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AWS Encryption SDK とは
AWS Encryption SDK は、業界標準とベストプラクティスに従って、誰もが簡単にデータの暗号化と復号
を行うことができるように設計されたクライアント側の暗号化ライブラリです。これにより、データの
暗号化と復号の最善の方法ではなく、アプリケーションのコア機能に集中できるようになります。AWS 
Encryption SDK は、Apache 2.0 ライセンスに基づいて、無償で提供されています。

AWS Encryption SDK は、次のような問いへの回答となるものです。

• どの暗号化アルゴリズムを使用するべきですか。
• どのように、またはどのモードで、そのアルゴリズムを使用すべきですか。
• 暗号化キーを生成するにはどうすればよいですか。
• 暗号化キーを保護するにはどうすればよいですか。どこに保存するべきですか。
• 暗号化されたデータをポータブルにするにはどうしたらよいですか。
• 目的の受取人が暗号化されたデータを確実に読めるようにするにはどうすればよいですか。
• 暗号化されたデータが書き込まれてから読み込まれるまでに変更されないようにするにはどうすればよ

いですか。
• 次のデータキーはどのように使用しますかAWS KMSはを返します。

の使用AWS Encryption SDKと定義すると、マスターキープロバイダー (p. 7)(Java および Python)キー
リング (p. 7)（C、C#/.NET、 JavaScript) は、データを保護するために使用するラップキーを決定し
ます。その上で、AWS Encryption SDK が提供する専用のメソッドを使用して、データを暗号化および復
号します。それ以外のことは、AWS Encryption SDK によって行われます。

AWS Encryption SDK がなければ、アプリケーションの重要な機能よりも暗号化ソリューションを構築す
るために多くの労力を費やすことになるおそれがあります。AWS Encryption SDK は、上記のような問い
に次のような解決策を提供しています。

暗号化のベストプラクティスに従ったデフォルトの実装

AWS Encryption SDK は、暗号化する各データオブジェクトに対してデフォルトで一意のデータキー
を生成します。各暗号化操作に一意のデータキーを使用する暗号化のベストプラクティスに従いま
す。

AWS Encryption SDK は、安全かつ標準として認められている対称キーアルゴリズムを使用してデー
タを暗号化します。(詳細については、「the section called “サポートされているアルゴリズムスイー
ト” (p. 14)」を参照してください)

ラップキーによるデータキーの保護のフレームワーク

-AWS Encryption SDKは、1 つ以上のラップキーにより暗号化することでデータを暗号化するデータ
キーを保護します。複数のラップキーを使用してデータキーを暗号化するフレームワークを提供する
ことにより、AWS Encryption SDK暗号化されたデータをポータブルにするのに役立ちます。

たとえば、以下のデータを暗号化します。AWS KMS keyにAWS KMSとオンプレミス HSM からの
キーを指定します。いずれかのラッピングキーを使用してデータを復号できます。1 つが使用できな
い場合、または呼び出し元が両方のキーを使用する権限を持っていない場合。

暗号化されたデータと暗号化されたデータキーを一緒に保存する形式のメッセージ

AWS Encryption SDK は、暗号化されたデータと暗号化されたデータキーを所定のデータ形式の暗号
化されたメッセージ (p. 9)に一緒に保存します。データを暗号化したデータキーの追跡や保護は 
AWS Encryption SDK によって行われるため、お客様が行う必要はありません。
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オープンソースのリポジトリで開発された

AWS Encryption SDK の一部の言語の実装では AWS SDK が必要ですが、AWS Encryption SDK は 
AWS アカウント を必須としておらず、どの AWS のサービスにも依存していません。AWS アカウント 
は、AWS KMS keys を使用してデータを保護する場合にのみ必要になります。

オープンソースのリポジトリで開発された
-AWS Encryption SDKのオープンソースリポジトリで開発されている GitHub。これらのリポジトリを使用
して、コードの表示、課題の読み取り、送信、言語実装に固有の情報を見つけることができます。

• AWS Encryption SDK for C — aws-encryption-sdk-c
• AWS Encryption SDK.NET 対応 —aws-encryption-sdk-netのディレクトリaws-encryption-sdk-
dafnyrepository.

• AWSEncryption CLI —aws-encryption-sdk-cli
• AWS Encryption SDK for Java — aws-encryption-sdk-java
• AWS Encryption SDK for JavaScript — aws-encryption-sdk-javascript
• AWS Encryption SDK for Python — aws-encryption-sdk-python

暗号化ライブラリやサービスとの互換性
AWS Encryption SDK は、いくつかのプログラミング言語 (p. 71)でサポートされています。言語実装
はすべて相互運用可能です。ある言語実装で暗号化し、別の言語実装で復号できます。相互運用性は、
言語の制約を受ける可能性があります。その場合の制約については、言語実装に関するトピックで説明し
ます。また、暗号化および復号を行う場合は、互換性のあるキーリング、またはマスターキーとマスター
キープロバイダーを使用する必要があります。詳細については、「the section called “キーリングの互換
性” (p. 50)」を参照してください。

ただし、AWS Encryption SDK は他のライブラリとは相互運用できません。各ライブラリは暗号化された
データを異なる形式で返すため、あるライブラリで暗号化したデータを別のライブラリで復号することは
できません。

DynamoDB 暗号化クライアントおよび Amazon S3 クライアント側の暗号化

AWS Encryption SDK では、DynamoDB 暗号化クライアントまたは Amazon S3 クライアント側の暗
号化で暗号化されたデータは復号できません。これらのライブラリは復号化できません暗号化された
メッセージ (p. 9)そのAWS Encryption SDKはを返します。 

AWS Key Management Service (AWS KMS)

-AWS Encryption SDK次を使用できます。AWS KMS keysそしてデータキーマルチリージョン KMS 
キーを含むデータを保護します。例えば、AWS アカウント の 1 つ以上の AWS KMS keys を使用して
データを暗号化するように AWS Encryption SDK を設定できます。ただし、AWS Encryption SDK を
使用してデータを復号する必要があります。

-AWS Encryption SDKという暗号文は復号できません。AWS KMS EncryptまたはReEncryptオペレー
ションは戻ります。同様に、AWS KMS Decrypt オペレーションは、AWS Encryption SDK が返す暗号
化されたメッセージ (p. 9)を復号化できません。

-AWS Encryption SDKのみサポートされます対称暗号化 KMS キー。は、使用することはできませ
ん。非対称 KMS キー暗号化またはサインインの場合AWS Encryption SDK。AWS Encryption SDK 
は、メッセージに署名するアルゴリズムスイート (p. 14)に対して、独自の ECDSA 署名キーを生成
します。

使用するライブラリまたはサービスの決定については、「AWS 暗号化サービスおよびツールガイド」の
「How to Choose an Encryption Tool or Service」を参照してください。
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Support メンテナンス
-AWS Encryption SDK同じを使用することメンテナンスポリシーということはAWSSDK と Tools は、バー
ジョニングとライフサイクルのフェーズを含む、を使用します。としてベストプラクティス (p. 17)で
は、利用可能な最新バージョンのAWS Encryption SDKあなたのプログラミング言語に対応し、新しいバー
ジョンがリリースされるとアップグレードしてください。バージョンでのアップグレードなど、大幅な変
更が必要な場合AWS Encryption SDK1.7 より前のバージョンxバージョン 2.0 に移行します。xそして後
で、詳細な手順 (p. 205)助けて。

の各プログラミング言語実装AWS Encryption SDK別のオープンソースで開発されている GitHub 
repository. 各バージョンのライフサイクルとサポートフェーズは、リポジトリによって異なる場合があり
ます。たとえば、特定のバージョンのAWS Encryption SDK1つのプログラミング言語では一般的な可用性
（フルサポート）段階にあるかもしれないが、 end-of-support別のプログラミング言語でのフェーズ。可
能な限り完全にサポートされているバージョンを使用し、サポートされなくなったバージョンは避けてく
ださい。

のライフサイクルフェーズを見つけるにはAWS Encryption SDK使用しているプログラミング言語のバー
ジョンは、SUPPORT_POLICY.rstそれぞれにファイルAWS Encryption SDKrepository.

• AWS Encryption SDK for C—suport_policy.rst
• AWS Encryption SDK.NET 対応 —suport_policy.rst
• AWSEncryption CLI —suport_policy.rst
• AWS Encryption SDK for Java—suport_policy.rst
• AWS Encryption SDK for JavaScript—suport_policy.rst
• AWS Encryption SDK for Python—suport_policy.rst

詳細については、次を参照してください。AWS Encryption SDK のバージョン (p. 198)そしてAWSSDK 
とツールのメンテナンスポリシーのAWSSDK とツールのリファレンスガイド

詳細情報
AWS Encryption SDK やクライアント側の暗号化の詳細については、以下を参照してください。

• この SDK で使用される用語と概念のヘルプについては、「AWS Encryption SDK の概念 (p. 4)」を
参照してください。

• ベストプラクティスのガイドラインについては、「AWS Encryption SDK のベストプラクティ
ス (p. 17)」を参照してください。

• SDK の仕組みについては、「SDK のしくみ (p. 12)」を参照してください。
• でのオプションの設定方法の例については、AWS Encryption SDK「」を参照してください。AWS 

Encryption SDK の設定 (p. 20)。
• 技術情報の詳細については、「リファレンス (p. 228)」を参照してください。
• の技術仕様についてはAWS Encryption SDK「」を参照してください。AWS Encryption SDK仕様に 

GitHub。
• AWS Encryption SDK の使用に関する疑問については、AWS 暗号化ツールディスカッションフォーラ

ムで閲覧や投稿を行ってください。

さまざまなプログラミング言語の AWS Encryption SDK の実装については、以下を参照してください。

• C: 「」を参照してください。AWS Encryption SDK for C (p. 71)とすると、AWS Encryption SDK C 
のドキュメントであり、aws-encryption-sdk-c上のリポジトリ GitHub。
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フィードバックを送る

• C#/.NET: 「」を参照してください。AWS Encryption SDK.NET 用に (p. 81)とaws-encryption-sdk-
netのディレクトリaws-encryption-sdk-dafny上のリポジトリ GitHub。

• Command Line Interface: 「」を参照してください。AWS Encryption SDK コマンドラインインターフェ
イス (p. 116),ドキュメントを読む向けのAWS暗号化 CLI、およびaws-encryption-sdk-cli上のリポジト
リ GitHub。

• Java: 「」を参照してください。AWS Encryption SDK for Java (p. 88)とすると、AWS Encryption 
SDK Javadocであり、aws-encryption-sdk-java上のリポジトリ GitHub。

JavaScript: 「」を参照してください。the section called “JavaScript” (p. 98)とaws-encryption-sdk-
javascript上のリポジトリ GitHub。

• Python: 「」を参照してください。AWS Encryption SDK for Python (p. 107)とすると、AWS 
Encryption SDK Python のドキュメントであり、aws-encryption-sdk-python上のリポジトリ GitHub。

フィードバックを送る
当社では、お客様からのフィードバックをお待ちしております。質問、コメント、ご報告いただく問題が
ある場合は、以下のリソースをご利用ください。

• AWS Encryption SDK で潜在的なセキュリティの脆弱性を発見した場合は、AWS セキュリティまでご報
告ください。パブリックを作成しないでください GitHub 問題。

• に関するフィードバックを送信するにはAWS Encryption SDKで、問題を提出 GitHub 使用しているプロ
グラミング言語のリポジトリです。

• このドキュメントに関するフィードバックについては、フィードバックこのページのリンク。また、
問題を提出したり、aws-encryption-sdk-docsで、このドキュメントのオープンソースリポジトリは 
GitHub。

AWS Encryption SDK の概念
このセクションでは、AWS Encryption SDK で使用される概念について説明するとともに用語集とリファ
レンスを提供します。これが考案されたのは、AWS Encryption SDK の仕組みおよびその説明に使用され
る用語を理解できるようにするためです。

サポートが必要ですか?

• AWS Encryption SDK がエンベロープ暗号化を (p. 5)使用してデータを保護する方法についての説
明。

• エンベロープ暗号化の要素、データを保護するデータキー (p. 6)およびデータキーを保護するラッピ
ングキー (p. 7)についての説明。

• どのラッピングキーを使用するかを決めるキーリング (p. 7)とマスターキープロバイ
ダー (p. 7)についての説明。

• 暗号化プロセスの整合性を向上させる暗号化コンテキスト (p. 8)についての説明。これはオプション
ですが、推奨されるベストプラクティスです。

• 暗号化メソッドが返す暗号化されたメッセージ (p. 9)についての説明。
• 好みのプログラミング言語 (p. 71)で AWS Encryption SDK を使用する準備が整います。

トピック
• エンベロープ暗号化 (p. 5)
• データキー (p. 6)
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• ラッピングキー (p. 7)
• キーリングおよびマスターキープロバイダー (p. 7)
• 暗号化コンテキスト (p. 8)
• 暗号化されたメッセージ (p. 9)
• アルゴリズムスイート (p. 9)
• 暗号化マテリアルマネージャー (p. 9)
• 対称暗号化と非対称暗号化 (p. 10)
• キーコミットメント (p. 10)
• コミットメントポリシー (p. 11)
• デジタル署名 (p. 12)

エンベロープ暗号化
暗号化されたデータのセキュリティは、復号できるデータキーを保護することによって部分的に異なりま
す。1 つの受け入れられているデータキーを保護するベストプラクティスは暗号化することです。これを
行うには、キー暗号化キーつまりラッピングキー (p. 7)と呼ばれる別の暗号化キーが必要です。データ
キーを暗号化するためにラッピングキーを使用するこの方法はエンベロープ暗号化と呼ばれています。

データキーの保護

AWS Encryption SDK では、各メッセージを一意のデータキーで暗号化します。その後、指定した
ラッピングキーでデータキーを暗号化します。返される暗号化されたメッセージの暗号化されたデー
タを使用して、暗号化されたデータキーが保存されます。

ラッピングキーを指定するには、キーリング (p. 7)またはマスターキープロバイダー (p. 7)を
使用します。

複数のラッピングキーで同じデータを暗号化する

複数のラッピングキーでデータキーを暗号化できます。ユーザーごとに異なるラッピングキーを指定
したり、異なるタイプのラッピングキーを指定したり、場所ごとにそのように指定したい場合があ
ります。各ラッピングキーでは、それぞれ同じデータキーを暗号化します。AWS Encryption SDK で
は、暗号化されたすべてのデータキーは、暗号化されたデータと共に、暗号化されたメッセージに保
存されます。

データを復号するには、この暗号化されたデータキーのいずれかを復号できるラッピングキーを指定
する必要があります。
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複数のアルゴリズムの強度の結合

データを暗号化するには、デフォルトの場合、AWS Encryption SDK では、AES-GCM 対称暗号
化、キー取得関数 (HKDF)、および署名を含む高度なアルゴリズムスイート (p. 14)を使用しま
す。データキーを暗号化するには、ラッピングキーに適した対称または非対称の暗号化アルゴリズ
ム (p. 10)を指定できます。

一般的に、対称キー暗号化アルゴリズムは迅速で、非対称またはパブリックキー暗号化よりも小さい
暗号化テキストが生成されます。しかし、パブリックキーのアルゴリズムはロールを本質的に分離
し、キー管理を簡単にします。それぞれの強みを組み合わせるには、対称キー暗号化でデータを暗号
化し、次にデータキーをパブリックキー暗号化で暗号化します。

データキー
データキーは、データの暗号化に AWS Encryption SDK で使用される暗号化キーです。各データキーは、
暗号化キーの要件に準拠したバイト配列です。データキーキャッシュ (p. 156)を使用している場合を除
き、AWS Encryption SDK では、一意のデータキーを使用して、各メッセージを暗号化します。

データキーを指定、生成、実装、拡張、保護、使用する必要はありません。AWS Encryption SDK で暗号
化オペレーションや復号オペレーションを呼び出しても、上記のアクションは行われません。

データキーを保護するために、AWS Encryption SDK では、ラッピングキー (p. 7)またはマスターキー
と呼ばれる 1 つ以上のキー暗号化キーを使用してデータキーを暗号化します。AWS Encryption SDK でプ
レーンテキストデータキーを使用して暗号化されたデータは、メモリから速やかに削除されます。その
後、暗号化オペレーションで返る暗号化されたメッセージ (p. 9)の暗号化されたデータを使用して、暗
号化されたデータキーが保存されます。詳細については、「the section called “SDK のしくみ” (p. 12)」
を参照してください。

Tip

AWS Encryption SDK では、データ暗号化キーとデータキーが区別されます。デフォルトのス
イートを含むサポートされているアルゴリズムスイート (p. 9)のいくつかは、データキーが暗
号化の上限に到達することを防ぐ、キー取得関数を使用します。キー取得関数は、データキーを
入力として受け取り、データの暗号化に実際に使用されたデータ暗号化キーを返します。そのた
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め、データは、データキー「によって」暗号化されているというよりは、データキーの「下で」
暗号化されていると言えます。

暗号化された各データキーには、暗号化したラッピングキーの識別子を含むメタデータが含まれます。こ
のメタデータにより、AWS Encryption SDKでは、復号時に有効なラッピングキーを簡単に識別できるよう
になります。

ラッピングキー
あるラッピングキーキー暗号化キーは、AWS Encryption SDKを使用してを暗号化します。データ
キー (p. 6)データを暗号化します。それぞれのプレーンテキストのデータキーは、1 つまたは複数
のラッピングキーで暗号化することができます。キーリング (p. 7)またはマスターキープロバイ
ダー (p. 7)の設定時に、データの保護に使用するラッピングキーを決定します。

Note

ラッピングキーは、キーリングまたはマスターキープロバイダー内のキーを参照します。マ
スターキーは一般的に、マスターキープロバイダーを使用するときにインスタンス化する
MasterKey クラスと関連します。

-AWS Encryption SDKなど、一般的に使用されるいくつかのラッピングキーをサポートしていま
す。AWS Key Management Service(AWS KMS) 対称AWS KMS keysを含むマルチリージョンの KMS 
キー (p. 21))、raw AES-GCM (Advanced Encryption Standard/Galois Counter Mode) キー、raw RSA 
キー また、独自のラッピングキーを拡張または実装することもできます。

エンベロープ暗号化を使用する場合は、認可されていないアクセスからラッピングキーを保護する必要が
あります。これは、次のいずれかの方法で行うことができます。

• この目的のために設計された AWS Key Management Service (AWS KMS) などのウェブサービスを使用
します。

• https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_security_module によって提供されているようなAWS CloudHSM
ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を使用します。

• 他のキー管理ツールやサービスを使用します。

キー管理システムがない場合は、AWS KMS をお勧めします。AWS Encryption SDK は AWS KMS と統
合され、ラッピングキーの保護と使用に役立ちます。ただし、AWS Encryption SDK では、AWS や AWS 
サービスは不要です。

キーリングおよびマスターキープロバイダー
暗号化と復号化に使用するラッピングキーを指定するには、キーリング (C、C# /.NET、および 
JavaScript) またはマスターキープロバイダー (Java、Python、CLI) を使用します。AWS Encryption SDK 
が提供するキーリングおよびマスターキープロバイダーを使用するか、独自の実装を提供または設計でき
ます。AWS Encryption SDK では、言語制約の対象となりながらも相互に互換性のあるキーリングとマス
ターキープロバイダーが提供されます。詳細については、「キーリングの互換性 (p. 50)」を参照してく
ださい。

キーリングは、データキーの生成、暗号化、復号を行います。キーリングを定義するとき、データキーを
暗号化するラッピングキー (p. 7)を指定できます。ほとんどのキーリングは、少なくとも 1 つのラッ
ピングキーを指定するか、ラッピングキーを提供および保護するサービスを指定します。追加の設定オプ
ションを使用して、ラッピングキーのないキーリングや、より複雑なキーリングを定義することもできま
す。AWS Encryption SDK で定義するキーリングの選択と使用については、キーリングの使用 (p. 48)
を参照してください。キーリングは C、C #/.NET、および JavaScript でサポートされます。

マスターキープロバイダーはキーリングの代替品です。マスターキープロバイダーは、指定したラッピン
グキー (またはマスターキー) を返します。各マスターキーは 1 つのマスターキープロバイダーに関連付け
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られていますが、マスターキープロバイダーは通常複数のマスターキーを提供しています。マスターキー
プロバイダーは、Java、Python、AWS Encryption CLI でサポートされます。

暗号化には、キーリング (またはマスターキープロバイダー) を指定する必要があります。復号化には、同
じキーリング (またはマスターキープロバイダー) を指定することも、別のキーリングを指定することも
できます。暗号化する場合、AWS Encryption SDK では、指定したすべてのラッピングキーを使用して、
データキーを暗号化します。復号化するとき、AWS Encryption SDK では、指定したラッピングキーのみ
を使用して、暗号化されたデータキーを復号します。復号化のためのラッピングキーの指定はオプション
ですが、AWS Encryption SDK のベストプラクティス (p. 17)です。

ラッピングキーを指定する方法については、「」を参照してください。ラッピングキーを選択す
る (p. 20)。

暗号化コンテキスト
暗号化オペレーションのセキュリティを向上させるには、データを暗号化するためのすべてのリクエスト
に暗号化コンテキストを含めます。暗号化コンテキストの使用はオプションですが、暗号化のベストプラ
クティスとして使用することをお勧めします。

暗号化コンテキストは、任意のシークレットではない追加認証データを含む名前と値のペアのセットで
す。暗号化コンテキストには選択した任意のデータを含むことができますが、一般的には、ファイルの
種類、目的、または所有権などの、ログ記録と追跡に有用なデータが含まれます。データを暗号化する場
合、暗号化コンテキストは暗号化されたデータに暗号化されてバインドされます。これにより、データを
復号するために同じ暗号化コンテキストが必要になります。AWS Encryption SDK より返る暗号化された
メッセージ (p. 9)のヘッダーには、プレーンテキストの暗号化コンテキストが含まれます。

AWS Encryption SDK で使用される暗号化コンテキストは、指定した暗号化コンテキストと、暗号化マテ
リアルマネージャー (p. 9) (CMM) によって追加されるパブリックキーのペアで構成されます。具体
的には、署名付きの暗号化アルゴリズム (p. 246)を使用する度に、予約名 aws-crypto-public-key
と、パブリック検証キーを表す値で構成される暗号化コンテキストに名前と値のペアが CMM によって
追加されます。暗号化コンテキストの名前 aws-crypto-public-key は、AWS Encryption SDK で予
約されており、暗号化コンテキストの他のペアの名前として使用することはできません。詳細について
は、メッセージ形式リファレンスの「AAD (p. 230)」を参照してください。

以下の暗号化コンテキストの例は、リクエストで指定した 2 つの暗号化コンテキストペアと、CMM に
よって追加されるパブリックキーのペアで構成されます。

"Purpose"="Test", "Department"="IT", aws-crypto-public-key=<public key>

データを復号するには、暗号化されたメッセージを渡します。AWS Encryption SDK では、暗号化された
メッセージのヘッダーから暗号化コンテキストを抽出することができるため、暗号化コンテキストを別々
に指定する必要はありません。ただし、暗号化コンテキストは、暗号化された適切なメッセージを復号し
ていることを確認するのに役立ちます。

• AWS Encryption SDKコマンドラインインターフェイス (p. 116) (CKI) において、復号コマンドで暗
号化コンテキストを指定した場合、CLI で、プレーンテキストのデータが返る前に、暗号化されたメッ
セージの暗号化コンテキストにその値が存在することが検証されます。

• 他のプログラミング言語の実装では、復号レスポンスに暗号化コンテキストとプレーンテキストデータ
が含まれます。アプリケーションの復号関数では、プレーンテキストデータを返す前に、復号レスポン
スの暗号化コンテキストに暗号化リクスとの暗号化コンテキスト (またはサブセット) が含まれているこ
とを常に確認する必要があります。

暗号化コンテキストを選択する際、シークレットではないことに注意してください。暗号化コンテキスト
は、AWS Encryption SDK が返す暗号化されたメッセージ (p. 9)のヘッダーのプレーンテキストに表示
されます。AWS Key Management Service を使用している場合、暗号化コンテキストは AWS CloudTrail 
などの監査レコードおよびログ内のプレーンテキストに表示される可能性があります。
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コード内の暗号化コンテキストを送信および検証する例については、使用しているプログラミング言
語 (p. 71)の例を参照してください。

暗号化されたメッセージ
AWS Encryption SDK でデータを暗号化すると、暗号化されたメッセージが返されます。

暗号化されたメッセージは、データキーの暗号化されたコピーと共に暗号化されたデータを含む、小
型で書式設定されたデータ構造 (p. 228)、アルゴリズム ID、および必要に応じて暗号化コンテキス
ト (p. 8)とデジタル署名 (p. 12)です。AWS Encryption SDK の暗号化オペレーションは暗号化され
たメッセージを返し、復号オペレーションは暗号化されたメッセージを入力として受け取ります。

暗号化されたデータとその暗号化されたデータキーを組み合わせることで、復号オペレーションを合理化
し、暗号化するデータから暗号化されたデータキーを個別に保存して管理する必要がなくなります。

暗号化されたメッセージに関する技術情報については、「暗号化されたメッセージの形式 (p. 228)」を参
照してください。

アルゴリズムスイート
AWS Encryption SDK はアルゴリズムスイートを使用して、暗号化と復号化のオペレーションで返され
る暗号化されたメッセージ (p. 9)でデータの暗号化と署名を行います。AWS Encryption SDK では、い
くつかのアルゴリズムスイート (p. 14)がサポートされています。サポートされているすべてのスイート
は、Advanced Encryption Standard (AES) を主なアルゴリズムとして、他のアルゴリズムや値と組み合わ
せて使用します。

AWS Encryption SDK は、推奨されているアルゴリズムスイートをすべての暗号化オペレーションのデ
フォルトにします。標準とベストプラクティスの向上に伴い、デフォルトは変更される可能性がありま
す。データの暗号化リクエスト内、または暗号化マテリアルマネージャー (CMM) (p. 9) の作成時に、
代替のアルゴリズムスイートを指定できます。ただし、状況からして代替が必須でない限り、デフォルト
を使用することをお勧めします。現在のデフォルトは、HMAC ベースの AES-GCM です。 extract-and-
expand キー導出関数(HKDF)、キーコミットメント (p. 10)、と楕円曲線 DSA (ECDSA) (p. 12)署名
と 256 ビット暗号化キー

アプリケーションで高いパフォーマンスを必要とし、データを暗号化するユーザーとデータを復号化する
ユーザーが同等に信頼できる場合は、デジタル署名のないアルゴリズムスイートを指定することを検討し
てください。ただし、キーコミットメントとキー取得関数を含むアルゴリズムスイートを強くお勧めしま
す。これらの機能のないアルゴリズムスイート機能は、下位互換性のためにのみサポートされています。

暗号化マテリアルマネージャー
暗号化マテリアルマネージャー (CMM) は、データの暗号化と復号化に使用される暗号化マテリアルを組み
立てます。暗号化マテリアルには、プレーンテキストおよび暗号化されたデータキー、オプションのメッ
セージ署名キーが含まれます。CMM を直接操作することは決してありません。このためには、暗号化メ
ソッドおよび復号メソッドを使用します。

AWS Encryption SDK に用意されているデフォルトの CMM またはキャッシュ CMM (p. 156) を使用する
か、カスタムの CMM を作成することができます。CMM は指定できますが、必須ではありません。キーリ
ングまたはマスターキープロバイダーを指定すると、AWS Encryption SDK はデフォルトの CMMを自動で
作成します。デフォルトの CMM は、指定したキーリングまたはマスターキープロバイダーから暗号化マ
テリアルまたは復号マテリアルを取得します。これには、AWS Key Management Service(AWS KMS) な
どの暗号化サービスの呼び出しが含まれる場合があります。

CMM は AWS Encryption SDK とキーリング (またはマスターキープロバイダー) の間の連絡係として機能
しているため、ポリシーの適用やキャッシュのサポートなどのカスタマイズや拡張に理想的なポイントで
す。AWS Encryption SDK では、データキーキャッシュ (p. 156)をサポートするためにキャッシュ CMM 
が提供されています。
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対称暗号化と非対称暗号化
対称暗号化では、データの暗号化と復号化に同じキーが使用されます。

非対称暗号化では、数学的に関連するデータキーペアが使用されます。ペアの 1 つのキーでデータが暗号
化され、ペアの他のキーだけでデータが復号されます。詳細については、AWS 暗号化サービスおよびツー
ルガイドの「暗号アルゴリズム」を参照してください。

AWS Encryption SDK では、エンベロープ暗号化 (p. 5)が使用されます。データは対称データキーで
暗号化されます。対称データキーを 1 つ以上の対称または非対称のラッピングキーで暗号化します。返さ
れる暗号化されたメッセージ (p. 9)には、暗号化されたデータおよび少なくとも 1 つの暗号化された
データキーのコピーが含まれます。

データの暗号化 (対称暗号化)

データを暗号化するには、AWS Encryption SDK は対称データキー (p. 6)および対称暗号化ア
ルゴリズムを含むアルゴリズムスイート (p. 9)を使用します。データを復号するには、AWS 
Encryption SDK は、同じデータキーと同じアルゴリズムスイートを使用します。

データキーの暗号化 (対称暗号化または非対称暗号化)

暗号化および復号化のオペレーションに指定するキーリング (p. 7)またはマスターキープロバイ
ダー (p. 7)により、対称データキーの暗号化および復号化方法が決まります。AWS KMS キーリ
ングのように対称暗号化を使用するキーリングまたはマスターキープロバイダーを選択するか、Raw 
RSA キーリングまたは JceMasterKey など、非対称暗号化を使用するものを選択できます。

キーコミットメント
AWS Encryption SDK では、キーコミットメント (堅牢性と呼ばれることもある) がサポートされます。こ
れは、各暗号化テキストが単一のプレーンテキストのみに復号されることを保証するセキュリティプロパ
ティです。これを行うために、キーコミットメントでは、メッセージを暗号化したデータキーのみが復号
化に使用されることが保証されます。キーコミットメントによる暗号化と復号化は、AWS Encryption SDK 
のベストプラクティス (p. 17)です。

最新の対称暗号 (AES を含む) では、AWS Encryption SDK が各プレーンテキストメッセージの暗号化に使
用する、一意のデータキー (p. 6)などの単一のシークレットキーでプレーンテキストが暗号化されま
す。同じデータキーでこのデータを復号すると、元のデータと同じプレーンテキストが返されます。別の
キーで復号化すると、通常は失敗します。ただし、2 つの異なるキーで暗号化テキストを復号化すること
は可能です。まれに、数バイトの暗号化テキストを別の理解可能なプレーンテキストに復号化できるキー
を見つけることは可能です。

AWS Encryption SDK では、常に 1 つの一意のデータキーで各プレーンテキストメッセージが暗号化され
ます。複数のラッピングキー (またはマスターキー) でそのデータキーを暗号化する場合がありますが、
ラッピングキーは常に同じデータキーを暗号化します。ただし、手動で作成した高度な暗号化されたメッ
セージ (p. 9)には、実際には異なるデータキーが含まれて、それぞれ異なるラッピングキーによって暗
号化されることがあります。例えば、あるユーザーが暗号化されたメッセージを復号すると 0x0 (false) を
返し、同じ暗号化されたメッセージを別のユーザーが復号すると 0x1 (true) となることがあります。

このような状況を防ぐため、AWS Encryption SDK では、暗号化および復号化時のキーコミットメントが
サポートされます。AWS Encryption SDK では、キーコミットメントでメッセージを暗号化するとき、暗
号化テキストを生成した一意のデータキーがキーコミットメント文字列、つまりシークレット以外のデー
タキー識別子に暗号的に結合されます。その後、キーコミットメント文字列は、暗号化されたメッセージ
のメタデータに保存されます。キーコミットメントでメッセージを復号化するとき、AWS Encryption SDK 
では、データキーがその暗号化されたメッセージの唯一のキーであることが検証されます。データキーの
検証が失敗すると、復号オペレーションは失敗します。

キーコミットメントのサポートは、バージョン 1.7.x で導入されました。このバージョンではキーコミッ
トメントでメッセージを復号化できますが、キーコミットメントによる暗号化はできません。このバー
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ジョンを使用して、キーコミットメントで暗号化テキストを復号化する機能を完全にデプロイできます。
バージョン 2.0.x では、キーコミットメントが完全にサポートされます。デフォルトでは、キーコミット
メントでのみ暗号化および復号化が行われます。これは、AWS Encryption SDK の旧バージョンで暗号化
された暗号化テキストを復号化する必要のないアプリケーションに最適な構成です。

キーコミットメントによる暗号化と復号化がベストプラクティスですが、使用時期を決定し、それを採
用するペースを調整できます。バージョン 1.7.x 以降、AWS Encryption SDK ではコミットメントポリ
シー (p. 11)がサポートされ、デフォルトアルゴリズムスイート (p. 14)を設定して、使用できるアル
ゴリズムスイートを制限できます。このポリシーにより、データをキーコミットメントで暗号化および復
号化するかどうかが決まります。

キーコミットメントでは、暗号化メッセージがわずかに大きくなり (+ 30 バイト) (p. 228)、処理に時間
がかかります。アプリケーションでサイズやパフォーマンスに注意が必要である場合は、キーコミットメ
ントをオプトアウトすることもできます。しかし、必要である場合にのみオプトアウトしてください。

バージョン 1.7.x および 2.0.x への移行、およびキーコミットメント機能に関する詳細については、移行
するAWS Encryption SDK (p. 205) を参照してください。キーコミットメントに関する技術情報について
は、the section called “アルゴリズムのリファレンス” (p. 246) および the section called “メッセージ形式
のリファレンス” (p. 228) を参照してください。

コミットメントポリシー
コミットメントポリシーは、アプリケーションがキーコミットメント (p. 10)で暗号化および復号化を行
うかどうかを決定する構成設定です。キーコミットメントによる暗号化と復号化は、AWS Encryption SDK 
のベストプラクティス (p. 17)です。

コミットメントポリシーには 3 つの値があります。

Note

テーブル全体を表示するには、水平または垂直にスクロールする必要があります。

コミットメントポリシーの値

値 キーコミットメン
トで暗号化

キーコミットメン
トなしで暗号化

キーコミットメン
トで復号化

キーコミットメン
トなしで復号化

ForbidEncryptAllowDecrypt

RequireEncryptAllowDecrypt

RequireEncryptRequireDecrypt

コミットメントポリシー設定は、AWS Encryption SDK バージョン 1.7.x で導入されます。すべてのサポー
ト対象プログラミング言語 (p. 71)で有効です。
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• ForbidEncryptAllowDecrypt は、キーコミットメントの有無にかかわらず復号しますが、キーコ
ミットメントでは暗号化しません。バージョン 1.7.x では、これのみがコミットメントポリシーの有効
な値で、暗号化と復号化のすべてのオペレーションに使用されます。これは、アプリケーションを実行
しているすべてのホストで、キーコミットメントを使用して暗号化された暗号化テキストに遭遇する前
に、キーコミットメントを使用して復号化する準備をするように設計されています。

• RequireEncryptAllowDecrypt では常にキーコミットメントで暗号化されます。復号化は、キーコ
ミットメントが使用されているかどうかにかかわらず可能です。バージョン 2.0.x で導入されたこの値
では、キーコミットメントによる暗号化を開始できますが、キーコミットメントによらない従来の暗号
化テキストを復号化できます。

• RequireEncryptRequireDecrypt では、キーコミットメントでのみ暗号化および復号化が行われま
す。この値がバージョン 2.0.x のデフォルトです。この値は、すべての暗号化テキストがキーコミット
メントで暗号化されていることが確実な場合に使用します。

コミットメントポリシー設定により、使用できるアルゴリズムスイートが決まります。バージョン 1.7.x
以降、AWS Encryption SDK では、キーコミットメントのアルゴリズムスイート (p. 14)が署名ありと
署名なしでサポートされます。コミットメントポリシーと競合するアルゴリズムスイートを指定した場
合、AWS Encryption SDK はエラーを返します。

コミットメントポリシーの設定については、コミットメントポリシーの設定 (p. 214) を参照してくださ
い。

デジタル署名
システム間でのデジタルメッセージの整合性を確保するために、メッセージにデジタル署名を適用できま
す。デジタル署名は常に非対称です。プライベートキーを使用して署名を作成し、元のメッセージに追
加します。受信者はパブリックキーを使用して、メッセージが署名後に変更されていないことを確認しま
す。

AWS Encryption SDK では、認証暗号化アルゴリズム AES-GCM を使用してデータを暗号化し、復号化
プロセスでは、デジタル署名を使用せずに暗号化されたメッセージの完全性と真正性を検証します。し
かし、AES-GCM は対称キーを使用するため、暗号化テキストの復号化に使用されるデータキーを復号で
きる人は誰でも、新しい暗号化された暗号化テキストを手動で作成できるようになり、セキュリティ上の
懸念が生じる可能性があります。例えば、AWS KMS キーをラッピングキーとして使用する場合、KMS 
Decrypt 権限を持つユーザーは KMS Encrypt を呼び出さずに暗号化された暗号化テキストを作成できるこ
とになります。

この問題を回避するため、AWS Encryption SDK では、暗号化されたメッセージの末尾に楕円曲線デジタ
ル署名アルゴリズム (ECDSA) 署名を追加することがサポートされます。署名アルゴリズムスイートを使
用すると、AWS Encryption SDK は、暗号化されたメッセージごとに一時的なプライベートキーとパブ
リックキーのペアを生成します。AWS Encryption SDK は、データキーの暗号化コンテキストにパブリッ
クキーを格納してプライベートキーを破棄するため、誰もパブリックキーで検証する別の署名を作成する
ことはできません。アルゴリズムは、メッセージヘッダー内の追加認証データとしてパブリックキーを暗
号化されたデータキーに結合するため、メッセージの復号化のみが可能なユーザーはパブリックキーを変
更できません。

署名の検証では、復号化に大きなパフォーマンスコストがかかります。データを暗号化するユーザーと
データを復号化するユーザーが同等に信頼されている場合は、署名を含まないアルゴリズムスイートの使
用を検討してください。

AWS Encryption SDK のしくみ
このセクションのワークフローは、AWS Encryption SDKデータを暗号化して復号する暗号化されたメッ
セージ (p. 9)。これらのワークフローは、デフォルト機能を使用した基本的なプロセスを表します。カ
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スタムコンポーネントの定義と使用の詳細については、を参照してください。 GitHub サポートされてい
るそれぞれのリポジトリ言語の実装 (p. 71)。

-AWS Encryption SDKは、エンベロープ暗号化を使用してデータを保護します。各メッセージは、一意の
データキーで暗号化されます。その後、データキーは、指定したラッピングキーによって暗号化されま
す。暗号化されたメッセージを復号するには、AWS Encryption SDKは、指定したラッピングキーを使用し
て、少なくとも 1 つの暗号化されたデータキーを復号します。その後、暗号文を解読し、平文メッセージ
を返すことができます。

私たちが使用している用語に関するヘルプが必要AWS Encryption SDK? 「the section called “概
念” (p. 4)」を参照してください。

AWS Encryption SDK がデータを暗号化する方法
AWS Encryption SDK では、文字列、バイト配列およびバイトストリームを暗号化する方法を提供
します。コード例については、それぞれの「例」トピックを参照してください。プログラミング言
語 (p. 71)セクションに追加しました。

1. の作成キーリング (p. 48)（またはマスターキープロバイダー (p. 7)) は、データを保護するラッ
ピングキーを指定します。

2. キーリングとプレーンテキストのデータを暗号化メソッドに渡します。シークレットではないオプショ
ンの渡すことをお勧めします。暗号化コンテキスト (p. 8)。

3. 暗号化方法は、キーリングに暗号化マテリアルを要求します。キーリングは、メッセージの一意のデー
タ暗号化キーを返します。プレーンテキストのデータキーと、指定された各ラッピングキーによって暗
号化されたデータキーのコピーです。

4. 暗号化方法は、プレーンテキストデータキーを使用してデータを暗号化し、プレーンテキストのデータ
キーを破棄します。暗号化コンテキスト（AWS Encryption SDK ベストプラクティス (p. 17)) の場
合、暗号化メソッドによって暗号化コンテキストが暗号化されたデータに暗号的にバインドされます。

5. 暗号化方式は、暗号化されたメッセージ (p. 9)には、暗号化されたデータ、暗号化されたデータを
含むもの、暗号化コンテキスト (使用した場合) などの暗号化されたデータが含まれます。

AWS Encryption SDK が暗号化されたメッセージを復
号する方法
-AWS Encryption SDKを復号化するメソッドを提供します。暗号化されたメッセージ (p. 9)プレーンテ
キストを返します。コード例については、それぞれの「例」トピックを参照してください。プログラミン
グ言語 (p. 71)セクションに追加しました。

-キーリング (p. 48)（またはマスターキープロバイダー (p. 7)) は、暗号化されたメッセージを復号
化するメッセージと、メッセージの暗号化に使用されるものと互換性がある必要があります。ラッピング
キーの 1 つが、暗号化されたメッセージ内の暗号化されたデータキーを復号できる必要があります。キー
リングおよびマスターキープロバイダとの互換性の詳細については、を参照してください。the section 
called “キーリングの互換性” (p. 50)。

1. データを復号できるラッピングキーを使用して、キーリングまたはマスターキープロバイダーを作成し
ます。暗号化メソッドに指定したキーリングを使用することも、別のキーリングを使用することもでき
ます。

2. パスします。暗号化されたメッセージ (p. 9)復号メソッドにキーリングします。
3. 復号方法は、暗号化されたメッセージ内の暗号化されたデータキーの 1 つを復号するように、キーリン

グまたはマスターキープロバイダーに要求します。次に、暗号化されたメッセージから、暗号化された
データキーなどの情報を渡します。

4. キーリングは、そのラッピングキーを使用して、暗号化されたデータキーのいずれかを復号します。正
常に実行すると、レスポンスにはプレーンテキストのデータキーが含まれます。キーリングまたはマス
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ターキープロバイダーによって指定されたラッピングキーが、暗号化されたデータキーを復号できない
場合、復号呼び出しは失敗します。

5. 復号方法は、プレーンテキストデータキーを使用してデータを復号し、プレーンテキストのデータキー
を破棄し、プレーンテキストデータを返します。

AWS Encryption SDK でサポートされているアルゴ
リズムスイート

アルゴリズムスイートは、暗号化アルゴリズムと関連する値の集合です。暗号化システムは、アルゴリズ
ムの実装を使用して、暗号化テキストメッセージを生成します。

AWS Encryption SDK のアルゴリズムスイートでは、AES-GCM (Advanced Encryption Standard (AES) 
アルゴリズムの Galois/Counter Mode (GCM)) を使用して raw データを暗号化します。-AWS Encryption 
SDKでは、256 ビット、192 ビット、128 ビットの暗号化キーをサポートしています。初期化ベクトル 
(IV) の長さは常に 12 バイトです。認証タグの長さは常に 16 バイトです。

デフォルトでは、AWS Encryption SDKHMAC ベースのアルゴリズムスイートを AES-GCM で使用します
extract-and-expandキー導出関数 (HKDF)、署名、256 ビットの暗号化キーを使用します。そのファイル
にコミットメントポリシー (p. 11)要求するコミットメントキー (p. 10)とすると、AWS Encryption 
SDK鍵コミットメントもサポートするアルゴリズムスイートを選択します。それ以外の場合は、鍵の導出
と署名を持つアルゴリズムスイートが選択されますが、鍵コミットメントは選択されません。

推奨: キー導出、署名、キーコミットメントを使用す
る AES-GCM
-AWS Encryption SDKHMAC ベースに 256 ビットのデータ暗号化キーを提供して AES-GCM 暗号化
キーを導出するアルゴリズムスイートを推奨していますextract-and-expandキー導出関数 (HKDF)。-
AWS Encryption SDKは、楕円曲線 DSA (ECDSA) 署名を追加します。サポートするコミットメント
キー (p. 10)と定義すると、このアルゴリズムスイートもキーコミットメント文字列— 非シークレット
データキー識別子。暗号化されたメッセージのメタデータに保存されます。このキーコミットメント文字
列は、データ暗号化キーの導出と同様の手順を使用して HKDF によっても導出されます。

AWS Encryption SDKアルゴリズムスイート

暗号化アルゴリズ
ム

データ暗号化キー
の長さ (ビット)

キー導出アルゴリ
ズム

署名アルゴリズム コミットメント
キー

AES-GCM 256 SHA-384 を使用す
る HKDF

P-384 および 
SHA-384 を使用す
る ECDSA

SHA-512 を使用す
る HKDF

HKDF は、データ暗号化キーの誤った再利用を避け、データキーの過剰使用のリスクを軽減します。

署名のために、このアルゴリズムスイートは、暗号化ハッシュ関数アルゴリズム (SHA-384) を使用する 
ECDSA を使用します。基盤となるマスターキーのポリシーによって指定されていない場合でも、ECDSA 
が、デフォルトで使用されます。メッセージの署名 (p. 12)は、メッセージの送信者がメッセージを暗
号化する権限があることを確認し、否認防止を提供します。これは、マスターキーの承認ポリシーによっ
て、1 組のユーザーにデータを暗号化させ、別の組のユーザーにデータを復号させる場合に特に便利で
す。

鍵コミットメントを持つアルゴリズムスイートは、各暗号文が 1 つの平文のみに復号化されるようにしま
す。これは、暗号化アルゴリズムへの入力として使用されるデータキーの ID を検証することによって行い
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サポートされているその他のアルゴリズムスイート

ます。暗号化時に、これらのアルゴリズムスイートはキーコミットメント文字列を生成します。復号する
前に、データキーがキーコミットメント文字列と一致することを検証します。応答しない場合、復号呼び
出しは失敗します。

サポートされているその他のアルゴリズムスイート
AWS Encryption SDK では、下位互換性のために次の代替アルゴリズムスイートをサポートします。一般
的に、これらのアルゴリズムスイートはお勧めしていません。ただし、署名がパフォーマンスを大幅に妨
げる可能性があることを認識しているため、これらのケースに対してキー派生を含むキーコミットスイー
トを提供しています。より重要なパフォーマンスのトレードオフを行う必要があるアプリケーションにつ
いては、署名、鍵のコミットメント、キーの導出に欠けるスイートを引き続き提供しています。

キーコミットメントなしの AES-GCM

鍵コミットメントのないアルゴリズムスイートでは、復号化前にデータキーを検証しません。その結
果、これらのアルゴリズムスイートは、単一の暗号テキストを異なる平文メッセージに復号化するこ
とがあります。ただし、キーコミットメントを持つアルゴリズムスイートは暗号化メッセージがわず
かに大きい (+30 バイト) (p. 228)処理に時間がかかるため、すべてのアプリケーションに最適な選択
肢ではない場合があります。

-AWS Encryption SDKは、鍵導出、鍵コミットメント、署名、および鍵導出と鍵コミットメントを持
つアルゴリズムスイートをサポートしますが、署名しません。キーコミットメントを使用しない、ア
ルゴリズムスイートを使用することはお勧めしません。必要な場合は、鍵の導出と鍵コミットメント
を含むアルゴリズムスイートを推奨します。ただし、署名は使用しないでください。ただし、アプリ
ケーションパフォーマンスプロファイルがアルゴリズムスイートの使用をサポートしている場合は、
鍵のコミットメント、キーの導出、および署名を含むアルゴリズムスイートを使用することがベスト
プラクティスです。

署名なしの AES-GCM

署名を使用しないアルゴリズムスイートには、信頼性と非否認を提供する ECDSA 署名がありませ
ん。これらのスイートは、データを暗号化するユーザーと復号するユーザーが同じほど信頼できる場
合にのみ使用します。

署名なしでアルゴリズムスイートを使用する場合は、鍵導出と鍵コミットメントを持つアルゴリズム
スイートを選択することをお勧めします。

キー導出を使用しない AES-GCM

キー取得を使用しない AES-GCM 暗号化キーとして、キー取得関数ではなく、AES-GCM 暗号化キー
としてデータ暗号化キーを使用して、一意のキーを取得します。このスイートを使用して暗号化テキ
ストを生成することはお勧めしませんが、AWS Encryption SDK互換性上の理由からサポートしていま
す。

これらのスイートのライブラリ内での表示方法と使用方法の詳細については、「the section called “アルゴ
リズムのリファレンス” (p. 246)」を参照してください。
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AWS KMS での AWS Encryption 
SDK の使用

を使用するにはAWS Encryption SDK、キーリングまたはマスターキープロバイダーをラップキーで設
定する必要があります (p. 7) (p. 7)。キーのインフラストラクチャがない場合は、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) を使用することをお勧めします。AWS Encryption SDK のコード例の多くは、AWS 
KMS key を必要とします。

を操作するにはAWS KMS、お好みのプログラミング言語のAWS SDKAWS Encryption SDK が必要です。
この AWS Encryption SDK クライアントライブラリは、AWS SDK と連携して機能し、AWS KMS で保存
されているマスターキーをサポートします。

AWS Encryption SDK で AWS KMS を使用するには

1. AWS アカウント を作成します。この方法については、AWS ナレッジセンターの「アマゾン ウェブ 
サービスの新規アカウントを作成してアクティブ化する方法を教えてください」を参照してくださ
い。

2. 対称暗号化 AWS KMS key を作成します。ヘルプについては、「AWS Key Management Service デベ
ロッパーガイド」の「キーの作成」を参照してください。

Tip

プログラムで AWS KMS key を使用するには、AWS KMS key のキー ID または Amazon リ
ソースネーム (ARN) が必要です。AWS KMS key の ID と ARN を見つけるには、「AWS Key 
Management Service デベロッパーガイド」の「キー ID と ARN を検索する」を参照してく
ださい。

3. アクセスキー ID とセキュリティアクセスキーを生成します。IAM ユーザーのアクセスキー ID とシー
クレットアクセスキーのいずれかを使用することも、AWS Security Token Serviceを使用して、アク
セスキー ID、シークレットアクセスキー、セッショントークンを含む一時的なセキュリティ認証情報
を使用して新しいセッションを作成することもできます。セキュリティ上のベストプラクティスとし
て、IAM ユーザーやAWS (ルート) ユーザーアカウントにアクセスすることをお勧めします。

アクセスキーを持つ IAM ユーザーを作成するには、IAM ユーザーガイドの「IAM ユーザーの作成」を
参照してください。

一時的なセキュリティ認証情報を生成するには、IAM ユーザーガイドの「一時的なセキュリティ認証
情報のリクエスト」を参照してください。

4. 、、AWS SDK for Python (Boto)または AWS SDK for C++(C の場合) の手順とAWS SDK for JavaAWS 
SDK for JavaScript、ステップ 3 で生成したアクセスキー IDAWS とシークレットアクセスキーを使用
して認証情報を設定します。一時的な認証情報を生成した場合は、セッショントークンも指定する必
要があります。

この手順により、AWS SDK によって AWS へのリクエストが自動的に署名されるようになりま
す。AWS KMS とやり取りする AWS Encryption SDK のコードサンプルは、このステップを完了して
いることを前提としています。

5. AWS Encryption SDK をダウンロードおよびインストールします。詳細については、使用するプログ
ラミング言語 (p. 71)のインストール方法を参照してください。
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AWS Encryption SDK のベストプラ
クティス

AWS Encryption SDK は、業界標準とベストプラクティスを利用して、データを簡単に保護できるように
設計されています。デフォルト値では多くのベストプラクティスが選択されており、一部のプラクティス
はオプションですが、実用的であるときは常に推奨されます。

最新バージョンを使用する

AWS Encryption SDK の使用を開始するときは、希望するプログラミング言語 (p. 71)で提供され
ている最新バージョンを使用してください。AWS Encryption SDK を使用している場合は、できるだ
け早く最新の各バージョンにアップグレードしてください。そうすると、推奨設定を使用し、新しい
セキュリティプロパティを利用してデータを保護できるようになります。移行とデプロイのガイダン
スなど、サポート対象バージョンの詳細については、「」を参照してください。Support メンテナン
ス (p. 3)そしてAWS Encryption SDK のバージョン (p. 198)。

新しいバージョンでコード内の要素が非推奨になった場合は、できるだけ早く置き換えてください。
非推奨の警告とコードコメントにより、通常は適切な代替手段が推奨されます。

大幅なアップグレードを容易にし、エラーの発生を抑えるために、一時的または移行的なリリース
が提供されることがあります。これらのリリースとそれに付随するドキュメントを使用すると、本番
ワークフローを中断することなくアプリケーションをアップグレードできます。

デフォルト値を使用する

AWS Encryption SDK では、ベストプラクティスがデフォルト値に組み込まれています。可能な限
り、デフォルト値を使用してください。デフォルトが実用的でない場合は、署名なしのアルゴリズム
スイートなどの代替手段が提供されます。上級ユーザーは、カスタムキーリング、マスターキープロ
バイダー、暗号化マテリアルマネージャー (CMM) などのカスタマイズも可能です。これらの上級者向
けの代替手段は慎重に使用し、可能な限りセキュリティエンジニアがその代替手段を検証してくださ
い。

暗号化コンテキストを使用する

暗号化オペレーションのセキュリティを向上させるには、データを暗号化するためのすべてのリクエ
ストに、意味のある値で暗号化コンテキスト (p. 8)を含めます。暗号化コンテキストの使用はオプショ
ンですが、暗号化のベストプラクティスとして使用することをお勧めします。暗号化コンテキストで
は、AWS Encryption SDK で認証された暗号化に追加認証データ (AAD) が提供されます。暗号化コン
テキストはシークレットではありませんが、暗号化データの整合性と真正性を保護できます。

AWS Encryption SDK では、暗号化時にのみ暗号化コンテキストを指定します。AWS Encryption SDK 
では、復号時に、AWS Encryption SDK が返す暗号化されたメッセージのヘッダーに暗号化コンテキ
ストが使用されます。アプリケーションでプレーンテキストのデータを返す前に、メッセージの暗号
化に使用した暗号化コンテキストが、メッセージの復号化に使用した暗号化コンテキストに含まれて
いることを確認します。詳細については、プログラミング言語の例を参照してください。

AWS Encryption SDK では、コマンドラインインターフェイスの使用時に、暗号化コンテキストが確
認されます。

ラッピングキーを保護する

AWS Encryption SDK では、プレーンテキストの各メッセージを暗号化するために一意のデータキー
が生成されます。次にデータキーは、指定したラッピングキーで暗号化されます。ラッピングキーが
失われたり削除されたりすると、暗号化されたデータは回復できません。キーが保護されていない場
合、データが脆弱になる可能性があります。
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AWS Key Management Service (AWS KMS) など、安全なキーインフラストラクチャで保護されてい
るラッピングキーを使用してください。Raw AES キーまたは Raw RSA キーを使用する場合は、セ
キュリティ要件を満たすランダム性と耐久性のあるストレージのソースを使用します。ハードウェア
セキュリティモジュール (HSM)、または AWS CloudHSM などの HSM を提供するサービスでラッピ
ングキーを生成して保存することがベストプラクティスです。

キーインフラストラクチャの認可メカニズムを使用して、ラッピングキーへのアクセスを、必要とす
るユーザーのみに制限してください。最小特権などのベストプラクティスの原則を実装します。AWS 
KMS keys の使用時には、ベストプラクティスの原則を実装するキーポリシーと IAM ポリシーを使用
してください。

ラッピングキーを指定する

することは常にベストプラクティスですラッピングキーを指定する (p. 20)復号化時にも暗号化時に
も、明示的に。このようにすると、AWS Encryption SDK では指定したキーのみが使用されます。こ
の方法では、意図した暗号化キーのみを使用することが保証されます。AWS KMS ラッピングキーで
は、別の AWS アカウントまたはリージョンで誤ってキーを使用したり、使用許可のないキーで復号
化しようとしたりすることを防いでパフォーマンスを向上させることもできます。

暗号化時には、AWS Encryption SDK によって提供されるキーリングとマスターキーのプロバイ
ダーにより、ラッピングキーを指定することが要求されます。使用されるのは、ユーザーが指定し
たすべてのラッピングキーであり、またそれらのみです。RAW AES キーリング、Raw RSA キー
リング、および JCE で暗号化および復号化する場合も、ラッピングキーを指定する必要がありま
す。MasterKeys。

ただし、AWS KMS キーリングとマスターキーのプロバイダーで復号化するときには、ラッピング
キーを指定する必要はありません。AWS Encryption SDK では、暗号化されたデータキーのメタデー
タからキー識別子を取得できます。ただし、ベストプラクティスとして、ラッピングキーを指定する
ことをお勧めします。

AWS KMS ラッピングキーでの作業時にこのベストプラクティスをサポートするため、次のことをお
勧めします。
• ラッピングキーを指定する AWS KMS キーリングを使用します。暗号化および復号化を行う場合、

これらのキーリングでは、指定したラッピングキーのみが使用されます。
• AWS KMS マスターキーとマスターキーのプロバイダーを使用する場合は、AWS Encryption SDK 

のバージョン 1.7.x (p. 199) で導入された Strict モードコンストラクタを使用します。指定した
ラッピングキーでのみ暗号化および復号化するプロバイダーが作成されます。ラッピングキーで常
に復号化するマスターキープロバイダーのコンストラクタは、バージョン 1.7.x で非推奨となり、
バージョン 2.0.x で削除されました。

復号化に AWS KMS ラッピングキーを指定することが実用的でないときは、検出プロバイダーを使用
できます。-AWS Encryption SDKC と JavaScript サポートAWS KMS検出キーリング (p. 58)。検
出モードのマスターキープロバイダーは、バージョン 1.7.x 以降の Java および Python で使用できま
す。これらの検出プロバイダーは、AWS KMS ラッピングキーによる復号化にのみ使用され、データ
キーを暗号化したラッピングキーを使用するように AWS Encryption SDK に明示的に指示します。

ディスカバリプロバイダを使用する必要がある場合は、検出フィルターでは、ラッピングキーが制限
されます。例えば、AWS KMS リージョン検出キーリング (p. 60)では、特定の AWS リージョンの
ラッピングキーのみを使用します。特定の AWS アカウントでラッピングキー (p. 213)のみを使用す
るように、AWS KMS キーリングと AWS KMS マスターキープロバイダー (p. 211)を設定すること
もできます。また、これまでと同様に、キーポリシーと IAM ポリシーを使用して、AWS KMS ラッピ
ングキーへのアクセスを管理してください。

デジタル署名を使用する

アルゴリズムスイートを署名とともに使用することがベストプラクティスです。デジタル署
名 (p. 12)では、メッセージ送信者がメッセージを送信する権限があることが確認され、メッセージの
整合性が保護されます。AWS Encryption SDK のすべてのバージョンでは、デフォルトで署名ととも
にアルゴリズムスイートが使用されます。
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セキュリティ要件にデジタル署名が含まれていない場合は、デジタル署名なしのアルゴリズムスイー
トを選択できます。ただし、あるユーザーのグループがデータを暗号化し、別のユーザーグループが
そのデータを復号化する場合は特に、デジタル署名の使用をお勧めします。

キーコミットメントを使用する

キーコミットメントセキュリティ機能を使用することがベストプラクティスです。一意の ID が確認さ
れデータキー (p. 6)あなたのデータを暗号化したキーコミットメント (p. 10)では、暗号化テキストを
復号化して複数のプレーンテキストメッセージが生成されることが防止されます。

AWS Encryption SDK では、バージョン 2.0.x (p. 201) 以降、キーコミットメントによる暗号化と
復号化が完全にサポートされます。デフォルトでは、すべてのメッセージの暗号化と復号化はキーコ
ミットメントで行われます。AWS Encryption SDK のバージョン 1.7.x (p. 199) では、キーコミット
メントで暗号化テキストを復号化できます。前バージョンのユーザーでも、バージョン 2.0.x を正常
にデプロイできるように設計されています。

キーコミットメントでは新しいアルゴリズムスイート (p. 14)および新しいメッセージ形
式 (p. 228)がサポートされ、キーコミットメントを使用しない暗号化テキストと比較してわずか 30 
バイトだけ大きい暗号化テキストを生成できます。この設計により、パフォーマンスへの影響が最小
限に抑えられるため、ほとんどのユーザーはキーコミットメントの利点を享受できます。アプリケー
ションでサイズとパフォーマンスに細心の注意が必要な場合は、コミットメントポリシー (p. 11)設定
を使用してキーコミットメントを無効にするか、AWS Encryption SDK でコミットメントなしでメッ
セージを復号化しますが、これは必要な場合にのみ実行してください。

暗号化されたデータキーの数を制限する

次のことがベストプラクティスです暗号化されたデータキーの数を制限する (p. 41)復号化された
メッセージ、特に信頼できないソースからのメッセージでは。多数の暗号化されたデータキーでメッ
セージを復号化すると、復号化できない場合に、遅延の延長、コストの拡大、アプリケーションやア
カウントを共有する他のユーザーの制限が発生し、キーインフラストラクチャを使い果たす可能性が
あります。制限がない場合、暗号化されたメッセージには最大 65,535 (2^16 - 1) の暗号化されたデー
タキーを使用できます。詳細については、「暗号化されたデータキーの制限 (p. 41)」を参照してく
ださい

の詳細AWS Encryption SDKこれらのベストプラクティスの根底にあるセキュリティ機能、「」を参照して
ください。クライアント側の暗号化の改善 明示的 KeyIds とのキーコミットメントのAWSセキュリティブ
ログ。
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AWS Encryption SDK の設定
AWS Encryption SDK は簡単に使用できるように設計されています。AWS Encryption SDK にはいくつか
の設定オプションがありますが、ほとんどのアプリケーションで実用的で安全なデフォルト値が慎重に選
択されています。ただし、パフォーマンスを改善するために構成を調整したり、設計にカスタム機能を追
加したりしたい場合があります。

実装を設定するときは、AWS Encryption SDK のベストプラクティス (p. 17)を確認し、そのできるだけ多
くを実装してください。

トピック
• プログラミング言語を選択する (p. 20)
• ラッピングキーを選択する (p. 20)
• マルチリージョンを使用するAWS KMS keys (p. 21)
• アルゴリズムスイートを選択する (p. 35)
• 暗号化されたデータキーの制限 (p. 41)
• 検出フィルターの作成 (p. 44)
• コミットメントポリシーの設定 (p. 46)
• ストリーミングデータを操作する (p. 46)
• データキーのキャッシュ (p. 46)

プログラミング言語を選択する
AWS Encryption SDK は、複数のプログラミング言語 (p. 71)で使用できます。言語の実装は、完全に
相互運用可能で、同じ機能を提供するように設計されていますが、異なる方法で実装される可能性があ
ります。通常は、アプリケーションと互換性のあるライブラリを使用します。ただし、特定の実装用に
プログラミング言語を選択することもできます。例えば、キーリング (p. 48)を操作する場合は、AWS 
Encryption SDK for C または AWS Encryption SDK for JavaScript を選択できます。

ラッピングキーを選択する
AWS Encryption SDK では、各メッセージを暗号化するために一意の対称データキーが生成されま
す。データキーキャッシュ (p. 156)を使用していない場合は、データキーの設定、管理、使用は必要あり
ません。これは AWS Encryption SDK によって行われます。

ただし、各データキーを暗号化するには、1 つ以上のラッピングキーを選択する必要があります。AWS 
Encryption SDK では、さまざまなサイズの AES 対称キーと RSA 非対称キーがサポートされます。AWS 
Key Management Service(AWS KMS)AWS KMS keys 対称暗号化もサポートしています。ラッピングキー
の安全性と耐久性についてはお客様が責任を負うため、AWS KMS などのハードウェアセキュリティモ
ジュールまたはキーインフラストラクチャサービスで暗号化キーを使用することをお勧めします。

暗号化と復号化のラッピングキーを指定するには、キーリング (Java、Python、暗号化CLI JavaScript) ま
たはマスターキープロバイダー (Java、Python、AWS暗号化CLI) を使用します。同じタイプまたは異なる
タイプのラッピングキーを 1 つまたは複数指定できます。複数のラッピングキーを使用してデータキーを
ラップする場合、各ラッピングキーは同じデータキーのコピーを暗号化します。暗号化されたデータキー 
(ラッピングキーごとに 1 つ) は、AWS Encryption SDK が返す暗号化されたメッセージに、暗号化された
データと共に保存されます。データを復号するには、AWS Encryption SDK では、まずラッピングキーの 
1 つを使用して、暗号化されたデータキーを復号する必要があります。
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AWS KMS keyキーリングまたはマスターキープロバイダーでを指定するには、AWS KMSサポートされて
いるキー識別子を使用します。キーのキー識別子の詳細については、デベロッパーガイドの「AWS KMS
キー識別子」の「AWS Key Management Serviceデベロッパーガイド」の「キー識別子」を参照してくだ
さい。

• AWS Encryption SDK for Java、、、AWS Encryption SDK for JavaScriptAWSまたは暗号化 CLI を使用
して暗号化する場合は、KMS キーには任意の有効なキー識別子 (キー ID、エイリアス名、エイリアス 
ARN、エイリアス ARN) を使用できます。AWS Encryption SDK for Pythonを使用して暗号化する場合は
AWS Encryption SDK for C、キー ID またはキー ARN のみを使用できます。

暗号化時に KMS キーのエイリアス名またはエイリアス ARN を指定する場合、AWS Encryption SDK 
は、そのエイリアスに現在関連付けられているキー ARN を保存します。エイリアスは保存されませ
ん。エイリアスの変更は、データキーの復号に使用される KMS キーには影響しません。

• Strict モード (特定のラッピングキーを指定する) で復号する場合は、キー ARN を使用して識別する必
要がありますAWS KMS keys。この要件は、AWS Encryption SDK のすべての言語の実装に適用されま
す。

AWS KMSキーリングを使用して暗号化すると、は、のキー ARN をAWS KMS key、AWS Encryption 
SDK暗号化されたデータキーのメタデータに保存します。Strict モードで復号すると、AWS Encryption 
SDKは、ラッピングキーを使用して暗号化されたデータキーを復号しようとする前に、同じキー ARN 
がキーリング (またはマスターキープロバイダー) に表示されることを確認してから、ラッピングキー
を使用して暗号化されたデータキーを復号しようとします。別のキー識別子を使用すると、AWS 
Encryption SDKは、識別子が同じキーを参照している場合でもAWS KMS key、を認識または使用しませ
ん。

キーリングのラッピングキーとしてRaw AS (p. 63) キーまたはRaw RSキーペアを指定するに
は (p. 65)、名前空間と名前を指定する必要があります。マスターキープロバイダーでは、Provider 
IDKey IDが名前空間と同等であり、は名前に相当します。復号時には、暗号化時に使用したのとまっ
たく同じ名前空間と名前を使用する必要があります。別の名前空間または名前を使用すると、AWS 
Encryption SDK は、キーマテリアルが同じであっても、ラッピングキーを認識または使用しません。

マルチリージョンを使用するAWS KMS keys
AWS Encryption SDK では、AWS Key Management Service (AWS KMS) マルチリージョンキーをラッピ
ングキーとして使用できます。1 つの AWS リージョン でマルチリージョンキーを使用して暗号化する場
合は、別の AWS リージョン で関連マルチリージョンキーを使用して復号できます。マルチリージョン
キーは、AWS Encryption SDK のバージョン 2.3.x、および AWS Encryption CLI のバージョン 3.0.x から
サポートされます。

AWS KMS のマルチリージョンキーはさまざまな AWS リージョン における一連の AWS KMS keys であ
り、キーマテリアルとキー ID は同じです。これらの関連キーは、さまざまなリージョンで同じキーである
かのように使用できます。マルチリージョンのキーでは、AWS KMS のクロスリージョン呼び出しを行わ
ずにあるリージョンで暗号化し、別のリージョンで復号化する必要がある一般的な災害対策およびバック
アップシナリオがサポートされます。マルチリージョンキーの詳細については、「AWS Key Management 
Service デベロッパーガイド」の「マルチリージョンキーを使用する」を参照してください。

マルチリージョンキーをサポートするため、AWS Encryption SDK には、AWS KMS マルチリージョン対
応キーリングおよびマスターキープロバイダーが含まれています。各プログラミング言語の新しいマルチ
リージョン対応シンボルでは、単一リージョンキーとマルチリージョンキーの両方がサポートされます。

• 単一リージョンキーの場合、マルチリージョン対応シンボルは、単一リージョン AWS KMS キーリング
とマスターキープロバイダーのように動作します。データを暗号化した単一リージョンキーを使用して
のみ、暗号化テキストの復号が試されます。

• マルチリージョンキーの場合、マルチリージョン対応シンボルは、データを暗号化した同じマルチリー
ジョンキーまたは指定したリージョンの関連するマルチリージョンキーを使用して、暗号化テキストの
復号化を試みます。
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複数の KMS キーを使用するマルチリージョン対応キーリングおよびマスターキープロバイダーでは、複
数の単一リージョンキーおよびマルチリージョンキーを指定できます。ただし、関連するマルチリージョ
ンキーのセットごとに 1 つのキーしか指定できません。同じキー ID で複数のキー識別子を指定すると、
コンストラクタの呼び出しは失敗します。

標準のシングルリージョン AWS KMS キーリングとマスターキープロバイダーでは、マルチリージョン
キーを使用することもできます。ただし、暗号化と復号には、同じリージョンで同じマルチリージョン
キーを使用する必要があります。単一リージョンキーリングとマスターキープロバイダーは、データを暗
号化したキーを使用してのみ、暗号化テキストを復号しようとします。

次の例は、マルチリージョンキーおよび新しいマルチリージョン対応キーリングとマスターキープロバイ
ダーを使用して、データを暗号化および復号化する方法を示しています。次の例では、us-east-1 リー
ジョンでデータを暗号化し、各リージョンで関連するマルチリージョンキーを使用して us-west-2 リー
ジョンでデータを復号します。これらの例を実行する前に、マルチリージョンキー ARN の例を、自分の 
AWS アカウント で有効な値に置き換えてください。

C

マルチリージョンキーを使用して暗号化するに
は、Aws::Cryptosdk::KmsMrkAwareSymmetricKeyring::Builder() メソッドを使用して
キーリングをインスタンス化します。マルチリージョンキーを指定してください。

この簡単な例には、暗号化コンテキスト (p. 8)が含まれていません。C で暗号化コンテキストを使用す
る例については、「文字列の暗号化と復号 (p. 76)」を参照してください。

詳しい例については、のリポジトリのAWS Encryption SDK for Cリポジトリの
「kms_multi_region_keys.cpp を参照してください GitHub。

/* Encrypt with a multi-Region KMS key in us-east-1 */

/* Load error strings for debugging */
aws_cryptosdk_load_error_strings();

/* Initialize a multi-Region keyring */
const char *mrk_us_east_1 = "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab";    

struct aws_cryptosdk_keyring *mrk_keyring =  
    Aws::Cryptosdk::KmsMrkAwareSymmetricKeyring::Builder().Build(mrk_us_east_1);

/* Create a session; release the keyring */
struct aws_cryptosdk_session *session = 
    aws_cryptosdk_session_new_from_keyring_2(aws_default_allocator(), 
 AWS_CRYPTOSDK_ENCRYPT, mrk_keyring);

aws_cryptosdk_keyring_release(mrk_keyring);

/* Encrypt the data 
 *   aws_cryptosdk_session_process_full is designed for non-streaming data 
 */
aws_cryptosdk_session_process_full( 
    session, ciphertext, ciphertext_buf_sz, &ciphertext_len, plaintext, 
 plaintext_len));

/* Clean up the session */
aws_cryptosdk_session_destroy(session);

C# / .NET

米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) リージョンのマルチリージョンキーを使用して暗号化するに
は、CreateAwsKmsMrkKeyringInputAWS KMSマルチリージョンキーと指定リージョンのクライ
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アントを使用します。次に、CreateAwsKmsMrkKeyring()メソッドを使用してキーリングを作成し
ます。

CreateAwsKmsMrkKeyring()このメソッドは、マルチリージョンキーを 1 つだけ含むキー
リングを作成します。マルチリージョンキーを含む複数のラッピングキーで暗号化するに
は、CreateAwsKmsMrkMultiKeyring()メソッドを使用します。

詳細な例については、のAWS Encryption SDK for AwsKmsMrkKeyringExample.NET リポジトリの.cs
を参照してください GitHub。

//Encrypt with a multi-Region KMS key in us-east-1 Region

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material providers
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

// Multi-Region keys have a distinctive key ID that begins with 'mrk'
// Specify a multi-Region key in us-east-1
string mrkUSEast1 = "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab";

// Create the keyring
// You can specify the Region or get the Region from the key ARN
var createMrkEncryptKeyringInput = new CreateAwsKmsMrkKeyringInput
{ 
    KmsClient = new AmazonKeyManagementServiceClient(RegionEndpoint.USEast1), 
    KmsKeyId = mrkUSEast1
};
var mrkEncryptKeyring = 
 materialProviders.CreateAwsKmsMrkKeyring(createMrkEncryptKeyringInput);

// Define the encryption context
var encryptionContext = new Dictionary<string, string>()
{ 
    {"purpose", "test"}
};

// Encrypt your plaintext data.
var encryptInput = new EncryptInput
{ 
    Plaintext = plaintext, 
    Keyring = mrkEncryptKeyring, 
    EncryptionContext = encryptionContext
};
var encryptOutput = encryptionSdk.Encrypt(encryptInput);

AWS Encryption CLI

この例では、us-east-1 リージョンにおいてマルチリージョンキーで hello.txt ファイルを暗号化し
ます。この例ではリージョン要素を持つキー ARN を指定しているため、この例では、--wrapping-
keys パラメータの region 属性を使用しません。

ラッピングキーのキー ID がリージョンを指定しない場合は、--wrapping-keys の region 属性を使
用して --wrapping-keys key=$keyID region=us-east-1 などのリージョンを指定します。

# Encrypt with a multi-Region KMS key in us-east-1 Region

# To run this example, replace the fictitious key ARN with a valid value.
$ mrkUSEast1=arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
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$ aws-encryption-cli --encrypt \ 
                     --input hello.txt \ 
                     --wrapping-keys key=$mrkUSEast1 \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --encryption-context purpose=test \ 
                     --output .

Java

マルチリージョンキーで暗号化するには、AwsKmsMrkAwareMasterKeyProvider をインスタンス
化し、マルチリージョンキーを指定します。

完全な例については、BasicMultiRegionKeyEncryptionExampleAWS Encryption SDK for Java上のリポ
ジトリにある.java を参照してください GitHub。

//Encrypt with a multi-Region KMS key in us-east-1 Region

// Instantiate the client
final AwsCrypto crypto = AwsCrypto.builder() 
    .withCommitmentPolicy(CommitmentPolicy.RequireEncryptRequireDecrypt) 
    .build();

// Multi-Region keys have a distinctive key ID that begins with 'mrk'
// Specify a multi-Region key in us-east-1
final String mrkUSEast1 = "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab";

// Instantiate an AWS KMS master key provider in strict mode for multi-Region keys
// Configure it to encrypt with the multi-Region key in us-east-1
final AwsKmsMrkAwareMasterKeyProvider kmsMrkProvider = AwsKmsMrkAwareMasterKeyProvider 
    .builder() 
    .buildStrict(mrkUSEast1);

// Create an encryption context
final Map<String, String> encryptionContext = Collections.singletonMap("Purpose", 
 "Test");

// Encrypt your plaintext data
final CryptoResult<byte[], AwsKmsMrkAwareMasterKey> encryptResult = crypto.encryptData( 
    kmsMrkProvider, 
    encryptionContext, 
    sourcePlaintext);
byte[] ciphertext = encryptResult.getResult();

JavaScript Browser

マルチリージョンキーを使用して暗号化するに
は、buildAwsKmsMrkAwareStrictMultiKeyringBrowser() メソッドを使用してキーリングを
作成し、マルチリージョンキーを指定します。

詳しい例については、のAWS Encryption SDK for JavaScriptリポジトリの
「k_regi_regi_regi_regi_regi_regi.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp
GitHub

/* Encrypt with a multi-Region KMS key in us-east-1 Region */

import { 
  buildAwsKmsMrkAwareStrictMultiKeyringBrowser, 
  buildClient, 
  CommitmentPolicy, 
  KMS,
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} from '@aws-crypto/client-browser'

/* Instantiate an AWS Encryption SDK client */
const { encrypt } = buildClient( 
  CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT
)

declare const credentials: { 
  accessKeyId: string 
  secretAccessKey: string 
  sessionToken: string
}

/* Instantiate an AWS KMS client  
 * The AWS Encryption SDK for JavaScript gets the Region from the key ARN 
 */
const clientProvider = (region: string) => new KMS({ region, credentials })

/* Specify a multi-Region key in us-east-1 */
const multiRegionUsEastKey = 
    'arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab'

/* Instantiate the keyring */
const encryptKeyring = buildAwsKmsMrkAwareStrictMultiKeyringBrowser({ 
    generatorKeyId: multiRegionUsEastKey, 
    clientProvider, 
  })

/* Set the encryption context */
const context = { 
    purpose: 'test', 
  }

/* Test data to encrypt */
const cleartext = new Uint8Array([1, 2, 3, 4, 5])

/* Encrypt the data */
const { result } = await encrypt(encryptKeyring, cleartext, { 
    encryptionContext: context, 
  })

JavaScript Node.js

マルチリージョンキーを使用して暗号化するに
は、buildAwsKmsMrkAwareStrictMultiKeyringNode() メソッドを使用してキーリングを作成
し、マルチリージョンキーを指定します。

詳しい例については、のAWS Encryption SDK for JavaScriptリポジトリの
「k_regi_regi_regi_regi_regi_regi.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp
GitHub

//Encrypt with a multi-Region KMS key in us-east-1 Region

import { buildClient } from '@aws-crypto/client-node'

/* Instantiate the AWS Encryption SDK client
const { encrypt } = buildClient( 
  CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT
)

/* Test string to encrypt */
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const cleartext = 'asdf'

/* Multi-Region keys have a distinctive key ID that begins with 'mrk' 
 * Specify a multi-Region key in us-east-1 
 */
const multiRegionUsEastKey = 
    'arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab'

/* Create an AWS KMS keyring */
const mrkEncryptKeyring = buildAwsKmsMrkAwareStrictMultiKeyringNode({ 
    generatorKeyId: multiRegionUsEastKey, 
  })

/* Specify an encryption context */
const context = { 
    purpose: 'test', 
  }

/* Create an encryption keyring */
const { result } = await encrypt(mrkEncryptKeyring, cleartext, { 
    encryptionContext: context, 
  })

Python

AWS KMS マルチリージョンキーを使用して暗号化するに
は、MRKAwareStrictAwsKmsMasterKeyProvider() メソッドを使用してマルチリージョンキー
を指定します。

詳しい例については、のリポジトリのAWS Encryption SDK for Pythonリポジトリの
「mrk_aware_kms_provider.py を参照してください GitHub。

* Encrypt with a multi-Region KMS key in us-east-1 Region

# Instantiate the client
client = 
 aws_encryption_sdk.EncryptionSDKClient(commitment_policy=CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT)

# Specify a multi-Region key in us-east-1
mrk_us_east_1 = "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab"

# Use the multi-Region method to create the master key provider
# in strict mode
strict_mrk_key_provider = MRKAwareStrictAwsKmsMasterKeyProvider( 
        key_ids=[mrk_us_east_1]
)

# Set the encryption context
encryption_context = { 
        "purpose": "test" 
    }

# Encrypt your plaintext data
ciphertext, encrypt_header = client.encrypt( 
        source=source_plaintext, 
        encryption_context=encryption_context, 
        key_provider=strict_mrk_key_provider
)

次に、暗号化テキストを us-west-2 リージョンに移動します。暗号化テキストを再暗号化する必要はあ
りません。
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us-west-2 リージョンにおいて Strict モードで暗号化テキストを復号するには、us-west-2 リージョン
において関連するマルチリージョンキーのキー ARN を使用して、マルチリージョン対応シンボルをイン
スタンス化します。別のリージョン (暗号化した us-east-1 を含む) で関連するマルチリージョンキーの
キー ARN を指定した場合、マルチリージョン対応シンボルは、その AWS KMS key のクロスリージョン
呼び出しを行います。

Strict モードで復号する場合、マルチリージョン対応シンボルにはキー ARN が必要です。関連するマルチ
リージョンキーの各セットからキー ARN を 1 つだけ受け付けます。

これらの例を実行する前に、マルチリージョンキー ARN の例を、自分の AWS アカウント で有効な値に
置き換えてください。

C

マルチリージョンキーを使用して Strict モードで暗号化するに
は、Aws::Cryptosdk::KmsMrkAwareSymmetricKeyring::Builder() メソッドを使用して
キーリングをインスタンス化します。ローカル (us-west-2) リージョンで、関連するマルチリージョン
キーを指定します。

詳しい例については、のリポジトリのAWS Encryption SDK for Cリポジトリの
「kms_multi_region_keys.cpp を参照してください GitHub。

/* Decrypt with a related multi-Region KMS key in us-west-2 Region */

/* Load error strings for debugging */
aws_cryptosdk_load_error_strings();

/* Initialize a multi-Region keyring */
const char *mrk_us_west_2 = "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab";     

struct aws_cryptosdk_keyring *mrk_keyring =  
    Aws::Cryptosdk::KmsMrkAwareSymmetricKeyring::Builder().Build(mrk_us_west_2);

/* Create a session; release the keyring */
struct aws_cryptosdk_session *session = 
    aws_cryptosdk_session_new_from_keyring_2(aws_default_allocator(), 
 AWS_CRYPTOSDK_ENCRYPT, mrk_keyring);

aws_cryptosdk_session_set_commitment_policy(session, 
    COMMITMENT_POLICY_REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT);

aws_cryptosdk_keyring_release(mrk_keyring);

/* Decrypt the ciphertext  
 *   aws_cryptosdk_session_process_full is designed for non-streaming data 
 */
aws_cryptosdk_session_process_full( 
    session, plaintext, plaintext_buf_sz, &plaintext_len, ciphertext, ciphertext_len));

/* Clean up the session */
aws_cryptosdk_session_destroy(session);

C# / .NET

マルチリージョンキーを Strict モードで復号するには、入力をアセンブルし、暗号化用の
キーリングを作成したときと同じコンストラクターとメソッドを使用します。関連するマル
チリージョンキーと米国西部 (オレゴン) (us-west-2)AWS KMS リージョンのクライアント
を使用して、CreateAwsKmsMrkKeyringInputオブジェクトをインスタンス化します。次
に、CreateAwsKmsMrkKeyring()このメソッドを使用して、1 つのマルチリージョン KMS キーで
マルチリージョンキーリングを作成します。
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詳細な例については、のAWS Encryption SDK for AwsKmsMrkKeyringExample.NET リポジトリの.cs
を参照してください GitHub。

// Decrypt with a related multi-Region KMS key in us-west-2 Region

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material providers
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

// Specify the key ARN of the multi-Region key in us-west-2
string mrkUSWest2 = "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab";

// Instantiate the keyring input
// You can specify the Region or get the Region from the key ARN
var createMrkDecryptKeyringInput = new CreateAwsKmsMrkKeyringInput
{ 
    KmsClient = new AmazonKeyManagementServiceClient(RegionEndpoint.USWest2), 
    KmsKeyId = mrkUSWest2
};

// Create the multi-Region keyring         
var mrkDecryptKeyring = 
 materialProviders.CreateAwsKmsMrkKeyring(createMrkDecryptKeyringInput);

// Decrypt the ciphertext
var decryptInput = new DecryptInput
{ 
    Ciphertext = ciphertext, 
    Keyring = mrkDecryptKeyring
};
var decryptOutput = encryptionSdk.Decrypt(decryptInput);

AWS Encryption CLI

us-west-2 リージョンで関連するマルチリージョンキーを使用して復号するには、--wrapping-keys
パラメータの key 属性を使用してキー ARN を指定します。

# Decrypt with a related multi-Region KMS key in us-west-2 Region

# To run this example, replace the fictitious key ARN with a valid value.
$ mrkUSWest2=arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab

$ aws-encryption-cli --decrypt \ 
                     --input hello.txt.encrypted \ 
                     --wrapping-keys key=$mrkUSWest2 \ 
                     --commitment-policy require-encrypt-require-decrypt \ 
                     --encryption-context purpose=test \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --max-encrypted-data-keys 1 \ 
                     --buffer \ 
                     --output .

Java

Strict モードで復号するには、AwsKmsMrkAwareMasterKeyProvider をインスタンス化し、ローカ
ル (us-west-2) リージョンで関連するマルチリージョンキーを指定します。

完全な例については、BasicMultiRegionKeyEncryptionExampleAWS Encryption SDK for Java上のリポ
ジトリにある.java を参照してください GitHub。
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// Decrypt with a related multi-Region KMS key in us-west-2 Region

// Instantiate the client
final AwsCrypto crypto = AwsCrypto.builder() 
    .withCommitmentPolicy(CommitmentPolicy.RequireEncryptRequireDecrypt) 
    .build();

// Related multi-Region keys have the same key ID. Their key ARNs differs only in the 
 Region field.
String mrkUSWest2 = "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab";

// Use the multi-Region method to create the master key provider
// in strict mode
AwsKmsMrkAwareMasterKeyProvider kmsMrkProvider = 
 AwsKmsMrkAwareMasterKeyProvider.builder() 
    .buildStrict(mrkUSWest2);

// Decrypt your ciphertext
CryptoResult<byte[], AwsKmsMrkAwareMasterKey> decryptResult = crypto.decryptData( 
        kmsMrkProvider, 
        ciphertext);
byte[] decrypted = decryptResult.getResult();

JavaScript Browser

Strict モードで復号するには、buildAwsKmsMrkAwareStrictMultiKeyringBrowser() メソッド
を使用してキーリングを作成し、ローカル (us-west-2) リージョンで関連するマルチリージョンキーを
指定します。

詳しい例については、のAWS Encryption SDK for JavaScriptリポジトリの
「k_regi_regi_regi_regi_regi_regi.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp
GitHub

/* Decrypt with a related multi-Region KMS key in us-west-2 Region */

import { 
  buildAwsKmsMrkAwareStrictMultiKeyringBrowser, 
  buildClient, 
  CommitmentPolicy, 
  KMS,
} from '@aws-crypto/client-browser'

/* Instantiate an AWS Encryption SDK client */
const { decrypt } = buildClient( 
  CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT
)

declare const credentials: { 
  accessKeyId: string 
  secretAccessKey: string 
  sessionToken: string
}

/* Instantiate an AWS KMS client  
 * The AWS Encryption SDK for JavaScript gets the Region from the key ARN 
 */
const clientProvider = (region: string) => new KMS({ region, credentials })

/* Specify a multi-Region key in us-west-2 */
const multiRegionUsWestKey = 
    'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab'
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/* Instantiate the keyring */
const mrkDecryptKeyring = buildAwsKmsMrkAwareStrictMultiKeyringBrowser({ 
    generatorKeyId: multiRegionUsWestKey, 
    clientProvider, 
  })

/* Decrypt the data */
const { plaintext, messageHeader } = await decrypt(mrkDecryptKeyring, result)

JavaScript Node.js

Strict モードで復号するには、buildAwsKmsMrkAwareStrictMultiKeyringNode() メソッドを使
用してキーリングを作成し、ローカル (us-west-2) リージョンで関連するマルチリージョンキーを指定
します。

詳しい例については、のAWS Encryption SDK for JavaScriptリポジトリの
「k_regi_regi_regi_regi_regi_regi.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp.simp
GitHub

/* Decrypt with a related multi-Region KMS key in us-west-2 Region */

import { buildClient } from '@aws-crypto/client-node'

/* Instantiate the client
const { decrypt } = buildClient( 
  CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT
)

/* Multi-Region keys have a distinctive key ID that begins with 'mrk' 
 * Specify a multi-Region key in us-east-1 
 */
const multiRegionUsWestKey = 
    'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab'

/* Create an AWS KMS keyring */
const mrkDecryptKeyring = buildAwsKmsMrkAwareStrictMultiKeyringNode({ 
    generatorKeyId: multiRegionUsWestKey, 
  })

/* Decrypt your ciphertext */
const { plaintext, messageHeader } = await decrypt(decryptKeyring, result)

Python

Strict モードで復号化するには、MRKAwareStrictAwsKmsMasterKeyProvider() メソッドを使用
して、マスターキープロバイダーを作成します。ローカル (us-west-2) リージョンで、関連するマルチ
リージョンキーを指定します。

詳しい例については、のリポジトリのAWS Encryption SDK for Pythonリポジトリの
「mrk_aware_kms_provider.py を参照してください GitHub。

# Decrypt with a related multi-Region KMS key in us-west-2 Region

# Instantiate the client
client = 
 aws_encryption_sdk.EncryptionSDKClient(commitment_policy=CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT)

# Related multi-Region keys have the same key ID. Their key ARNs differs only in the 
 Region field
mrk_us_west_2 = "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab"
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# Use the multi-Region method to create the master key provider
# in strict mode
strict_mrk_key_provider = MRKAwareStrictAwsKmsMasterKeyProvider( 
        key_ids=[mrk_us_west_2]
)

# Decrypt your ciphertext
plaintext, _ = client.decrypt( 
        source=ciphertext,  
        key_provider=strict_mrk_key_provider
)

AWS KMSマルチリージョンキーを使用して、検出モードで復号化することもできます。検出モードで復
号する場合は、AWS KMS keys を指定しません。(AWS KMS単一リージョンの検出キーリングについて
は、を参照してください)AWS KMS 検出キーリングの使用 (p. 58)。

マルチリージョンキーで暗号化した場合、検出モードのマルチリージョン対応シンボルは、ローカルリー
ジョン内の関連するマルチリージョンキーを使用して復号しようとします。何も存在しない場合、呼び出
しは失敗します。検出モードの場合、AWS Encryption SDK では、暗号化に使用されるマルチリージョン
キーのクロスリージョン呼び出しは試行されません。

Note

検出モードでマルチリージョン対応シンボルを使用してデータを暗号化すると、暗号化操作が失
敗します。

次の例では、検出モードでマルチリージョン対応シンボルを使用して復号する方法を示します。AWS 
KMS key を指定しないため、AWS Encryption SDK はリージョンを別のソースから取得する必要がありま
す。可能であれば、ローカルリージョンを明示的に指定します。そうでない場合、AWS Encryption SDK 
は、使用中のプログラミング言語の AWS SDK で設定されたリージョンからローカルリージョンを取得し
ます。

これらの例を実行する前に、アカウント ID とマルチリージョンキー ARN の例を、自分の AWS アカウン
ト で有効な値に置き換えてください。

C

マルチリージョンキーを使用して検出モードで復号するに
は、Aws::Cryptosdk::KmsMrkAwareSymmetricKeyring::Builder()メソッドを使用して
キーリングを作成し、Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::DiscoveryFilter::Builder()メ
ソッドを使用して検出フィルターを作成します。ローカルリージョンを指定するに
は、ClientConfiguration を定義して AWS KMS クライアントにそれを指定します。

詳しい例については、のリポジトリのAWS Encryption SDK for Cリポジトリの
「kms_multi_region_keys.cpp を参照してください GitHub。

/* Decrypt in discovery mode with a multi-Region KMS key */

/* Load error strings for debugging */
aws_cryptosdk_load_error_strings();

/* Construct a discovery filter for the account and partition. The 
 *  filter is optional, but it's a best practice that we recommend. 
 */
const char *account_id = "111122223333";
const char *partition = "aws";
const std::shared_ptr<Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::DiscoveryFilter> discovery_filter = 
    
 Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::DiscoveryFilter::Builder(partition).AddAccount(account_id).Build();

/* Create an AWS KMS client in the desired region. */
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const char *region = "us-west-2";

Aws::Client::ClientConfiguration client_config;
client_config.region = region;
const std::shared_ptr<Aws::KMS::KMSClient> kms_client = 
    Aws::MakeShared<Aws::KMS::KMSClient>("AWS_SAMPLE_CODE", client_config);

struct aws_cryptosdk_keyring *mrk_keyring =  
    Aws::Cryptosdk::KmsMrkAwareSymmetricKeyring::Builder() 
        .WithKmsClient(kms_client) 
        .BuildDiscovery(region, discovery_filter);

/* Create a session; release the keyring */
struct aws_cryptosdk_session *session = 
    aws_cryptosdk_session_new_from_keyring_2(aws_default_allocator(), 
 AWS_CRYPTOSDK_DECRYPT, mrk_keyring);

aws_cryptosdk_keyring_release(mrk_keyring);
commitment_policy=CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT
/* Decrypt the ciphertext  
 *   aws_cryptosdk_session_process_full is designed for non-streaming data 
 */
aws_cryptosdk_session_process_full( 
    session, plaintext, plaintext_buf_sz, &plaintext_len, ciphertext, ciphertext_len));

/* Clean up the session */
aws_cryptosdk_session_destroy(session);

C# / .NET

AWS Encryption SDKfor .NET でマルチリージョン対応の検出キーリングを作成する
には、CreateAwsKmsMrkDiscoveryKeyringInputAWS KMS特定のクライアン
トに対応するオブジェクトと、KMSAWS リージョンAWS キーを特定のパーティショ
ンとアカウントに制限するオプションの検出フィルターをインスタンス化します。次
に、CreateAwsKmsMrkDiscoveryKeyring()入力オブジェクトを使用してメソッドを呼び出しま
す。詳細な例については、のAWS Encryption SDK for AwsKmsMrkDiscoveryKeyringExample.NET リ
ポジトリの.cs を参照してください GitHub。

複数のマルチリージョン対応ディスカバリーキーリングを作成するに
は、CreateAwsKmsMrkDiscoveryMultiKeyring()メソッドを使用してマルチキーリングを作成
するか、CreateAwsKmsMrkDiscoveryKeyring()を使用して複数のマルチリージョン対応ディス
カバリーキーリングを作成し、CreateMultiKeyring()そのメソッドを使用してそれらをマルチ
キーリングに結合します。AWS リージョン

例については、AwsKmsMrkDiscoveryMultiKeyringExample.cs を参照してください。

// Decrypt in discovery mode with a multi-Region KMS key

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material providers
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

List<string> account = new List<string> { "111122223333" };

// Instantiate the discovery filter
DiscoveryFilter mrkDiscoveryFilter = new DiscoveryFilter()
{ 
    AccountIds = account, 
    Partition = "aws"
}
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// Create the keyring
var createMrkDiscoveryKeyringInput = new CreateAwsKmsMrkDiscoveryKeyringInput
{ 
    KmsClient = new AmazonKeyManagementServiceClient(RegionEndpoint.USWest2), 
    DiscoveryFilter = mrkDiscoveryFilter
};
var mrkDiscoveryKeyring = 
 materialProviders.CreateAwsKmsMrkDiscoveryKeyring(createMrkDiscoveryKeyringInput);

// Decrypt the ciphertext
var decryptInput = new DecryptInput
{ 
    Ciphertext = ciphertext, 
    Keyring = mrkDiscoveryKeyring
};
var decryptOutput = encryptionSdk.Decrypt(decryptInput);

AWS Encryption CLI

検出モードで復号するには、--wrapping-keys パラメータの discovery 属性を使用しま
す。discovery-account 属性と discovery-partition 属性により、検出フィルタが作成されます。この検
出フィルタはオプションですが、推奨されています。

リージョンを指定するには、このコマンドに --wrapping-keys パラメータの region 属性を含めま
す。

# Decrypt in discovery mode with a multi-Region KMS key

$ aws-encryption-cli --decrypt \ 
                     --input hello.txt.encrypted \ 
                     --wrapping-keys discovery=true \  
                                     discovery-account=111122223333 \ 
                                     discovery-partition=aws \ 
                                      region=us-west-2 \ 
                     --encryption-context purpose=test \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --max-encrypted-data-keys 1 \ 
                     --buffer \ 
                     --output .

Java

ローカルリージョンを指定するには、builder().withDiscoveryMrkRegion パラメータを使用し
ます。そうでない場合、AWS Encryption SDK は、AWS SDK for Java で設定されたリージョンから
ローカルリージョンを取得します。

完全な例については、DiscoveryMultiRegionDecryptionExample.java を参照してください GitHub。

// Decrypt in discovery mode with a multi-Region KMS key

// Instantiate the client
final AwsCrypto crypto = AwsCrypto.builder() 
    .withCommitmentPolicy(CommitmentPolicy.RequireEncryptRequireDecrypt) 
    .build(); 
                 
DiscoveryFilter discoveryFilter = new DiscoveryFilter("aws", 111122223333);

AwsKmsMrkAwareMasterKeyProvider mrkDiscoveryProvider = AwsKmsMrkAwareMasterKeyProvider 
    .builder() 
    .withDiscoveryMrkRegion(Region.US_WEST_2) 
    .buildDiscovery(discoveryFilter);

33

https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/java-dg-region-selection.html
https://github.com/aws/aws-encryption-sdk-java/blob/master/src/examples/java/com/amazonaws/crypto/examples/DiscoveryMultiRegionDecryptionExample.java


AWS Encryption SDK デベロッパーガイド
マルチリージョンを使用するAWS KMS keys

// Decrypt your ciphertext
final CryptoResult<byte[], AwsKmsMrkAwareMasterKey> decryptResult = crypto 
    .decryptData(mrkDiscoveryProvider, ciphertext);

JavaScript Browser

対称マルチリージョンキーを使用して検出モードで復号するに
は、AwsKmsMrkAwareSymmetricDiscoveryKeyringBrowser() メソッドを使用します。

詳しい例については、のリポジトリのリポジトリのリポジトリのリポジトリのリポジトリのリポ
ジトリのリポジトリのリポジトリのリポジトリのAWS Encryption SDK for JavaScriptリポジトリの
「k_regi._regi.._regi._regi.._regi.._regi GitHub

/* Decrypt in discovery mode with a multi-Region KMS key */

import { 
  AwsKmsMrkAwareSymmetricDiscoveryKeyringBrowser, 
  buildClient, 
  CommitmentPolicy, 
  KMS,
} from '@aws-crypto/client-browser'

/* Instantiate an AWS Encryption SDK client */
const { decrypt } = buildClient()

declare const credentials: { 
  accessKeyId: string 
  secretAccessKey: string 
  sessionToken: string
}

/* Instantiate the KMS client with an explicit Region */
const client = new KMS({ region: 'us-west-2', credentials })

/* Create a discovery filter */
const discoveryFilter = { partition: 'aws', accountIDs: ['111122223333'] }

/* Create an AWS KMS discovery keyring */
const mrkDiscoveryKeyring = new AwsKmsMrkAwareSymmetricDiscoveryKeyringBrowser({ 
    client, 
    discoveryFilter, 
  })

/* Decrypt the data */
const { plaintext, messageHeader } = await decrypt(mrkDiscoveryKeyring, ciphertext)

JavaScript Node.js

対称マルチリージョンキーを使用して検出モードで復号するに
は、AwsKmsMrkAwareSymmetricDiscoveryKeyringNode() メソッドを使用します。

詳しい例については、のリポジトリのリポジトリのリポジトリのリポジトリのリポジトリのリポ
ジトリのリポジトリのリポジトリのリポジトリのAWS Encryption SDK for JavaScriptリポジトリの
「k_regi._regi.._regi._regi.._regi.._regi GitHub

/* Decrypt in discovery mode with a multi-Region KMS key */

import { 
  AwsKmsMrkAwareSymmetricDiscoveryKeyringNode, 
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  buildClient, 
  CommitmentPolicy, 
  KMS,
} from '@aws-crypto/client-node'

/* Instantiate the Encryption SDK client
const { decrypt } = buildClient()

/* Instantiate the KMS client with an explicit Region */
const client = new KMS({ region: 'us-west-2' })

/* Create a discovery filter */
const discoveryFilter = { partition: 'aws', accountIDs: ['111122223333'] }

/* Create an AWS KMS discovery keyring */
const mrkDiscoveryKeyring = new AwsKmsMrkAwareSymmetricDiscoveryKeyringNode({ 
    client, 
    discoveryFilter, 
  })

/* Decrypt your ciphertext */
const { plaintext, messageHeader } = await decrypt(mrkDiscoveryKeyring, result)

Python

マルチリージョンキーを使用して検出モードで復号するに
は、MRKAwareDiscoveryAwsKmsMasterKeyProvider() メソッドを使用します。

詳しい例については、のリポジトリのAWS Encryption SDK for Pythonリポジトリの
「mrk_aware_kms_provider.py を参照してください GitHub。

# Decrypt in discovery mode with a multi-Region KMS key

# Instantiate the client
client = aws_encryption_sdk.EncryptionSDKClient()

# Create the discovery filter and specify the region
decrypt_kwargs = dict( 
        discovery_filter=DiscoveryFilter(account_ids="111122223333", partition="aws"), 
        discovery_region="us-west-2", 
    )

# Use the multi-Region method to create the master key provider
# in discovery mode
mrk_discovery_key_provider = MRKAwareDiscoveryAwsKmsMasterKeyProvider(**decrypt_kwargs)

# Decrypt your ciphertext
plaintext, _ = client.decrypt( 
        source=ciphertext,  
        key_provider=mrk_discovery_key_provider
)

アルゴリズムスイートを選択する
AWS Encryption SDK では、複数の対称および非対称暗号化アルゴリズム (p. 10)が、指定したラッピング
キーでデータキーを暗号化するためにサポートされます。ただし、これらのデータキーを使用してデータ
を暗号化する場合、AWS Encryption SDK では、キー取得 (p. 228)、デジタル署名 (p. 12)、キーコミッ
トメント (p. 10)を含む AES-GCM アルゴリズムを使用する推奨アルゴリズムスイート (p. 14)がデフォル
トになります。デフォルトのアルゴリズムスイートはほとんどのアプリケーションに適している可能性
がありますが、代替アルゴリズムスイートを選択できます。例えば、一部の信頼モデルは、デジタル署
名 (p. 12)を含まないアルゴリズムスイートによって満たされます。AWS Encryption SDK でサポートされ
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るアルゴリズムスイートについては、「AWS Encryption SDK でサポートされているアルゴリズムスイー
ト (p. 14)」を参照してください。

以下の例では、暗号化時に代替アルゴリズムスイートを選択する方法を示します。これらの例では、キー
取得とキーコミットメントを含むがデジタル署名を含まない推奨 AES-GCM アルゴリズムスイートを選択
します。デジタル署名を含まないアルゴリズムスイートで暗号化する場合は、復号時に署名なし専用の復
号化モードを使用します。このモードは、署名付き暗号化テキストを検出すると失敗し、ストリーミング
復号化時に最も役立ちます。

C

代替アルゴリズムスイートを AWS Encryption SDK for C で指定するには、CMM を明
示的に作成する必要があります。次に、CMM および選択したアルゴリズムスイートで
aws_cryptosdk_default_cmm_set_alg_id を使用します。

/* Specify an algorithm suite without signing */

/* Load error strings for debugging */
aws_cryptosdk_load_error_strings();

/* Construct an AWS KMS keyring */
struct aws_cryptosdk_keyring *kms_keyring = 
 Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder().Build(key_arn);

/* To set an alternate algorithm suite, create an cryptographic  
   materials manager (CMM) explicitly 
 */
struct aws_cryptosdk_cmm *cmm = aws_cryptosdk_default_cmm_new(aws_default_allocator(), 
 kms_keyring);
aws_cryptosdk_keyring_release(kms_keyring);  

/* Specify the algorithm suite for the CMM */
aws_cryptosdk_default_cmm_set_alg_id(cmm, ALG_AES256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY); 
     
/* Construct the session with the CMM,  
   then release the CMM reference  
 */
struct aws_cryptosdk_session *session = aws_cryptosdk_session_new_from_cmm_2(alloc, 
 AWS_CRYPTOSDK_ENCRYPT, cmm);
aws_cryptosdk_cmm_release(cmm);

/* Encrypt the data  
   Use aws_cryptosdk_session_process_full with non-streaming data 
 */
if (AWS_OP_SUCCESS != aws_cryptosdk_session_process_full( 
                          session,  
                          ciphertext,  
                          ciphertext_buf_sz,  
                          &ciphertext_len,  
                          plaintext,  
                          plaintext_len)) { 
    aws_cryptosdk_session_destroy(session); 
    return AWS_OP_ERR;
}

デジタル署名なしで暗号化されたデータを復号化する場合
は、AWS_CRYPTOSDK_DECRYPT_UNSIGNED を使用します。署名付き暗号化テキストが検出される
と、復号は失敗します。

/* Decrypt unsigned streaming data */

/* Load error strings for debugging */
aws_cryptosdk_load_error_strings();
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/* Construct an AWS KMS keyring */
struct aws_cryptosdk_keyring *kms_keyring = 
 Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder().Build(key_arn); 
     
/* Create a session for decrypting with the AWS KMS keyring 
   Then release the keyring reference 
 */
struct aws_cryptosdk_session *session = 
        aws_cryptosdk_session_new_from_keyring_2(alloc, AWS_CRYPTOSDK_DECRYPT_UNSIGNED, 
 kms_keyring);
aws_cryptosdk_keyring_release(kms_keyring);  
    
if (!session) { 
    return AWS_OP_ERR;
} 
     
/* Limit encrypted data keys */
aws_cryptosdk_session_set_max_encrypted_data_keys(session, 1); 
   
/* Decrypt  
   Use aws_cryptosdk_session_process_full with non-streaming data 
 */ 
    if (AWS_OP_SUCCESS != aws_cryptosdk_session_process_full( 
                          session,                           
                          plaintext, 
                          plaintext_buf_sz, 
                          &plaintext_len, 
                          ciphertext, 
                          ciphertext_len)) { 
    aws_cryptosdk_session_destroy(session); 
    return AWS_OP_ERR;
}

C# / .NET

AWS Encryption SDKfor .NET で代替アルゴリズムスイートを指定するに
は、AlgorithmSuiteIdEncryptInputオブジェクトのプロパティを指定します。AWS Encryption 
SDKfor .NET には、好みのアルゴリズムスイートを識別するために使用できる定数が含まれていま
す。

AWS Encryption SDKfor .NET ライブラリはストリーミングデータをサポートしていないため、スト
リーミング復号化時に署名付き暗号文を検出する方法はありません。

// Specify an algorithm suite without signing

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material providers
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

// Create the keyring
var keyringInput = new CreateAwsKmsKeyringInput
{ 
    KmsClient = new AmazonKeyManagementServiceClient(), 
    KmsKeyId = keyArn
};
var keyring = materialProviders.CreateAwsKmsKeyring(keyringInput);

// Encrypt your plaintext data
var encryptInput = new EncryptInput
{ 
    Plaintext = plaintext, 
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    Keyring = keyring, 
     AlgorithmSuiteId = AlgorithmSuiteId.ALG_AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY
};
var encryptOutput = encryptionSdk.Encrypt(encryptInput);

AWS Encryption CLI

hello.txt ファイルを暗号化するときには、--algorithm パラメータを使用して、デジタル署名の
ないアルゴリズムスイートを指定します。

# Specify an algorithm suite without signing

# To run this example, replace the fictitious key ARN with a valid value.
$ keyArn=arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

$ aws-encryption-cli --encrypt \ 
                     --input hello.txt \ 
                     --wrapping-keys key=$keyArn \
                     --algorithm AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY \
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --encryption-context purpose=test \ 
                     --commitment-policy require-encrypt-require-decrypt \ 
                     --output hello.txt.encrypted \ 
                     --decode

復号するとき、この例では --decrypt-unsigned パラメータを使用します。特に入力と出力を常に
ストリーミングする CLI で署名なし暗号化テキストを復号化するためには、このパラメータが推奨さ
れます。

# Decrypt unsigned streaming data

# To run this example, replace the fictitious key ARN with a valid value.
$ keyArn=arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

$ aws-encryption-cli --decrypt-unsigned \
                     --input hello.txt.encrypted \ 
                     --wrapping-keys key=$keyArn \ 
                     --max-encrypted-data-keys 1 \ 
                     --commitment-policy require-encrypt-require-decrypt \ 
                     --encryption-context purpose=test \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --output .

Java

代替アルゴリズムスイートを指定するに
は、AwsCrypto.builder().withEncryptionAlgorithm() メソッドを使用します。この例で
は、デジタル署名のない代替アルゴリズムスイートを指定します。

// Specify an algorithm suite without signing

// Instantiate the client
AwsCrypto crypto = AwsCrypto.builder() 
    .withCommitmentPolicy(CommitmentPolicy.RequireEncryptRequireDecrypt) 
     .withEncryptionAlgorithm(CryptoAlgorithm.ALG_AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY)
    .build();

String awsKmsKey = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";

// Create a master key provider in strict mode
KmsMasterKeyProvider masterKeyProvider = KmsMasterKeyProvider.builder() 
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    .buildStrict(awsKmsKey); 
     
// Create an encryption context to identify this ciphertext 
        Map<String, String> encryptionContext = Collections.singletonMap("Example", 
 "FileStreaming");

// Encrypt your plaintext data
CryptoResult<byte[], KmsMasterKey> encryptResult = crypto.encryptData( 
    masterKeyProvider, 
    sourcePlaintext, 
    encryptionContext);
byte[] ciphertext = encryptResult.getResult();

復号化のためにデータをストリーミングする場合
は、createUnsignedMessageDecryptingStream() メソッドを使用し、復号しているすべての
暗号化テキストが署名なしであることを保証します。

// Decrypt unsigned streaming data

// Instantiate the client
AwsCrypto crypto = AwsCrypto.builder() 
  .withCommitmentPolicy(CommitmentPolicy.RequireEncryptRequireDecrypt) 
  .withMaxEncryptedDataKeys(1) 
  .build();

// Create a master key provider in strict mode
String awsKmsKey = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
KmsMasterKeyProvider masterKeyProvider = KmsMasterKeyProvider.builder() 
  .buildStrict(awsKmsKey);

// Decrypt the encrypted message
FileInputStream in = new FileInputStream(srcFile + ".encrypted");   
CryptoInputStream<KmsMasterKey> decryptingStream = 
 crypto.createUnsignedMessageDecryptingStream(masterKeyProvider, in); 
   
// Return the plaintext data
// Write the plaintext data to disk
FileOutputStream out = new FileOutputStream(srcFile + ".decrypted");
IOUtils.copy(decryptingStream, out);
decryptingStream.close();

JavaScript Browser

代替アルゴリズムスイートを指定するには、AlgorithmSuiteIdentifier 列挙値を含む suiteId
パラメータを使用します。

// Specify an algorithm suite without signing

// Instantiate the client  
const { encrypt } = buildClient( CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT )

// Specify a KMS key  
const generatorKeyId = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";

// Create a keyring with the KMS key
const keyring = new KmsKeyringBrowser({ generatorKeyId })

// Encrypt your plaintext data  
const { result } = await encrypt(keyring, cleartext, { suiteId: 
 AlgorithmSuiteIdentifier.ALG_AES256_GCM_IV12_TAG16_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY, 
 encryptionContext: context, })
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復号化するときは、標準の decrypt メソッドを使用します。ブラウザの AWS Encryption SDK for 
JavaScript には decrypt-unsigned モードがありません。ブラウザでストリーミングがサポートさ
れないためです。

// Decrypt unsigned streaming data

// Instantiate the client  
const { decrypt } = buildClient( CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT )

// Create a keyring with the same KMS key used to encrypt
const generatorKeyId = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";  
const keyring = new KmsKeyringBrowser({ generatorKeyId })

// Decrypt the encrypted message  
const { plaintext, messageHeader } = await decrypt(keyring, ciphertextMessage)     

JavaScript Node.js

代替アルゴリズムスイートを指定するには、AlgorithmSuiteIdentifier 列挙値を含む suiteId
パラメータを使用します。

// Specify an algorithm suite without signing

// Instantiate the client  
const { encrypt } = buildClient( CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT )

// Specify a KMS key
const generatorKeyId = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";

// Create a keyring with the KMS key
const keyring = new KmsKeyringNode({ generatorKeyId })

// Encrypt your plaintext data  
const { result } = await encrypt(keyring, cleartext, { suiteId: 
 AlgorithmSuiteIdentifier.ALG_AES256_GCM_IV12_TAG16_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY, 
 encryptionContext: context, })

デジタル署名なしで暗号化されたデータを復号する場合は、 decryptUnsignedMessage Stream を使用
します。このメソッドは、署名付き暗号化テキストを検出すると失敗します。

// Decrypt unsigned streaming data

// Instantiate the client  
const { decryptUnsignedMessageStream } = 
 buildClient( CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT )

// Create a keyring with the same KMS key used to encrypt
const generatorKeyId = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";  
const keyring = new KmsKeyringNode({ generatorKeyId })

// Decrypt the encrypted message  
const outputStream = 
 createReadStream(filename) .pipe(decryptUnsignedMessageStream(keyring))

Python

代替暗号化アルゴリズムを指定するには、Algorithm 列挙値を含む algorithm パラメータを使用し
ます。
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# Specify an algorithm suite without signing

# Instantiate a client
client = 
 aws_encryption_sdk.EncryptionSDKClient(commitment_policy=CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT,  
                                                max_encrypted_data_keys=1)

# Create a master key provider in strict mode
aws_kms_key = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
aws_kms_strict_master_key_provider = StrictAwsKmsMasterKeyProvider( 
        key_ids=[aws_kms_key]
)

# Encrypt the plaintext using an alternate algorithm suite
ciphertext, encrypted_message_header = client.encrypt( 
     algorithm=Algorithm.AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY, source=source_plaintext, 
 key_provider=kms_key_provider
)

デジタル署名なしで暗号化されたメッセージを復号化する場合、特にストリーミングしながら復号化
する場合は、decrypt-unsigned ストリーミングモードを使用します。

# Decrypt unsigned streaming data

# Instantiate the client
client = 
 aws_encryption_sdk.EncryptionSDKClient(commitment_policy=CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT,  
                                                max_encrypted_data_keys=1)

# Create a master key provider in strict mode
aws_kms_key = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
aws_kms_strict_master_key_provider = StrictAwsKmsMasterKeyProvider( 
        key_ids=[aws_kms_key]
)

# Decrypt with decrypt-unsigned
with open(ciphertext_filename, "rb") as ciphertext, open(cycled_plaintext_filename, 
 "wb") as plaintext: 
    with client.stream(mode="decrypt-unsigned",  
                       source=ciphertext,  
                       key_provider=master_key_provider) as decryptor: 
        for chunk in decryptor: 
            plaintext.write(chunk)

# Verify that the encryption context
assert all( 
   pair in decryptor.header.encryption_context.items() for pair in 
 encryptor.header.encryption_context.items()
)
return ciphertext_filename, cycled_plaintext_filename

暗号化されたデータキーの制限
暗号化されたメッセージ内の暗号化されたデータキーの数を制限できます。このベストプラクティス機能
は、暗号化時に誤って構成されたキーリングを検出したり、復号時に悪意のある暗号化テキストを検出し
たりするのに役立ちます。不必要でコストがかかり、潜在的に網羅的な方法によって、キーインフラスト
ラクチャを呼び出すことも防止できます。信頼できない送信元からのメッセージを復号する場合は、暗号
化されたデータキーを制限することが最も重要です。
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ほとんどの暗号化されたメッセージには、暗号化で使用されるラッピングキーごとに 1 つの暗号化され
たデータキーがありますが、暗号化されたメッセージには最大 65,535 個の暗号化されたデータキーを含
めることができます。悪意のあるアクターは、何千もの暗号化されたデータキーを使用して暗号化され
たメッセージを構築し、いずれも復号できなくする可能性があります。その結果、AWS Encryption SDK 
は、メッセージ内の暗号化されたデータキーを使い果たすまで、暗号化された各データキーを復号しよう
とします。

暗号化されたデータキーを制限するには、MaxEncryptedDataKeys パラメータを使用します。このパラ
メータは、AWS Encryption SDK のバージョン 1.9.x および 2.2.x 以降のすべてのサポート対象プログラミ
ング言語で使用できます。これはオプションで、暗号化時および復号時に有効です。次の例では、3 つの
異なるラッピングキーで暗号化されたデータを復号化します。MaxEncryptedDataKeys の値は 3 に設定
します。

C

/* Load error strings for debugging */
aws_cryptosdk_load_error_strings();

/* Construct an AWS KMS keyring */
struct aws_cryptosdk_keyring *kms_keyring =  
      Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder().Build(key_arn1, { key_arn2, key_arn3 });

/* Create a session */
struct aws_cryptosdk_session *session =  
    aws_cryptosdk_session_new_from_keyring_2(alloc, AWS_CRYPTOSDK_DECRYPT, 
 kms_keyring);
aws_cryptosdk_keyring_release(kms_keyring);

/* Limit encrypted data keys */
aws_cryptosdk_session_set_max_encrypted_data_keys(session, 3);
  
/* Decrypt */
size_t ciphertext_consumed_output;
aws_cryptosdk_session_process(session, 
    plaintext_output, 
    plaintext_buf_sz_output, 
    &plaintext_len_output, 
    ciphertext_input, 
    ciphertext_len_input, 
    &ciphertext_consumed_output);
assert(aws_cryptosdk_session_is_done(session));
assert(ciphertext_consumed == ciphertext_len);

C# / .NET

for .NET の暗号化データキーを制限するには、AWS Encryption SDKAWS Encryption SDK for .NET の
クライアントをインスタンス化し、MaxEncryptedDataKeysそのオプションパラメータを目的の値
に設定します。次に、Decrypt()AWS Encryption SDK設定したインスタンスでメソッドを呼び出し
ます。

// Decrypt with limited data keys

// Instantiate the material providers
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

// Configure the commitment policy on the AWS Encryption SDK instance
var config = new AwsEncryptionSdkConfig
{ 
     MaxEncryptedDataKeys = 3
};
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var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateAwsEncryptionSdk(config);

// Create the keyring
string keyArn = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
var createKeyringInput = new CreateAwsKmsKeyringInput
{ 
    KmsClient = new AmazonKeyManagementServiceClient(), 
    KmsKeyId = keyArn
};
var decryptKeyring = materialProviders.CreateAwsKmsKeyring(createKeyringInput);

// Decrypt the ciphertext
var decryptInput = new DecryptInput
{ 
    Ciphertext = ciphertext, 
    Keyring = decryptKeyring
};
var decryptOutput = encryptionSdk.Decrypt(decryptInput);

AWS Encryption CLI

# Decrypt with limited encrypted data keys

$ aws-encryption-cli --decrypt \ 
    --input hello.txt.encrypted \ 
    --wrapping-keys key=$key_arn1 key=$key_arn2 key=$key_arn3 \ 
    --buffer \
    --max-encrypted-data-keys 3 \
    --encryption-context purpose=test \ 
    --metadata-output ~/metadata \ 
    --output .

Java

// Construct a client with limited encrypted data keys
final AwsCrypto crypto = AwsCrypto.builder()
  .withMaxEncryptedDataKeys(3)
  .build();

// Create an AWS KMS master key provider
final KmsMasterKeyProvider keyProvider = KmsMasterKeyProvider.builder() 
      .buildStrict(keyArn1, keyArn2, keyArn3); 
    
// Decrypt
final CryptoResult<byte[], KmsMasterKey> decryptResult = 
 crypto.decryptData(keyProvider, ciphertext)

JavaScript Browser

// Construct a client with limited encrypted data keys
const { encrypt, decrypt } = buildClient({ maxEncryptedDataKeys: 3 })

declare const credentials: { 
  accessKeyId: string 
  secretAccessKey: string 
  sessionToken: string
}
const clientProvider = getClient(KMS, { 
  credentials: { accessKeyId, secretAccessKey, sessionToken }
})

// Create an AWS KMS keyring
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const keyring = new KmsKeyringBrowser({ 
  clientProvider, 
  keyIds: [keyArn1, keyArn2, keyArn3],
})

// Decrypt
const { plaintext, messageHeader } = await decrypt(keyring, ciphertext)

JavaScript Node.js

// Construct a client with limited encrypted data keys
const { encrypt, decrypt } = buildClient({ maxEncryptedDataKeys: 3 })

// Create an AWS KMS keyring
const keyring = new KmsKeyringBrowser({ 
  keyIds: [keyArn1, keyArn2, keyArn3],
}) 
   
// Decrypt
const { plaintext, messageHeader } = await decrypt(keyring, ciphertext)

Python

# Instantiate a client with limited encrypted data keys
client = aws_encryption_sdk.EncryptionSDKClient(max_encrypted_data_keys=3)

# Create an AWS KMS master key provider
master_key_provider = aws_encryption_sdk.StrictAwsKmsMasterKeyProvider( 
    key_ids=[key_arn1, key_arn2, key_arn3])

# Decrypt
plaintext, header = client.decrypt(source=ciphertext, key_provider=master_key_provider)

検出フィルターの作成
KMS キーで暗号化されたデータを復号化する場合、厳密モードで復号化する、つまり使用するラップキー
を指定したキーのみに制限するのがベストプラクティスです。ただし、必要に応じて、ラップキーを指定
しない検出モードで復号化することもできます。AWS KMSこのモードでは、その KMS キーの所有者やア
クセス権に関係なく、暗号化された KMS キーを使用して暗号化されたデータキーを復号化できます。

検出モードで復号化する必要がある場合は、常に検出フィルターを使用することをお勧めします。これに
より、使用できる KMSAWS アカウント キーは指定されたパーティション内のキーに制限されます。検出
フィルターはオプションですが、ベストプラクティスです。

次の表を使用して、検出フィルターのパーティション値を決定します。

リージョン パーティション

AWS リージョン aws

中国リージョン aws-cn

AWS GovCloud (US) Regions aws-us-gov

このセクションの例では、検出フィルターを作成する方法を示します。コードを使用する前に、AWS アカ
ウントサンプル値をおよびパーティションの有効な値に置き換えてください。
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C

詳細な例については、の kms_discovery.cpp を参照してくださいAWS Encryption SDK for C。

/* Create a discovery filter for an AWS account and partition */ 
     
const char *account_id = "111122223333";
const char *partition = "aws";
const std::shared_ptr<Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::DiscoveryFilter> discovery_filter = 
    
 Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::DiscoveryFilter::Builder(partition).AddAccount(account_id).Build();

C# / .NET

詳細な例については、DiscoveryFilterExample.NET の「.cs」を参照してください。AWS Encryption 
SDK

// Create a discovery filter for an AWS account and partition

List<string> account = new List<string> { "111122223333" };

DiscoveryFilter exampleDiscoveryFilter = new DiscoveryFilter()
{ 
    AccountIds = account, 
    Partition = "aws"
}                 

AWS Encryption CLI

# Decrypt in discovery mode with a discovery filter

$ aws-encryption-cli --decrypt \ 
                     --input hello.txt.encrypted \ 
                     --wrapping-keys discovery=true \  
                                     discovery-account=111122223333 \ 
                                     discovery-partition=aws \ 
                     --encryption-context purpose=test \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --max-encrypted-data-keys 1 \ 
                     --buffer \ 
                     --output .                     

Java

詳細な例については、の「DiscoveryDecryptionExample.java」を参照してくださいAWS Encryption 
SDK for Java。

// Create a discovery filter for an AWS account and partition

DiscoveryFilter discoveryFilter = new DiscoveryFilter("aws", 111122223333);

JavaScript (Node and Browser)

詳細な例については、の kms_filtered_discovery.ts (Node.js) と kms_multi_region_discovery.ts (ブラウ
ザ) を参照してくださいAWS Encryption SDK for JavaScript。

/* Create a discovery filter for an AWS account and partition */
const discoveryFilter = {  
  accountIDs: ['111122223333'],  
  partition: 'aws',
}
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Python

詳しい例については、の「discovery_kms_provider.py を参照してくださいAWS Encryption SDK for 
Python。

# Create the discovery filter and specify the region
decrypt_kwargs = dict( 
        discovery_filter=DiscoveryFilter(account_ids="111122223333", partition="aws"), 
        discovery_region="us-west-2", 
    )

コミットメントポリシーの設定
コミットメントポリシー (p. 11)は、アプリケーションがキーコミットメント (p. 10)で暗号化および復号化
を行うかどうかを決定する構成設定です。キーコミットメントによる暗号化と復号化は、AWS Encryption 
SDK のベストプラクティス (p. 17)です。

コミットメントポリシーの設定と調整は、バージョン 1.7 からの移行において重要なステップで
す (p. 205)。 xAWS Encryption SDK 以前のバージョンの x およびそれ以前のバージョン x 以降。この進
捗状況については、マイグレーションのトピックで詳しく説明されています (p. 214)。

の最新バージョンAWS Encryption SDK (バージョン 2.0 以降) のデフォルトのコミットメントポリシー
値。 x),RequireEncryptRequireDecrypt, はほとんどの状況に最適です。ただし、キーコミットなし
で暗号化された暗号文を復号する必要がある場合は、コミットメントポリシーをに変更する必要がある場
合がありますRequireEncryptAllowDecrypt。各プログラミング言語でコミットメントポリシーを設定
する方法の例については、を参照してくださいコミットメントポリシーの設定 (p. 214)。

ストリーミングデータを操作する
復号化のためにデータをストリーミングするとき、AWS Encryption SDK は、整合性チェックが完了した
後、デジタル署名を検証する前に復号化されたプレーンテキストを返します。署名が検証されるまでプ
レーンテキストを返したり使用したりしないようにするには、復号化プロセス全体が完了するまで、スト
リーミングされたプレーンテキストをバッファリングすることをお勧めします。

この問題が発生するのは、復号化のために暗号化テキストをストリーミングしているときに、デフォルト
のアルゴリズムスイート (p. 14)など、デジタル署名 (p. 12)を含むアルゴリズムスイートを使用している場
合のみです。

バッファリングを容易にするために、Node.js の AWS Encryption SDK for JavaScript など、一部の AWS 
Encryption SDK 言語実装には、復号メソッドの一部としてバッファリング機能が含まれています。入
力と出力を常にストリーミングする AWS Encryption CLI では、バージョン 1.9.x と 2.2.x で --buffer
パラメータが導入されました。他の言語実装では、既存のバッファリング機能を使用できます。(AWS 
Encryption SDKfor .NET はストリーミングをサポートしていません)。

デジタル署名のないアルゴリズムスイートを使用している場合は、必ず各言語実装で decrypt-
unsigned 機能を使用してください。この機能では暗号化テキストが復号されますが、署名付き暗号化テ
キストを検出すると失敗します。詳細については、「アルゴリズムスイートを選択する (p. 35)」を参照
してください。

データキーのキャッシュ
一般に、データキーの再利用は推奨されませんが、AWS Encryption SDK にはデータキーキャッ
シュ (p. 156)オプションがあり、データキーが制限付きで再利用できるようになります。データキー
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キャッシュでは、一部のアプリケーションのパフォーマンスが向上し、キーインフラストラクチャの呼び
出しが減ります。本番環境でデータキーキャッシュを使用する前に、セキュリティしきい値 (p. 173)を調
整してテストし、データキーを再利用することのメリットがデメリットを上回っていることを確認してく
ださい。
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キーリングの使用
.NETAWS Encryption SDK 用のAWS Encryption SDK for CAWS Encryption SDK for JavaScript、、
は、キーリングを使用してエンベロープ暗号化を行います。データキーの生成、暗号化、復号は、キー
リングによって行われます。キーリングは、各メッセージを保護する固有のデータキーのソースと、その
データキーを暗号化するラップキーを決定します (p. 7)。キーリングは暗号化時に指定し、復号時には同じ
キーリングか別のキーリングを指定します。SDK で提供されるキーリングを使用するか、互換性のある独
自のカスタムキーリングを作成できます。

各キーリングを個別に使用するか、キーリングを組み合わせてマルチキーリング (p. 68)にすることがで
きます。ほとんどのキーリングではデータキーを生成、暗号化、および復号することができますが、特定
のオペレーションを 1 つのみ実行するキーリング (例: データキーのみを生成するキーリング) を作成し、
他のキーリングと組み合わせて使用することができます。

キーリングには、AWS KMS キーリングのようなラッピングキーを保護して安全な境界内で暗号化を行う
ものを使用することをお勧めします。このキーリングでは、AWS KMS keys を使用しており、AWS Key 
Management Service (AWS KMS) が暗号化されていない状態のままになることはありません。また、ハー
ドウェアセキュリティモジュール (HSM) に保存されているラッピングキーや他のマスターキーサービス
によって保護されているラッピングキーを使用するキーリングを作成することもできます。詳細について
は、AWS Encryption SDK 仕様のトピック「Keyring Interface」を参照してください。

キーリングは、、およびAWS Encryption CLI のマスターキーとマスターキープロバイダーの役割を果た
します (p. 7) (p. 7)。AWS Encryption SDK for JavaAWS Encryption SDK for PythonAWS Encryption SDK
の異なる言語実装を使用してデータの暗号化と復号化を行う場合は、必ず互換性のあるキーリングとマス
ターキープロバイダを使用してください。詳細については、「キーリングの互換性 (p. 50)」を参照して
ください。

このトピックでは、AWS Encryption SDK のキーリング機能を使用する方法とキーリングを選択する方
法について説明します。キーリングの作成と使用の例については、C JavaScript (p. 98) (p. 71)とト
ピックを参照してください。

トピック
• キーリングのしくみ (p. 48)
• キーリングの互換性 (p. 50)
• キーリングを選ぶ (p. 51)

キーリングのしくみ
データの暗号化時には、AWS Encryption SDK がキーリングに暗号化マテリアルを要求します。キーリン
グは、プレーンテキストのデータキーと、キーリングの各ラッピングキーによって暗号化されたデータ
キーのコピーを返します。AWS Encryption SDKは、プレーンテキストキーを使用してデータを暗号化し、
プレーンテキストデータキーを破棄します。次に、は、AWS Encryption SDK暗号化されたデータキーと暗
号化されたデータを含む暗号化されたメッセージを返します (p. 9)。
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データを復号化するときは、データの暗号化に使用したのと同じキーリングを使用することも、別のキー
リングを使用することもできます。データを復号化するには、復号化キーリングに暗号化キーリングに少
なくとも 1 つのラップキーが含まれている (またはアクセスできる) 必要があります。

は、AWS Encryption SDK暗号化されたメッセージからキーリングに暗号化されたデータキーを渡し、キー
リングにそれらのいずれかを復号化するように要求します。キーリングは、ラッピングキーを使用して暗
号化されたデータキーのいずれかを復号し、プレーンテキストのデータキーを返します。AWS Encryption 
SDK は、プレーンテキストのデータキーを使用してデータを復号します。キーリングのラッピングキーの
いずれも暗号化されたデータキーを復号できない場合は、復号は失敗します。

49



AWS Encryption SDK デベロッパーガイド
キーリングの互換性

単一のキーリングを使用するか、同じタイプまたは異なるタイプのキーリングを組み合わせてマルチキー
リング (p. 68)にすることもできます。データを暗号化すると、マルチキーリングは、マルチキーリン
グを構成するすべてのキーリングのすべてのラッピングキーで暗号化されたデータキーのコピーを返しま
す。キーリングとマルチキーリング内のラッピングキーのいずれかを使用してデータを復号化できます。

キーリングの互換性
AWS Encryption SDKの各言語の実装にはいくつかのアーキテクチャの違いと言語による制約はあります
が、完全に互換性があります。ある言語実装を使用してデータを暗号化し、他の言語実装を使用してデー
タを復号化できます。ただし、データキーを暗号化および復号するには、同じまたは対応するラッピン
グキーを使用する必要があります。言語による制約については、各言語の実装についてのトピック (AWS 
Encryption SDK for JavaScript の「the section called “互換性” (p. 99)」のトピックなど) を参照してくだ
さい。

暗号化キーリングのさまざまな要件
AWS Encryption SDK以外の言語実装ではAWS Encryption SDK for C、暗号化キーリング (またはマルチ
キーリング) またはマスターキープロバイダのすべてのラップキーがデータキーを暗号化できる必要があ
ります。いずれかのラップキーが暗号化に失敗すると、encrypt メソッドは失敗します。そのため、呼び出
し元はキーリング内のすべてのキーに必要な権限を持っている必要があります (p. 52)。検出キーリング
を使用して、単独で、またはマルチキーリングでデータを暗号化すると、暗号化操作は失敗します。

ただしAWS Encryption SDK for C、暗号化操作では標準の検出キーリングは無視されますが、マルチリー
ジョンの検出キーリングを単独で、またはマルチキーリングで指定すると失敗します。
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互換性があるキーリングおよびマスターキープロバイ
ダー
次の表は、AWS Encryption SDKが提供するキーリングと互換性があるマスターキーおよびマスターキープ
ロバイダーを示しています。言語の制約によるマイナーな非互換性については、言語実装に関するトピッ
クで説明されています。

キーリング: マスターキープロバイダー:

AWS KMSキーリン
グ (p. 52)

KMSMasterKey (ジャワ)

KMSMasterKeyProvider (ジャワ)

KMSMasterKey (パイソン)

KMSMasterKeyProvider (パイソン)

Note

AWS Encryption SDK for Pythonおよびには、AWS Encryption 
SDK for JavaAWS KMS地域探索キーリングと同等のマス
ターキーまたはマスターキープロバイダーは含まれていませ
ん (p. 60)。

Raw AES キーリン
グ (p. 63)

対称暗号化キーと一緒に使用する場合:
JceMasterKey(Java)

RawMasterKey(パイソン)

Raw RSA キーリン
グ (p. 65)

非対称暗号化キーと一緒に使用する場合:
JceMasterKey(Java)

RawMasterKey(パイソン)

Note

は、AWS Encryption SDKAWS KMS非対称キーをサポートしてい
ません。

キーリングを選ぶ
キーリングによって、データキー、ひいてはデータを保護するラッピングキーが決まります。作業に実用
的な、最も安全なラッピングキーを使用してください。可能な限り、AWS Key Management Service(AWS 
KMS) の KMS キーや暗号化キーなど、ハードウェアセキュリティモジュールまたはキー管理インフラスト
ラクチャによって保護されているラッピングキーを使用してくださいAWS CloudHSM。

AWS Encryption SDKには、複数のプログラミング言語で複数のキーリングとキーリング設定が用意されて
おり、独自のカスタムキーリングを作成できます。また、同じまたは別のタイプのキーリングを1つ以上含
むマルチキーリングを作成できます (p. 68)。

トピック
• AWS KMS キーリング (p. 52)
• Raw AES キーリング (p. 63)
• Raw RSA キーリング (p. 65)
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• マルチキーリング (p. 68)

AWS KMS キーリング
AWS KMSキーリングでは、AWS KMS keys対称暗号化を使用して、データキーを生成、暗号化、復号し
ます。 AWS Key Management Service(AWS KMS) は KMS キーを保護し、FIPS 境界内で暗号化操作を実
行します。可能な限り、AWS KMS キーリングか同様のセキュリティ特性を持つキーリングを使用するこ
とをお勧めします。

AWS Encryption SDK のバージョン 2.3.x (p. 203) および AWS Encryption CLI のバージョン 
3.0.x (p. 204) からは、AWS KMS キーリングまたはマスターキープロバイダーで AWS KMS マルチリー
ジョンキーを使用できます。新しいマルチリージョン対応シンボルの詳細と使用例については、マルチ
リージョンを使用するAWS KMS keys (p. 21) を参照してください。マルチリージョンキーの詳細について
は、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「マルチリージョンキーを使用する」を参照し
てください。

Note

は、非対称 KMSAWS Encryption SDK キーをサポートしていません。暗号化キーリングに非対称 
KMS キーリングを含めると、暗号化の呼び出しは失敗します。復号化キーリングに含めると、無
視されます。
AWS Encryption SDK で KMS キーリングについて言及する場合は、すべて AWS KMS キーリン
グのことを表します。

AWS KMSキーリングには、次の 2 種類のラッピングキーを使用できます。

• ジェネレータキー:プレーンテキストのデータキーを生成して暗号化します。データを暗号化するキーリ
ングには、ジェネレータキーが 1 つ必要です。

• 追加キー:ジェネレータキーが生成したプレーンテキストデータキーを暗号化します。 AWS KMSキーリ
ングには、0 個あるいは 1 個以上のキーを付けることができます。

暗号化する場合、AWS KMS使用するキーリングにはジェネレータキーが必要です。復号化する場合、
ジェネレータキーはオプションであり、ジェネレータキーと追加キーの区別は無視されます。

AWS KMS暗号化キーリングに含まれるキーが 1AWS KMS つだけの場合、そのキーを使用してデータキー
が生成され、暗号化されます。

すべてのキーリングと同様に、AWS KMS キーリングは単独で使用することも、同じまたは別のタイプの
他のキーリングと一緒にマルチキーリング (p. 68)で使用することもできます。

トピック
• AWS KMS キーリングに必要なアクセス許可 (p. 52)
• AWS KMS キーリングの AWS KMS keys の指定 (p. 53)
• AWS KMS暗号化用のキーリングの作成 (p. 53)
• AWS KMS復号用のキーリングの作成 (p. 55)
• AWS KMS 検出キーリングの使用 (p. 58)
• AWS KMS リージョン検出キーリングの使用 (p. 60)

AWS KMS キーリングに必要なアクセス許可
は、AWS Encryption SDKを必須としておらずAWS アカウント、どののサービスにも依存していませ
んAWS のサービス。ただし、AWS KMS キーリングを使用するには、キーリングの AWS KMS keys で 
AWS アカウント と次の最小アクセス許可が必要です。
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• AWS KMSキーリングを使用して暗号化するには、ジェネレーターキーに対する kms:GenerateDataKey
アクセス許可が必要です。AWS KMS キーリングのその他すべてのキーでは、kms:Encrypt アクセス許
可が必要です。

• AWS KMS キーリングを使用して復号するには、AWS KMS キーリングで少なくとも 1 つのキーに
kms:Decrypt アクセス許可が必要です。

• キーリングで構成されるマルチキーリングを使用して暗号化するには、AWS KMSジェネレーターキー
リングのジェネレーターキーに対する kms:GenerateDataKey アクセス許可が必要です。その他すべて
の AWS KMS キーリングのその他すべてのキーでは、kms:Encrypt アクセス許可が必要です。

AWS KMS keys のアクセス許可については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「認証
とアクセスコントロール」を参照してください。

AWS KMS キーリングの AWS KMS keys の指定
AWS KMS キーリングには、1 つ以上の AWS KMS keys を含めることができます。AWS KMS キーリング
の AWS KMS key を指定するには、サポートされている AWS KMS キー識別子を使用します。キーリング
の AWS KMS key を指定するために使用できるキー識別子は、オペレーションと言語の実装によって異な
ります。AWS KMS key のキー識別子の詳細については、AWS Key Management Serviceデベロッパーガ
イドの「キー識別子」を参照してください。

ベストプラクティスとして、タスクに対して実用的である最も具体的なキー識別子を使用します。

• の暗号化キーリングではAWS Encryption SDK for C、キー ARN またはエイリアス ARN を使用して 
KMS キーを識別できます。他のすべての言語実装では、キー ID、キー ARN、エイリアス名、またはエ
イリアス ARN を使用してデータを暗号化できます。

• 復号キーリングでは、キー ARN を使用して AWS KMS keys を指定する必要があります。この要件
は、AWS Encryption SDK のすべての言語の実装に適用されます。詳細については、「ラッピングキー
を選択する (p. 20)」を参照してください。

• 暗号化および復号に使用するキーリングでは、キー ARN を使用して AWS KMS keys を指定する必要が
あります。この要件は、AWS Encryption SDK のすべての言語の実装に適用されます。

暗号化キーリングで KMS キーのエイリアス名またはエイリアス ARN を指定すると、暗号化オペレーショ
ンによって、現在エイリアスに関連付けられているキー ARN が、暗号化されたデータキーのメタデータ
に保存されます。エイリアスは保存されません。エイリアスの変更は、暗号化されたデータキーの復号に
使用される KMS キーには影響しません。

AWS KMS暗号化用のキーリングの作成
各 AWS KMS キーリングには、同じまたは異なる AWS アカウント や AWS リージョン の 
1 つの AWS KMS key または複数の AWS KMS keys を設定できます。は対称暗号化キー 
(SYMMETRIC_DEFAULT)AWS KMS keys でなければなりません。対称暗号化のマルチリージョン KMS 
キーを使用することもできます (p. 21)。すべてのキーリングと同様に、マルチキーリング (p. 68)の 1 
つ以上の AWS KMS キーリングを使用できます。

AWS KMSキーリングを作成してデータを暗号化する場合は、ジェネレーターキーを指定する必要があり
ます。これは、プレーンテキストのデータキーを生成してそれを暗号化するです。AWS KMS keyデータ
キーは KMS キーとは数学的に無関係です。その上で、必要に応じて、同じプレーンテキストのデータ
キーを暗号化する追加の AWS KMS keys を指定することができます。

このキーリングで保護されている暗号化されたメッセージを復号化するには、使用するキーリング
に、AWS KMS keysキーリングで定義されているものを少なくとも 1 つ含めるか、含めない必要がありま
すAWS KMS keys。(AWS KMS keys が含まれていない AWS KMS キーリングは、AWS KMS 検出キーリ
ング (p. 58)と呼ばれます。)

AWS Encryption SDK以外の言語実装ではAWS Encryption SDK for C、暗号化キーリングまたはマルチ
キーリングのすべてのラップキーがデータキーを暗号化できる必要があります。いずれかのラップキーが
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暗号化に失敗すると、encrypt メソッドは失敗します。そのため、呼び出し元はキーリング内のすべての
キーに必要な権限を持っている必要があります (p. 52)。検出キーリングを使用して、単独で、またはマ
ルチキーリングでデータを暗号化すると、暗号化操作は失敗します。ただしAWS Encryption SDK for C、
暗号化操作では標準の検出キーリングは無視されますが、マルチリージョンの検出キーリングを単独で、
またはマルチキーリングで指定すると失敗します。

以下の例では、AWS KMSジェネレーターキーと 1 つの追加のキーを使用してキーリングを作成します。
これらの例では、キー ARN を使用して KMS キーを識別します。これは、AWS KMS暗号化に使用される
キーリングのベストプラクティスであり、AWS KMS復号化に使用されるキーリングの要件です。詳細に
ついては、「AWS KMS キーリングの AWS KMS keys の指定 (p. 53)」を参照してください。

C

AWS KMS keyの暗号化キーリングでを識別するにはAWS Encryption SDK for C、キー ARN またはエ
イリアス ARN を指定します。復号キーリングでは、キー ARN を使用する必要があります。詳細につ
いては、「AWS KMS キーリングの AWS KMS keys の指定 (p. 53)」を参照してください。

詳しい例については、string.cpp を参照してください。

const char * generator_key = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"

const char * additional_key = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321"     

struct aws_cryptosdk_keyring *kms_encrypt_keyring =  
       Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder().Build(generator_key,{additional_key});

C# / .NET

AWS Encryption SDKfor .NET で 1AWS KMSAWS KMS つまたは複数のキーを含むキーリングを作成
するには、マルチキーリングを作成します。AWS Encryption SDKfor .NET には、キー専用のマルチ
キーリングが含まれています。AWS KMS

AWS KMS keyAWS Encryption SDKfor .NET で暗号化キーリングにを指定する場合、キー ID、キー 
ARN、エイリアス名、エイリアスARN など、任意の有効なキー識別子を使用できます。AWS KMS 
キーリングでの AWS KMS keys の識別方法については、「AWS KMS キーリングの AWS KMS keys 
の指定 (p. 53)」を参照してください。

次の例では、AWS KMSジェネレータキーと追加キーを含むキーリングを作成します。完全な例につ
いては、AwsKmsMultiKeyringExample.cs を参照してください。

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material provider
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

string generatorKey = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
List<string> additionalKey = new List<string> { "alias/exampleAlias" };

// Instantiate the keyring input object
var kmsEncryptKeyringInput = new CreateAwsKmsMultiKeyringInput
{ 
    Generator = generatorKey, 
    KmsKeyIds = additionalKey
};

var kmsEncryptKeyring = 
 materialProviders.CreateAwsKmsMultiKeyring(kmsEncryptKeyringInput);
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JavaScript Browser

で暗号化キーリングにを指定する場合、キー IDAWS Encryption SDK for JavaScript、キー ARN、エ
イリアス名、エイリアスARN など、任意の有効なキー識別子を使用できます。AWS KMS keyAWS 
KMS キーリングでの AWS KMS keys の識別方法については、「AWS KMS キーリングの AWS KMS 
keys の指定 (p. 53)」を参照してください。

詳細な例については、AWS Encryption SDK for JavaScriptのリポジトリにある kms_simple.ts を参照
してください GitHub。

const clientProvider = getClient(KMS, { credentials })
const generatorKeyId = 'arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
const additionalKey = 'alias/exampleAlias'

const keyring = new KmsKeyringBrowser({ 
  clientProvider,  
  generatorKeyId,  
  keyIds: [additionalKey]  
})

JavaScript Node.js

で暗号化キーリングにを指定する場合、キー IDAWS Encryption SDK for JavaScript、キー ARN、エ
イリアス名、エイリアスARN など、任意の有効なキー識別子を使用できます。AWS KMS keyAWS 
KMS キーリングでの AWS KMS keys の識別方法については、「AWS KMS キーリングの AWS KMS 
keys の指定 (p. 53)」を参照してください。

詳細な例については、AWS Encryption SDK for JavaScriptのリポジトリにある kms_simple.ts を参照
してください GitHub。

const generatorKeyId = 'arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab' 
                             
const additionalKey = 'alias/exampleAlias'

const keyring = new KmsKeyringNode({ 
  generatorKeyId, 
  keyIds: [additionalKey]
})

AWS KMS復号用のキーリングの作成
AWS Encryption SDK が返す暗号化されたメッセージ (p. 9)を復号するときには、AWS KMS キーリング
も指定します。復号キーリングが指定されている場合AWS KMS keys、AWS Encryption SDKはこれらの
ラッピングキーのみを使用して、暗号化されたメッセージの暗号化されたデータキーを復号します。(AWS 
KMS keys を指定しない AWS KMS 検出キーリング (p. 58)も使用できます。)

復号時に、AWS Encryption SDK は暗号化されたデータキーのいずれかを復号できる AWS KMS key を 
AWS KMS キーリングから探します。具体的には、AWS Encryption SDK は暗号化されたメッセージの暗
号化されたデータキーごとに以下のパターンに従います。

• は、暗号化されたメッセージのメタデータから、AWS KMS keyデータキーを暗号化したキー ARNAWS 
Encryption SDK を取得します。

• AWS Encryption SDK は、一致するキー ARN を持つ AWS KMS key を復号キーリングから探します。
• キーリングから一致するキー ARNAWS KMS key を持つが見つかった場合、は KMSAWS Encryption 

SDKAWS KMS キーを使用して暗号化されたデータキーを復号するように要求します。
• それ以外の場合は、暗号化された次のデータキーに進みます (ある場合)。
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AWS Encryption SDK は、データキーを暗号化した AWS KMS key のキー ARN が復号キーリングに含ま
れている場合を除き、暗号化されたデータキーを復号しません。データキーを暗号化したいずれかの AWS 
KMS keys の ARN が復号キーリングに含まれていない場合、AWS Encryption SDK は AWS KMS を呼び出
さず、復号は失敗します。

バージョン 1.7.x (p. 199) からは、暗号化されたデータキーの復号時に、AWS Encryption SDK は AWS 
KMS key のキー ARN を AWS KMS復号オペレーションの KeyId パラメータに常に渡します。復号時に 
AWS KMS key を識別することが、AWS KMS のベストプラクティスです。使用するラッピングキーで、
暗号化されたデータキーを復号できるようになります。

AWS KMS キーリングを使用した復号の呼び出しは、復号キーリングの少なくとも 1 つの AWS KMS key 
が暗号化されたメッセージの暗号化されたデータキーのいずれかを復号できる場合に成功します。また、
呼び出し元は、その kms:Decrypt に対する AWS KMS key アクセス許可を持っている必要があります。
この動作により、複数の AWS KMS keys でさまざまな AWS リージョン やアカウントのデータを暗号化
しつつ、特定のアカウント、リージョン、ユーザー、グループ、ロールに復号キーリングを限定すること
ができます。

復号キーリングの AWS KMS key を指定するには、そのキー ARN を使用する必要があります。使用しな
い場合、AWS KMS key は認識されません。キーと ARN を見つけるには、AWS Key Management Service 
デベロッパーガイドの「キー ID と ARN を検索する」を参照してください。

Note

復号に暗号化キーリングを再利用する場合は、キーリングの AWS KMS keys をキー ARN で指定
するようにしてください。

例えば、以下の AWS KMS キーリングには、暗号化キーリングに使用した追加のキーのみが含まれます。
ただし、この例では、追加のキーをエイリアスで参照する代わりにalias/exampleAlias、復号化呼び
出しに必要な追加キーのキー ARN を使用しています。

このキーリングを使用して、ジェネレーターキーと追加のキーの両方で暗号化されたメッセージを復号す
ることができます。ただし、追加のキーを使用してデータを復号するアクセス許可があることが必要で
す。

C

const char * additional_key = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321"     

struct aws_cryptosdk_keyring *kms_decrypt_keyring =  
       Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder().Build(additional_key);

C# / .NET

この復号キーリングにはキーが 1AWS KMS つしか含まれていないた
め、CreateAwsKmsKeyring()CreateAwsKmsKeyringInputこの例ではオブジェクトのインスタ
ンスを使用してメソッドを使用しています。1AWS KMSAWS KMS つのキーでキーリングを作成する
には、シングルキーまたはマルチキーのキーリングを使用できます。詳細については、「でのデータ
の暗号化AWS Encryption SDK.NET 用に (p. 83)」を参照してください。

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material providers
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

string additionalKey = "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-
ab0987654321";

// Instantiate a KMS keyring for one AWS KMS key.
var kmsDecryptKeyringInput = new CreateAwsKmsKeyringInput
{ 
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    KmsClient = new AmazonKeyManagementServiceClient(), 
    KmsKeyId = additionalKey
};

var kmsDecryptKeyring = materialProviders.CreateAwsKmsKeyring(kmsDecryptKeyringInput);

JavaScript Browser

const clientProvider = getClient(KMS, { credentials })
const additionalKey = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-
ab0987654321'

const keyring = new KmsKeyringBrowser({ clientProvider, keyIds: [additionalKey] })

JavaScript Node.js

const additionalKey = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-
ab0987654321'

const keyring = new KmsKeyringNode({ keyIds: [additionalKey] })

復号には、以下のようにジェネレーターキーを指定する AWS KMS キーリングを使用することもできま
す。復号する場合、AWS Encryption SDK ではジェネレーターキーと追加キーは区別されません。指定し
た任意の AWS KMS keys を使用して、暗号化されたデータキーを復号することができます。AWS KMS に
対する呼び出しは、呼び出し元にその AWS KMS key を使用してデータを復号するアクセス許可がある場
合にのみ成功します。

C

struct aws_cryptosdk_keyring *kms_decrypt_keyring =  
       Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder().Build(generator_key, {additional_key, 
 other_key});

C# / .NET

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material providers
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

string generatorKey = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";

// Instantiate a KMS keyring for one AWS KMS key.
var kmsDecryptKeyringInput = new CreateAwsKmsKeyringInput
{ 
    KmsClient = new AmazonKeyManagementServiceClient(), 
    KmsKeyId = generatorKey
};

var kmsDecryptKeyring = materialProviders.CreateAwsKmsKeyring(kmsDecryptKeyringInput);

JavaScript Browser

const clientProvider = getClient(KMS, { credentials })

const keyring = new KmsKeyringBrowser({ 
  clientProvider,  
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  generatorKeyId,  
  keyIds: [additionalKey, otherKey]
})

JavaScript Node.js

const keyring = new KmsKeyringNode({ 
  generatorKeyId, 
  keyIds: [additionalKey, otherKey]
})

指定したすべての AWS KMS keys を使用する暗号化キーリングとは異なり、暗号化されたメッセージの復
号は、暗号化されたメッセージとは無関係の AWS KMS keys や呼び出し元に使用するアクセス許可がない 
AWS KMS keys を含む復号キーリングを使用して行うことができます。必要なアクセス許可が呼び出し元
にない場合など、AWS KMS に対する復号の呼び出しに失敗した場合は、AWS Encryption SDK は次の暗
号化されたデータキーにスキップします。

AWS KMS 検出キーリングの使用
復号化するときは、AWS Encryption SDKが使用できるラップキーを指定するのがベストプラクティスで
す (p. 17)。このベストプラクティスに従うには、AWS KMSラッピングキーリングを使用して、AWS KMS
ラッピングキーリングを使用します。ただし、AWS KMS検出キーリング、AWS KMSつまりラップキーを
指定しないキーリングを作成することもできます。

AWS Encryption SDKには、AWS KMSAWS KMS標準検出キーリングとマルチリージョンキー用の検
出キーリングが用意されています。でマルチリージョンキーを使用する方法の詳細についてはAWS 
Encryption SDK、を参照してくださいマルチリージョンを使用するAWS KMS keys (p. 21)。

ラップキーが指定されていないため、検出キーリングではデータを暗号化できません。検出キーリングを
使用して、単独で、またはマルチキーリングでデータを暗号化すると、暗号化操作は失敗します。ただし
AWS Encryption SDK for C、暗号化操作では標準の検出キーリングは無視されますが、マルチリージョン
の検出キーリングを単独で、またはマルチキーリングで指定すると失敗します。

復号化時に、ディスカバリーキーリングを使用すると、所有者やアクセス権に関係なく、AWS Encryption 
SDKAWS KMS暗号化されたデータキーを使用して暗号化されたデータキーを復号化するように要求で
きますAWS KMS key。AWS KMS key呼び出しが成功するのは、kms:Decrypt発信者がに対する権限を
持っている場合だけですAWS KMS key。

Important

AWS KMS検出キーリングを復号用マルチキーリングに含めると (p. 68)、その検出キーリング
は、マルチキーリング内の他のキーリングで指定されているすべての KMS キー制限よりも優先
されます。マルチキーリングは、最も制限の少ないキーリングと同様に動作します。AWS KMS
検出キーリングを単独で使用しても、マルチキーリングで使用しても、暗号化には影響しませ
ん。

AWS Encryption SDK では、AWS KMS 検出キーリングを利便性のために提供しています。ただし、次の
理由から、可能な限り制限されたキーリングを使用することをお勧めします。

• 真正性 – AWS KMS 検出キーリングでは、暗号化されたメッセージのデータキーの暗号化に使用された
すべての AWS KMS key を使用できます。そのため、呼び出し元には、その AWS KMS key を使用す
るアクセス許可があれば復号できます。これは、呼び出し元が使用することを意図した AWS KMS key 
ではない場合があります。例えば、暗号化されたデータキーの 1 つが誰でも使用できる安全性の低い 
AWS KMS key で暗号化されている場合があります。

• レイテンシーとパフォーマンス – AWS KMS 検出キーリングでは、AWS Encryption SDK が他の AWS 
アカウント やリージョンの AWS KMS keys で暗号化されたデータキーや呼び出し元に復号に使用する
アクセス許可がない AWS KMS keys で暗号化されたデータキーなど、暗号化されたすべてのデータキー
を復号しようとするため、他のキーリングよりも速度が大幅に低下する場合があります。

58



AWS Encryption SDK デベロッパーガイド
AWS KMS キーリング

検出キーリングを使用する場合は、検出フィルターを使用して (p. 44)、使用できる KMSAWS アカウント
キーを指定されたパーティション内のキーに制限することをお勧めします。検出フィルターはバージョン 
1.7 でサポートされています。 の x 以降のAWS Encryption SDK. アカウント ID とパーティションを確認
する方法については、の「AWS アカウントID と ARN 形式」を参照してくださいAWS 全般のリファレン
ス。

次のコードでは、AWS Encryption SDK使用できる KMSaws キーをパーティションと 111122223333 サ
ンプルアカウント内のものに制限する検出フィルターを使用して検出キーリングをインスタンス化しま
す。AWS KMS

このコードを使用する前に、AWS アカウントAWS アカウントサンプルとパーティションの値を自分と
パーティションの有効な値に置き換えてください。KMS キーが中国地域にある場合は、aws-cnパーティ
ション値を使用してください。KMS キーが入っている場合はAWS GovCloud (US) Regions、aws-us-
govパーティション値を使用してください。それ以外の場合はAWS リージョン、awsパーティション値を
使用してください。

C

詳しい例については、kms_discovery.cpp を参照してください。

std::shared_ptr<KmsKeyring::> discovery_filter( 
    KmsKeyring::DiscoveryFilter::Builder("aws") 
        .AddAccount("111122223333") 
        .Build());

struct aws_cryptosdk_keyring *kms_discovery_keyring = 
 Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder() 
       .BuildDiscovery(discovery_filter));

C# / .NET

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material providers
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

List<string> account = new List<string> { "111122223333" }; 
         
// In a discovery keyring, you specify an AWS KMS client and a discovery filter,
// but not a AWS KMS key
var kmsDiscoveryKeyringInput = new CreateAwsKmsDiscoveryKeyringInput
{ 
    KmsClient = new AmazonKeyManagementServiceClient(), 
    DiscoveryFilter = new DiscoveryFilter() 
    { 
        AccountIds = account, 
        Partition = "aws" 
    }
}; 
         
var kmsDiscoveryKeyring = 
 materialProviders.CreateAwsKmsDiscoveryKeyring(kmsDiscoveryKeyringInput);

JavaScript Browser

では JavaScript、検出プロパティを明示的に指定する必要があります。

const clientProvider = getClient(KMS, { credentials })

const discovery = true
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const keyring = new KmsKeyringBrowser(clientProvider, { 
    discovery, 
    discoveryFilter: { accountIDs: [111122223333], partition: 'aws' }
})

JavaScript Node.js

では JavaScript、検出プロパティを明示的に指定する必要があります。

const discovery = true

const keyring = new KmsKeyringNode({ 
    discovery, 
    discoveryFilter: { accountIDs: ['111122223333'], partition: 'aws' }
})

AWS KMS リージョン検出キーリングの使用
AWS KMS地域探索キーリングは、KMS キーの ARN を指定しないキーリングです。代わりに、特に 
KMSAWS リージョン キーのみを使用して復号化できます。AWS Encryption SDK

AWS KMSAWS Encryption SDKリージョン検出キーリングを使用して復号する場合、はに指定したのAWS 
KMS keyAWS リージョンで暗号化されたすべてのデータキーを復号します。復号が成功するには、指定さ
れたデータキーを暗号化した少なくとも 1AWS KMS keys つの指定したのkms:DecryptAWS リージョン
に対するアクセス許可が呼び出し元にある必要があります。

他の検出キーリングと同様に、地域検出キーリングは暗号化に影響しません。暗号化されたメッセージを
復号する場合にのみ機能します。暗号化と復号化に使用されるマルチキーリングで地域探索キーリングを
使用する場合、復号化時にのみ有効です。マルチリージョン検出キーリングを単独で、またはマルチキー
リングでデータを暗号化する場合、暗号化操作は失敗します。

Important

AWS KMS復号用マルチキーリングに地域探索キーリングを含めると、地域探索キーリングは、
マルチキーリング内の他のキーリングで指定されているすべての (p. 68) KMS キー制限よりも
優先されます。マルチキーリングは、最も制限の少ないキーリングと同様に動作します。AWS 
KMS検出キーリングを単独で使用しても、マルチキーリングで使用しても、暗号化には影響しま
せん。

の地域探索キーリングは、指定された地域の KMSAWS Encryption SDK for C キーのみを使用して復号化
を試みます。.NETAWS Encryption SDK for JavaScriptAWS Encryption SDK のおよびで検出キーリングを
使用する場合は、AWS KMSクライアントでリージョンを設定します。AWS Encryption SDKこれらの実
装では、KMSAWS KMS キーをリージョン別にフィルタリングしませんが、指定されたリージョン以外の 
KMS キーの復号化リクエストは失敗します。

検出キーリングを使用する場合は、検出フィルターを使用して、復号化に使用する KMSAWS アカウント 
キーを指定されたパーティション内のキーに制限することをお勧めします。検出フィルターはバージョン 
1.7 でサポートされています。 の x 以降のAWS Encryption SDK.

たとえば、次のコードでは、AWS KMS検出フィルターを使用して地域検出キーリングを作成します。
このキーリングはAWS Encryption SDK、米国西部 (オレゴン) リージョン (us-west-2) のアカウント 
111122223333) に限定されます。

C

実例でこのキーリングや create_kms_client メソッドを表示する方法については、
「kms_discovery.cpp」を参照してください。
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std::shared_ptr<KmsKeyring::DiscoveryFilter> discovery_filter( 
    KmsKeyring::DiscoveryFilter::Builder("aws") 
        .AddAccount("111122223333") 
        .Build());

struct aws_cryptosdk_keyring *kms_regional_keyring = 
 Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder() 
       
 .WithKmsClient(create_kms_client(Aws::Region::US_WEST_2)).BuildDiscovery(discovery_filter));

C# / .NET

AWS Encryption SDKfor .NET には、専用の地域探索キーリングはありません。ただし、いくつかの方
法を使用して、復号化時に使用する KMS キーを特定のリージョンに制限できます。

検出キーリングのリージョンを制限する最も効率的な方法は、単一リージョンキーのみを使用して
データを暗号化した場合でも、マルチリージョン対応の検出キーリングを使用することです。単一
リージョンキーが見つかった場合、マルチリージョン対応キーリングはマルチリージョン機能を使用
していません。

CreateAwsKmsMrkDiscoveryKeyring()メソッドによって返されるキーリングは、呼び
出す前に KMSAWS KMS キーを地域別にフィルタリングします。暗号化されたデータキー
が、RegionCreateAwsKmsMrkDiscoveryKeyringInputオブジェクトのパラメータで指定された
リージョンの KMSAWS KMS キーによって暗号化された場合にのみ、復号化リクエストを送信しま
す。

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material providers
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

List<string> account = new List<string> { "111122223333" };

// Create the discovery filter
var filter = DiscoveryFilter = new DiscoveryFilter
{ 
    AccountIds = account, 
    Partition = "aws"
}; 
                                 
var regionalDiscoveryKeyringInput = new CreateAwsKmsMrkDiscoveryKeyringInput
{ 
    KmsClient = new AmazonKeyManagementServiceClient(RegionEndpoint.USWest2), 
    Region = RegionEndpoint.USWest2, 
    DiscoveryFilter = filter
};                                 

var kmsRegionalDiscoveryKeyring = 
 materialProviders.CreateAwsKmsMrkDiscoveryKeyring(regionalDiscoveryKeyringInput);

AWS リージョンAWS KMSクライアントのインスタンスでリージョンを指定することで、KMS キー
を特定のものに制限することもできます (AmazonKeyManagementServiceClient)。ただし、この構成
は、マルチリージョン対応の検出キーリングを使用するよりも効率が悪く、コストが高くなる可能性
があります。AWS Encryption SDKfor .NET では、AWS KMS呼び出す前に KMS キーをリージョン別
にフィルタリングする代わりに、暗号化されたデータキーごとに (復号するまで)AWS KMS 呼び出し
て、使用する KMS キーを指定されたリージョンに制限します。AWS KMS

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material providers
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
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 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

List<string> account = new List<string> { "111122223333" }; 
         
// Create the discovery filter,
// but not a AWS KMS key
var createRegionalDiscoveryKeyringInput = new CreateAwsKmsDiscoveryKeyringInput
{ 
    KmsClient = new AmazonKeyManagementServiceClient(RegionEndpoint.USWest2), 
    DiscoveryFilter = new DiscoveryFilter() 
    { 
        AccountIds = account, 
        Partition = "aws" 
    }
}; 
         
var kmsRegionalDiscoveryKeyring = 
 materialProviders.CreateAwsKmsDiscoveryKeyring(createRegionalDiscoveryKeyringInput);

JavaScript Browser

const clientProvider = getClient(KMS, { credentials })

const discovery = true
const clientProvider = limitRegions(['us-west-2'], getKmsClient)
const keyring = new KmsKeyringBrowser(clientProvider, { 
    discovery, 
    discoveryFilter: { accountIDs: ['111122223333'], partition: 'aws' }
})

JavaScript Node.js

このキーリングや limitRegions 関数の実際の例については、kms_regional_discovery.ts を参照し
てください。

const discovery = true
const clientProvider = limitRegions(['us-west-2'], getKmsClient)
const keyring = new KmsKeyringNode({ 
    clientProvider, 
    discovery, 
    discoveryFilter: { accountIDs: ['111122223333'], partition: 'aws' }
})

AWS Encryption SDK for JavaScript は、Node.js とブラウザ用の excludeRegions 関数もエクスポート
します。この関数は、特定のリージョンの AWS KMS keys を除外する AWS KMS リージョン検出キーリ
ングを作成します。以下の例では、米国東部 (バージニア北部) (us-east-1)AWS リージョン を除くすべて
ののAWS KMS keysを使用できるAWS KMSリージョン検出キーリングを作成します。

AWS Encryption SDK for Cには類似の方法はありませんが、カスタムを作成することで実装できま
すClientSupplier。

この例は、Node.js 用のコードを示しています。

const discovery = true
const clientProvider = excludeRegions(['us-east-1'], getKmsClient)
const keyring = new KmsKeyringNode({ 
    clientProvider, 
    discovery, 
    discoveryFilter: { accountIDs: [111122223333], partition: 'aws' }
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Raw AES キーリング
AWS Encryption SDKでは、指定した AES 対称キーをデータキーを保護するラップキーとして使用でき
ます。キーマテリアルを生成、保存、保護する必要があります。ハードウェアセキュリティモジュール 
(HSM) またはキー管理システムを使用します。ラッピングキーを指定し、データキーをローカルまたはオ
フラインで暗号化する必要がある場合は、未加工の AES キーリングを使用してください。

Raw AES キーリングは、AES-GCM アルゴリズムと、バイト配列として指定したラップキーを使用して
データを暗号化します。各 Raw AES キーリングに指定できるラッピングキーは 1 つだけですが、マルチ
キーリングには、複数の Raw AES キーリングを単独で、または他のキーリングと一緒に含めることがで
きます (p. 68)。

未加工の AES キーリングは、JceMasterKeyのクラスやのクラスをAWS Encryption SDK for 
Java AESAWS Encryption SDK for Python 暗号化キーで使用する場合と同等で、相互運用できま
す。RawMasterKeyある実装でデータを暗号化し、それを他の実装で、同じラッピングキーを使用して復
号することができます。詳細については、「キーリングの互換性 (p. 50)」を参照してください。

主な名前空間と名前

キーリング内の AES キーを識別するために、未加工の AES キーリングは指定したキー名前空間とキー名
を使用します。これらの値はシークレットではありません。これらは、暗号化オペレーションが返す暗号
化されたメッセージ (p. 9)のヘッダーにプレーンテキストで表示されます。HSM またはキー管理システム
のキー名前空間と、そのシステムの AES キーを識別するキー名を使用することをお勧めします。

Note

キー名前空間とキー名は、およびの「プロバイダー ID」(または「プロバイダー」) と
「JceMasterKeyキー ID」フィールドと同じですRawMasterKey。
.NETAWS Encryption SDK for CAWS Encryption SDK のおよびは、KMSaws-kms キー用のキー
名前空間の値を予約します。この名前空間の値をこれらのライブラリの Raw AES キーリングや 
Raw RSA キーリングに使用しないでください。

特定のメッセージを暗号化および復号化するためにさまざまなキーリングを作成する場合、名前空間と名
前の値が重要です。復号化キーリング内のキー名前空間とキー名が、暗号化キーリングのキー名前空間と
キー名と完全に一致せず、大文字と小文字が区別されない場合、キーマテリアルのバイトが同じであって
も、復号化キーリングは使用されません。

たとえば、HSM_01キー名前空間とキー名を使用して Raw AESAES_256_012 キーリングを定義できま
す。次に、そのキーリングを使用して一部のデータを暗号化します。そのデータを復号化するには、同じ
キー名前空間、キー名、およびキーマテリアルを使用して Raw AES キーリングを作成します。

以下の例では、Raw AES キーリングを作成する方法を示します。AESWrappingKeyこの変数は、指定し
たキーマテリアルを表します。

C

で RAW AES キーリングをインスタンス化するにはAWS Encryption SDK for C、を使用しま
すaws_cryptosdk_raw_aes_keyring_new()。完全な例については、raw_aes_keyring.c を参照し
てください。

struct aws_allocator *alloc = aws_default_allocator();

AWS_STATIC_STRING_FROM_LITERAL(wrapping_key_namespace, "HSM_01");
AWS_STATIC_STRING_FROM_LITERAL(wrapping_key_name, "AES_256_012");

struct aws_cryptosdk_keyring *raw_aes_keyring = aws_cryptosdk_raw_aes_keyring_new( 
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        alloc, wrapping_key_namespace, wrapping_key_name, aes_wrapping_key, 
 wrapping_key_len);

C# / .NET

.NETAWS Encryption SDK 用の RAW AES キーリングを作成するに
は、materialProviders.CreateRawAesKeyring()メソッドを使用します。完全な例について
は、「RawAesKeyringExample .cs」を参照してください。

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material providers
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

var keyNamespace = "HSM_01";
var keyName = "AES_256_012";

// This example uses the key generator in Bouncy Castle to generate the key material.
// In production, use key material from a secure source.
var aesWrappingKey = new 
 MemoryStream(GeneratorUtilities.GetKeyGenerator("AES256").GenerateKey());

// Create the keyring that determines how your data keys are protected.
var createKeyringInput = new CreateRawAesKeyringInput
{ 
    KeyNamespace = keyNamespace, 
    KeyName = keyName, 
    WrappingKey = aesWrappingKey, 
    WrappingAlg = AesWrappingAlg.ALG_AES256_GCM_IV12_TAG16
};

var keyring = materialProviders.CreateRawAesKeyring(createKeyringInput);

JavaScript Browser

AWS Encryption SDK for JavaScriptブラウザのは、WebCryptoAPI から暗号化プリミティブを取得し
ます。キーリングを作成する前に、RawAesKeyringWebCrypto.importCryptoKey() WebCrypto 
を使用して未処理のキーマテリアルをバックエンドにインポートする必要があります。これにより、 
WebCrypto への呼び出しがすべて非同期であってもキーリングが完了することが保証されます。

次に、Raw AES キーリングをインスタンス化するには、RawAesKeyringWebCrypto()メソッドを
使用します。キーマテリアルの長さに基づいて AES ラッピングアルゴリズム (「ラッピングスイー
ト」) を指定する必要があります。完全な例については、aes_simple.ts (JavaScript ブラウザ) を参照
してください。

const keyNamespace = 'HSM_01'
const keyName = 'AES_256_012'

const wrappingSuite = 
  RawAesWrappingSuiteIdentifier.AES256_GCM_IV12_TAG16_NO_PADDING

/* Import the plaintext AES key into the WebCrypto backend. */
const aesWrappingKey = await RawAesKeyringWebCrypto.importCryptoKey( 
  rawAesKey, 
  wrappingSuite
)

const rawAesKeyring = new RawAesKeyringWebCrypto({ 
  keyName, 
  keyNamespace, 
  wrappingSuite, 
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  aesWrappingKey
})

JavaScript Node.js

AWS Encryption SDK for JavaScriptfor Node.js で Raw AES キーリングをインスタンス化するには、
RawAesKeyringNodeクラスのインスタンスを作成します。キーマテリアルの長さに基づいて AES 
ラッピングアルゴリズム (「ラッピングスイート」) を指定する必要があります。完全な例について
は、aes_simple.ts (JavaScript Node.js) を参照してください。

const keyName = 'AES_256_012'
const keyNamespace = 'HSM_01'

const wrappingSuite = 
  RawAesWrappingSuiteIdentifier.AES256_GCM_IV12_TAG16_NO_PADDING

const rawAesKeyring = new RawAesKeyringNode({ 
  keyName, 
  keyNamespace, 
   aesWrappingKey, 
  wrappingSuite,
}) 

Raw RSA キーリング
Raw RSA キーリングは、指定した RSA 公開鍵と秘密鍵を使用して、ローカルメモリ内のデータキーを
非対称に暗号化および復号化します。プライベートキーを生成、保存、保護する必要があります。ハード
ウェアセキュリティモジュール (HSM) またはキー管理システムで行う必要があります。暗号化関数を使用
して、RSA パブリックキーのデータキーを暗号化します。復号関数でプライベートキーを使用して、デー
タキーを復号します。複数の RSA パディングモードから選択できます。

暗号化と復号を行う Raw RSA キーリングには、非対称のパブリックキーとプライベートキーのペアを含
める必要があります。ただし、公開鍵のみを持つ Raw RSA キーリングでデータを暗号化したり、秘密
鍵だけを持つ Raw RSA キーリングでデータを復号化したりできます。マルチキーリングには、任意の 
Raw RSA キーリングを含めることができます (p. 68)。Raw RSA キーリングに公開鍵と秘密鍵を設定
する場合は、それらが同じkey pair の一部であることを確認してください。の言語実装によっては、AWS 
Encryption SDK異なるペアのキーで Raw RSA キーリングを作成しない場合があります。他の人は、キー
が同じkey pair ものであることを確認するためにあなたに頼っています。

ののおよびのAWS Encryption SDK for Pythonが非対称暗号化キーと共に使用されるとき、Raw 
RSAAWS Encryption SDK for Java キーリングはこれらに相当し、これらと共に使用できま
す。JceMasterKeyRawMasterKeyある実装でデータを暗号化し、それを他の実装で、同じラッピングキー
を使用して復号することができます。詳細については、「キーリングの互換性 (p. 50)」を参照してくだ
さい。

Note

Raw RSA キーリングには非対称 KMS キーを使用しないでください。Raw RSA キーリングは 
KMS キーをサポートしていません。
RSA KMS のパブリックキーを含む Raw RSA キーリングを使用してデータを暗号化する場
合、AWS Encryption SDKも復号できませんAWS KMS。AWS KMS非対称 KMS キーのプライ
ベートキーを Raw RSA キーリングにエクスポートすることはできません。AWS KMS復号化操作
では、AWS Encryption SDKが返す暗号化されたメッセージを復号化できません (p. 9)。

AWS Encryption SDK for C で Raw RSA キーリングを作成する場合は、各キーを含む PEM ファイル
の内容は、パスやファイル名ではなく、null で終わる C の文字列を指定するようにしてください。で 
Raw RSA キーリングを作成する場合は JavaScript、他の言語の実装との互換性が失われる可能性があ
る (p. 99)ことに注意してください。
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名前空間と名前

キーリング内の RSA キーマテリアルを識別するために、未加工の RSA キーリングは指定したキー名前空
間とキー名を使用します。これらの値はシークレットではありません。これらは、暗号化オペレーション
が返す暗号化されたメッセージ (p. 9)のヘッダーにプレーンテキストで表示されます。HSM またはキー管
理システムの RSA key pair (またはそのプライベートキー) を識別するキー名前空間とキー名を使用するこ
とをお勧めします。

Note

キー名前空間とキー名は、およびの「プロバイダー ID」(または「プロバイダー」) と
「JceMasterKeyキー ID」フィールドと同じですRawMasterKey。
はAWS Encryption SDK for C KMSaws-kms キー用のキー名前空間の値を予約します。RAW AES 
キーリングや Raw RSA キーリングには使用しないでくださいAWS Encryption SDK for C。

特定のメッセージを暗号化および復号化するためにさまざまなキーリングを作成する場合、名前空間と名
前の値が重要です。復号化キーリング内のキー名前空間とキー名が、暗号化キーリング内のキー名前空間
とキー名と完全に一致せず、大文字と小文字が区別されない場合、キーが同じキーkey pair からのもので
あっても、復号化キーリングは使用されません。

暗号化キーリングと復号化キーリングのキーマテリアルのキーネームスペースとキー名は、キーリングに 
RSA 公開キー、RSA プライベートキー、またはキーkey pair 内の両方のキーが含まれているかどうかに
かかわらず、同じでなければなりません。たとえば、HSM_01キー名前空間とキー名を含む RSA 公開鍵の 
Raw RSARSA_2048_06 鍵リングでデータを暗号化するとします。そのデータを復号化するには、プライ
ベートキー (またはkey pair) と同じキーネームスペースと名前を使用して Raw RSA キーリングを作成しま
す。

パディングモード

暗号化と復号化に使用する Raw RSA キーリングにはパディングモードを指定するか、それを自動的に指
定する言語実装の機能を使用する必要があります。

は、各言語の制約に応じて、AWS Encryption SDK以下のパディングモードをサポートしています。OAEP
パディングモード、特に SHA-256 の OAEP と SHA-256 パディングの MGF1 をお勧めします。PKCS1 パ
ディングモードは、下位互換性のためにのみサポートされています。

• OAEP (SHA-1 搭載) および MGF1 (SHA-1 パディング付き)
• SHA-256 搭載の OAEP と SHA-256 パディング付き MGF1
• SHA-384 搭載の OAEP と SHA-384 パディング付き MGF1
• SHA-512 搭載の OAEP と SHA-512 パディング付き MGF1
• PKCS1 v1.5 パディング

次の例は、RSA キーペアのパブリックキーとプライベートキーを使用して Raw RSA キーリングを作成す
る方法と、SHA-256 パディングモードで SHA-256 と MGF1 を使用して OAEP を作成する方法を示してい
ます。RSAPublicKeyRSAPrivateKeyおよび変数は、ユーザーが提供する重要な内容を表します。

C

で Raw RSA キーリングを作成するにはAWS Encryption SDK for C、を使用しま
すaws_cryptosdk_raw_rsa_keyring_new。

AWS Encryption SDK for C で Raw RSA キーリングを作成する場合は、各キーを含む PEM ファイル
の内容は、パスやファイル名ではなく、null で終わる C の文字列を指定するようにしてください。詳
細な例については、raw_rsa_keyring.c を参照してください。

struct aws_allocator *alloc = aws_default_allocator();

AWS_STATIC_STRING_FROM_LITERAL(key_namespace, "HSM_01");
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AWS_STATIC_STRING_FROM_LITERAL(key_name, "RSA_2048_06");

struct aws_cryptosdk_keyring *rawRsaKeyring = aws_cryptosdk_raw_rsa_keyring_new( 
    alloc, 
    key_namespace, 
    key_name, 
    private_key_from_pem, 
    public_key_from_pem, 
    AWS_CRYPTOSDK_RSA_OAEP_SHA256_MGF1);

C# / .NET

AWS Encryption SDKfor .NET で Raw RSA キーリングをインスタンス化するに
は、materialProviders.CreateRawRsaKeyring()メソッドを使用します。完全な例について
は、RawRSAKeyringExample .cs を参照してください。

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material providers
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

var keyNamespace = "HSM_01";
var keyName = "RSA_2048_06";

// Get public and private keys from PEM files
var publicKey = new 
 MemoryStream(System.IO.File.ReadAllBytes("RSAKeyringExamplePublicKey.pem"));
var privateKey = new 
 MemoryStream(System.IO.File.ReadAllBytes("RSAKeyringExamplePrivateKey.pem"));

// Create the keyring input
var createRawRsaKeyringInput = new CreateRawRsaKeyringInput
{ 
    KeyNamespace = keyNamespace, 
    KeyName = keyName, 
    PaddingScheme = PaddingScheme.OAEP_SHA512_MGF1, 
    PublicKey = publicKey, 
    PrivateKey = privateKey
};

// Create the keyring
var rawRsaKeyring = materialProviders.CreateRawRsaKeyring(createRawRsaKeyringInput);

JavaScript Browser

AWS Encryption SDK for JavaScriptブラウザのは、WebCryptoライブラリから暗号化プリミティブを
取得します。キーリングを作成する前に、importPublicKey()未処理のキーマテリアルを使用した
り、importPrivateKey() WebCrypto バックエンドにインポートしたりする必要があります。これ
により、 WebCrypto への呼び出しがすべて非同期であってもキーリングが完了することが保証されま
す。インポートメソッドが取るオブジェクトには、ラッピングアルゴリズムとそのパディングモード
が含まれます。

キーマテリアルをインポートしたら、RawRsaKeyringWebCrypto()メソッドを使用してキーリング
をインスタンス化します。で Raw RSA キーリングを作成する場合は JavaScript、他の言語の実装と
の互換性が失われる可能性がある (p. 99)ことに注意してください。

詳細な例については、rsa_simple.ts (JavaScript ブラウザ) を参照してください。

const privateKey = await RawRsaKeyringWebCrypto.importPrivateKey( 
  privateRsaJwKKey
)
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const publicKey = await RawRsaKeyringWebCrypto.importPublicKey( 
  publicRsaJwKKey
)

const keyNamespace = 'HSM_01'
const keyName = 'RSA_2048_06'

const keyring = new RawRsaKeyringWebCrypto({ 
  keyName, 
  keyNamespace, 
  publicKey, 
  privateKey,
})              

JavaScript Node.js

Node.jsAWS Encryption SDK for JavaScript 用の Raw RSA キーリングをインスタンス化するに
は、RawRsaKeyringNodeクラスの新しいインスタンスを作成します。wrapKeyこのパラメー
ターには、パブリックキーが保持されます。unwrapKeyパラメータには秘密鍵が格納されま
す。RawRsaKeyringNodeコンストラクターはデフォルトのパディングモードを自動的に計算します
が、好みのパディングモードを指定することもできます。

で Raw RSA キーリングを作成する場合は JavaScript、他の言語の実装との互換性が失われる可能性
がある (p. 99)ことに注意してください。

詳細な例については、rsa_simple.ts (JavaScript Node.js) を参照してください。

const keyNamespace = 'HSM_01'
const keyName = 'RSA_2048_06'

const keyring = new RawRsaKeyringNode({ keyName, keyNamespace, rsaPublicKey, 
 rsaPrivateKey})

マルチキーリング
キーリングは組み合わせてマルチキーリングにすることができます。マルチキーリングは、種類に関係な
く、1 つ以上の個別のキーリングで構成されるキーリングです。一連のキーリングを複数使用した場合の
ように動作します。マルチキーリングを使用してデータを暗号化する場合は、そのキーリングに含まれる
任意のラッピングキーを使用してそのデータを復号できます。

マルチキーリングを作成してデータを暗号化する場合は、いずれかのキーリングをジェネレーターキーリ
ングに指定します。他のすべてのキーリングは、子キーリングと呼ばれます。ジェネレーターキーリン
グは、プレーンテキストのデータキーを生成して暗号化します。その後、すべての子キーリングのすべて
のラッピングキーによって、そのプレーンテキストデータキーが暗号化されます。マルチキーリングは、
プレーンテキストのキーと、マルチキーリングのラッピングキーごとに 1 つの暗号化されたデータキー
を返します。ジェネレーターキーリングを使用せずにマルチキーリングを作成する場合は、データを復号
できますが暗号化することはできません。ジェネレーターキーリングが KMS キーリング (p. 52)の場
合、AWS KMS キーリングのジェネレーターキーはプレーンテキストのキーを生成して暗号化します。そ
の後、AWS KMS キーリングのすべての追加の AWS KMS keys と、マルチキーリングのすべての子キーリ
ングのすべてのラッピングキーによって、同じプレーンテキストのキーが暗号化されます。

復号する際、AWS Encryption SDK では、キーリングを使用して暗号化されたデータキーのいずれかの復
号を試みます。キーリングは、マルチキーリングで指定された順番で呼び出されます。暗号化されたデー
タキーがキーリングの任意のキーによって復号されると、処理は停止されます。

バージョン 1.7.x (p. 199) からは、暗号化されたデータキーが AWS Key Management Service (AWS 
KMS) キーリング (またはマスターキープロバイダー) で暗号化されるとき、AWS Encryption SDK は AWS 
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KMS key のキー ARN を AWS KMS復号オペレーションの KeyId パラメータに常に渡します。これが 
AWS KMS のベストプラクティスです。使用を意図したラッピングキーで、暗号化されたデータキーを復
号できるようになります。

マルチキーリングの実際の例については、以下を参照してください。

• C: multi_keyring.cpp
• C#/.NET: MultiKeyringExample.cs
• JavaScript Node.js: multi_keyring.ts
• JavaScript Browser: multi_keyring.ts

マルチキーリングを作成するにはまず、子キーリングをインスタンス化します。この例では、AWS KMS 
キーリングと Raw AES キーリングを使用していますが、サポートされている任意のキーリングをマルチ
キーリングに組み合わせることができます。

C

/* Define an AWS KMS keyring. For details, see string.cpp */
struct aws_cryptosdk_keyring *kms_keyring = 
 Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder().Build(example_key);

// Define a Raw AES keyring. For details, see raw_aes_keyring.c */
struct aws_cryptosdk_keyring *aes_keyring = aws_cryptosdk_raw_aes_keyring_new( 
        alloc, wrapping_key_namespace, wrapping_key_name, wrapping_key, 
 AWS_CRYPTOSDK_AES256);

C# / .NET

// Define an AWS KMS keyring. For details, see AwsKmsKeyringExample.cs.
var kmsKeyring = materialProviders.CreateAwsKmsKeyring(createKmsKeyringInput);

// Define a Raw AES keyring. For details, see RawAESKeyringExample.cs.
var aesKeyring = materialProviders.CreateRawAesKeyring(createAesKeyringInput);

JavaScript Browser

const clientProvider = getClient(KMS, { credentials })

// Define an AWS KMS keyring. For details, see kms_simple.ts.  
const kmsKeyring = new KmsKeyringBrowser({ generatorKeyId: exampleKey })

// Define a Raw AES keyring. For details, see aes_simple.ts.
const aesKeyring = new RawAesKeyringWebCrypto({ keyName, keyNamespace, wrappingSuite, 
 masterKey })

JavaScript Node.js

// Define an AWS KMS keyring. For details, see kms_simple.ts.  
const kmsKeyring = new KmsKeyringNode({ generatorKeyId: exampleKey })

// Define a Raw AES keyring. For details, see raw_aes_keyring_node.ts.
const aesKeyring = new RawAesKeyringNode({ keyName, keyNamespace, wrappingSuite, 
 unencryptedMasterKey })

次に、マルチキーリングを作成し、ジェネレーターキーリングがある場合はそれを指定します。この例で
は、AWS KMS キーリングがジェネレーターキーリングで AES キーリングが子キーリングのマルチキーリ
ングを作成します。
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C

C のマルチキーリングのコンストラクタでは、ジェネレーターキーリングのみを指定します。

struct aws_cryptosdk_keyring *multi_keyring = aws_cryptosdk_multi_keyring_new(alloc, 
 kms_keyring);

マルチキーリングに子キーリングを追加するには、aws_cryptosdk_multi_keyring_add_child
メソッドを使用します。このメソッドは、追加する子キーリングごとに呼び出す必要があります。

// Add the Raw AES keyring (C only)
aws_cryptosdk_multi_keyring_add_child(multi_keyring, aes_keyring);

C# / .NET

.NETCreateMultiKeyringInput コンストラクタでは、ジェネレータキーリングと子キーリングを
定義できます。CreateMultiKeyringInput結果のオブジェクトは不変です。

var createMultiKeyringInput = new CreateMultiKeyringInput
{ 
    Generator = kmsKeyring, 
    ChildKeyrings = new List<IKeyring>() {aesKeyring}
};

var multiKeyring = materialProviders.CreateMultiKeyring(createMultiKeyringInput);

JavaScript Browser

JavaScript マルチキーリングはイミュータブルです。 JavaScript マルチキーリングのコンストラクタ
では、ジェネレーターキーリングと複数の子キーリングを指定できます。

const clientProvider = getClient(KMS, { credentials })

const multiKeyring = new MultiKeyringWebCrypto(generator: kmsKeyring, children: 
 [aesKeyring]);

JavaScript Node.js

JavaScript マルチキーリングはイミュータブルです。 JavaScript マルチキーリングのコンストラクタ
では、ジェネレーターキーリングと複数の子キーリングを指定できます。

const multiKeyring = new MultiKeyringNode(generator: kmsKeyring, children: 
 [aesKeyring]);

これで、データの暗号化と復号にマルチキーリングを使用できます。

C でマルチキーリングを作成して使用する方法の詳しい例については、multi_keyring.cpp を参照してくだ
さい。
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AWS Encryption SDK のプログラミ
ング言語

AWS Encryption SDK は次のプログラミング言語で使用できます。言語実装はすべて相互運用可能です。
ある言語実装で暗号化し、別の言語実装で復号できます。相互運用性は、言語の制約を受ける可能性が
あります。その場合の制約については、言語実装に関するトピックで説明します。また、暗号化および復
号を行う場合は、互換性のあるキーリング、またはマスターキーとマスターキープロバイダーを使用する
必要があります。詳細については、「the section called “キーリングの互換性” (p. 50)」を参照してくださ
い。

トピック
• AWS Encryption SDK for C (p. 71)
• AWS Encryption SDK.NET 用に (p. 81)
• AWS Encryption SDK for Java (p. 88)
• AWS Encryption SDK for JavaScript (p. 98)
• AWS Encryption SDK for Python (p. 107)
• AWS Encryption SDK コマンドラインインターフェイス (p. 116)

AWS Encryption SDK for C
AWS Encryption SDK for C は、C でアプリケーションを作成するデベロッパーにクライアント側の暗号化
ライブラリを提供します。また、より抽象度の高いプログラミング言語で AWS Encryption SDK を実装す
るための基盤として機能するように設計されています。

AWS Encryption SDK のすべての実装と同様に、AWS Encryption SDK for C にも高度なデータ保護機能が
用意されています。これにはエンベロープ暗号化、追加の認証データ (AAD)、キー取得および署名で使用
する 256 ビット AES-GCM などのセキュアで認証済みの対称キーアルゴリズムスイート (p. 9)などが含ま
れます。

AWS Encryption SDK のすべての言語固有の実装は、完全に相互運用できます。たとえば、でデータを暗
号化できます。AWS Encryption SDK for Cで復号サポートされている言語実装 (p. 71)を含む。AWS暗
号化 CLI (p. 116)。

-AWS Encryption SDK for Cにはが必要ですAWS SDK for C++との対話AWS Key Management 
Service(AWS KMS). オプションを使用する場合にのみ使用する必要がありますAWS KMSキーリン
グ (p. 52)。ただし、AWS Encryption SDK では、AWS KMS や他の AWS のサービスは不要です。

詳細はこちら

• でのプログラミングについての詳細AWS Encryption SDK for C「」を参照してください。C の
例 (p. 75)とすると、例のaws-encryption-sdk-c リポジトリオンGitHubであり、AWS Encryption SDK 
for CAPI ドキュメント。

• の使い方についての議論についてはAWS Encryption SDK for C複数のデータを復号化できるようにデー
タを暗号化するにはAWS リージョン「」を参照してください。複数のリージョンで暗号文を復号化する
方法AWS Encryption SDKC でのAWSセキュリティブログ。
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トピック
• AWS Encryption SDK for C のインストール (p. 72)
• AWS Encryption SDK for C の使用 (p. 72)
• AWS Encryption SDK for C の例 (p. 75)

AWS Encryption SDK for C のインストール
最新バージョンのをインストールするAWS Encryption SDK for C。

Note

のすべてのバージョンAWS Encryption SDK for C2.0.0 より前のend-of-support段階。
バージョン 2.0 から安全に更新できます。xそして後で最新バージョンにAWS Encryption SDK 
for Cコードやデータの変更はありません。ただし、新しいセキュリティ機能 (p. 201)バージョ
ン 2.0 で導入されましたx下位互換性はありません。1.7. 1.7. x より前のバージョンから更新
するxバージョン 2.0 へxその後、まず最新の 1 に更新する必要がありますxのバージョンAWS 
Encryption SDK for C。詳細については、「移行するAWS Encryption SDK (p. 205)」を参照して
ください。

のインストールと構築の詳細な手順が記載されていますAWS Encryption SDK for C()README ファイ
ルのaws-encryption-sdk-crepository。Amazon Linux、Ubuntu、macOS、およびWindowsプラットフォー
ムで構築するための手順が含まれています。

開始前に、AWS Encryption SDK で AWS KMS キーリング (p. 52)を使用するかどうかを決定してくださ
い。使用するものAWS KMSキーリング、インストールする必要がありますAWS SDK for C++。-AWSと
やり取りするには SDK が必要ですAWS Key Management Service(AWS KMS). 使用するバージョンAWS 
KMSキーリング、AWS Encryption SDK使用するAWS KMSデータを保護する暗号化キーを生成して保護し
ます。

をインストールする必要はありませんAWS SDK for C++未加工の AES キーリング、未加工の RSA キー
リング、またはキーリングを含まないマルチキーリングなど、別のキーリングタイプを使用している場合
AWS KMSキーリング。ただし、raw キーリングタイプを使用するもの、独自の raw ラッピングキーを生
成して保護する必要があります。

使用するキーリングタイプを決める際のヘルプについては、the section called “キーリングを選
ぶ” (p. 51)。

インストールに問題がある場合は、aws-encryption-sdk-c リポジトリで問題を提起するか、このペー
ジのフィードバックリンクのいずれかを使用してください。

AWS Encryption SDK for C の使用
このトピックでは、他のプログラミング言語の実装ではサポートされていない AWS Encryption SDK for C 
のいくつかの機能について説明します。

このセクションの例では、AWS Encryption SDK for C のバージョン 2.0.x (p. 198) 以降の使用方法につ
いて説明します。前バージョンを使用する例については、GitHub の aws-encryption-sdk-c リポジトリのリ
リースリストで使用中のリリースを検索してください。

AWS Encryption SDK for C でのプログラミングの詳細については、C 言語の例 (p. 75)、GitHub の
aws-encryption-sdk-c リポジトリの例、AWS Encryption SDK for C API ドキュメントを参照してくださ
い。

「キーリングの使用 (p. 48)」も参照してください。
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トピック
• データの暗号化と復号の流れ (p. 73)
• 参照カウント (p. 74)

データの暗号化と復号の流れ
AWS Encryption SDK for C を使用する場合は、キーリング (p. 7)を作成し、そのキーリングを使用する
CMM (p. 9) を作成し、その CMM (およびキーリング) を使用するセッションを作成し、そのセッションを
処理するという流れに従います。

1. エラー文字列を読み込みます。

を呼び出します。aws_cryptosdk_load_error_strings()C または C++ コード内のメソッドで
す。デバッグに非常に便利なエラー情報をロードします。

一回だけ呼べばいいよ。main方法。

/* Load error strings for debugging */
aws_cryptosdk_load_error_strings();

2. キーリングを作成します。

データキーの暗号化に使用するラッピングキーでキーリング (p. 7)を設定します。この例では、AWS 
KMS キーリング (p. 52)を 1 つの AWS KMS key で使用していますが、任意のタイプのキーリングを
使用できます。

を特定するにはAWS KMS keyの暗号化キーリングでAWS Encryption SDK for Cで、キー ARNまた
はエイリアス ARN。復号キーリングでは、キー ARN を使用する必要があります。詳細については、
「AWS KMS キーリングの AWS KMS keys の指定 (p. 53)」を参照してください。

const char * KEY_ARN = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"     
struct aws_cryptosdk_keyring *kms_keyring =  
       Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder().Build(KEY_ARN);

3. セッションを作成します。

AWS Encryption SDK for C では、そのサイズにかかわらず、1 つのセッションを使用して 1 つのプ
レーンテキストのメッセージを暗号化するか、1 つの暗号化テキストのメッセージを復号します。
セッションでは、そのプロセスを通じてメッセージの状態が維持されます。

アロケーター、キーリング、モード (AWS_CRYPTOSDK_ENCRYPT または
AWS_CRYPTOSDK_DECRYPT) を使用してセッションを設定します。セッションのモードを変更する必
要がある場合は、aws_cryptosdk_session_reset メソッドを使用します。

キーリングを使用してセッションを作成すると、AWS Encryption SDK for C はデフォルトの暗号化マ
テリアルマネージャー (CMM) を自動で作成します。このオブジェクトの作成、管理、破棄を行う必要
はありません。

例えば、次のセッションでは、ステップ 1 で定義したアロケーターとキーリングを使用します。デー
タを暗号化する場合は、モードは AWS_CRYPTOSDK_ENCRYPT です。

struct aws_cryptosdk_session * session = 
 aws_cryptosdk_session_new_from_keyring_2(allocator, AWS_CRYPTOSDK_ENCRYPT, 
 kms_keyring);
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4. データを暗号化または復号します。

セッションでデータを処理するには、aws_cryptosdk_session_process メソッ
ドを使用します。入力バッファがプレーンテキスト全体を保持するのに十分なサイズ
であり、出力バッファが暗号化テキスト全体を保持するのに十分なサイズである場合
は、aws_cryptosdk_session_process_full を呼び出すことができます。ただし、ス
トリーミングデータを処理する必要がある場合は、aws_cryptosdk_session_process を
ループで呼び出すことができます。例については、file_streaming.cpp の例を参照してくださ
い。aws_cryptosdk_session_process_full は、AWS Encryption SDK バージョン 1.9.x および 
2.2.x で導入されています。

セッションでデータを暗号化するように設定されている場合、プレーンテキストフィールドは入力、
暗号化テキストフィールドは出力を表します。plaintext フィールドは、暗号化するメッセージ
を保持しており、ciphertext フィールドは、暗号化メソッドによって返る暗号化されたメッセー
ジ (p. 228)を取得します。

/* Encrypting data */
aws_cryptosdk_session_process_full(session, 
                                   ciphertext, 
                                   ciphertext_buffer_size, 
                                   &ciphertext_length, 
                                   plaintext, 
                                   plaintext_length) 
                               

セッションでデータを復号するように設定されている場合、暗号化テキストフィールドは入力、プ
レーンテキストフィールドは出力を表します。ciphertext フィールドは、暗号化メソッドより返
る暗号化されたメッセージ (p. 228)を保持しており、plaintext フィールドは、復号メソッドより
返るプレーンテキストメッセージを取得します。

データを復号するには、aws_cryptosdk_session_process_full メソッドを呼び出します。

/* Decrypting data */
aws_cryptosdk_session_process_full(session, 
                                   plaintext, 
                                   plaintext_buffer_size, 
                                   &plaintext_length, 
                                   ciphertext, 
                                   ciphertext_length) 
                                    

参照カウント
メモリリークを防ぐために、作成したすべてのオブジェクトへの参照はオブジェクトの使用が完了したら
解放するようにします。それ以外の場合は、最終的にメモリリークが発生します。SDK には、この作業を
簡略化するメソッドがあります。

次のいずれかの子オブジェクトを使用して親オブジェクトを作成すると、親オブジェクトは子オブジェク
トへの参照を作成して管理します。

• キーリング (p. 7) (キーリングを使用したセッションの作成など)
• デフォルトの暗号化マテリアルマネージャー (p. 9) (CMM) (デフォルトの CMM を使用したセッションや

カスタム CMM の作成など)
• データキーキャッシュ (p. 156) (キーリングとキャッシュを使用したキャッシュ CMM の作成など)

子オブジェクトへの独立参照が必要でない限り、親オブジェクトを作成したら子オブジェクトへの参照は
すぐに解放できます。親オブジェクトが破棄されると、残っている子オブジェクトへの参照は解放されま
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す。このパターンでは、各オブジェクトへの参照を必要な期間だけ保持することができます。また、参照
の未開放が原因でメモリリークが発生することもありません。

作成した子オブジェクトへの参照の明示的な解放は、お客様が行う必要があります。SDK が作
成したオブジェクトへの参照の管理は、お客様が行う必要はありません。SDK がオブジェクト 
(aws_cryptosdk_caching_cmm_new_from_keyring メソッドがセッションに追加するデフォルトの 
CMM など) を作成する場合は、SDK がオブジェクトとその参照の作成と破棄を管理します。

次の例では、キーリング (p. 7)を使用してセッションを作成すると、セッションはキーリングへの参照
を作成し、セッションが破棄されるまでその参照を管理します。キーリングへの追加の参照を管理する
必要がない場合は、セッションを作成したら aws_cryptosdk_keyring_release メソッドを使用し
てキーリングオブジェクトを解放できます。このメソッドでは、キーリングの参照カウントは減少しま
す。aws_cryptosdk_session_destroy を呼び出してセッションを破棄すると、セッションのキーリ
ングへの参照は解放されます。

// The session gets a reference to the keyring.
struct aws_cryptosdk_session *session =  
 aws_cryptosdk_session_new_from_keyring_2(alloc, AWS_CRYPTOSDK_ENCRYPT, keyring);

// After you create a session with a keyring, release the reference to the keyring object.
aws_cryptosdk_keyring_release(keyring);

複数のセッションでキーリングを再利用したり、CMM でアルゴリズムスイートを指定したりするなど、
より複雑なタスクの場合は、オブジェクトへの独立参照を管理する必要があります。その場合は、解放の
メソッドをすぐに呼び出さないでください。代わりに、セッションの破棄だけでなく、オブジェクトを使
用しなくなったときにも参照を解放します。

この参照カウント手法は、データキーキャッシュ (p. 156)用の CMM のキャッシングなど、代替 CMM を
使用している場合にも機能します。キャッシュとキーリングからキャッシュ CMM を作成すると、キャッ
シュ CMM はその両方のオブジェクトへの参照を作成します。別のタスクでそれらが必要でない限り、
キャッシュ CMM を作成したらキャッシュとキーリングへの独立参照はすぐに解放できます。その後、
キャッシュ CMM を使用してセッションを作成するときに、キャッシュ CMM への参照を解放できます。

作成したオブジェクトへの参照の明示的な解放は、お客様が行う必要があります。メソッドが作成するオ
ブジェクト (キャッシュ CMM の元になるデフォルトの CMM など) は、メソッドが管理します。

/ Create the caching CMM from a cache and a keyring.
struct aws_cryptosdk_cmm *caching_cmm = 
 aws_cryptosdk_caching_cmm_new_from_keyring(allocator, cache, kms_keyring, NULL, 60, 
 AWS_TIMESTAMP_SECS);

// Release your references to the cache and the keyring.
aws_cryptosdk_materials_cache_release(cache);
aws_cryptosdk_keyring_release(kms_keyring);

// Create a session with the caching CMM.
struct aws_cryptosdk_session *session = aws_cryptosdk_session_new_from_cmm_2(allocator, 
 AWS_CRYPTOSDK_ENCRYPT, caching_cmm);

// Release your references to the caching CMM.
aws_cryptosdk_cmm_release(caching_cmm);

// ...

aws_cryptosdk_session_destroy(session);

AWS Encryption SDK for C の例
以下の例では、AWS Encryption SDK for C を使用してデータの暗号化と復号を行う方法を示します。
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このセクションの例では、バージョン 2.0 の使用方法を示します。x以降のAWS Encryption SDK for C。以
前のバージョンを使用する例については、リリースのリストaws-encryption-sdk-c リポジトリ上のリポジ
トリGitHub。

AWS Encryption SDK for C をインストールおよび構築する場合、これらの例やその他の例のソースコード
は examples サブディレクトリに含まれており、build ディレクトリにコンパイルおよびビルドされま
す。また、例のサブディレクトリaws-encryption-sdk-c上のリポジトリGitHub。

トピック
• 文字列の暗号化と復号 (p. 76)

文字列の暗号化と復号
次の例は、AWS Encryption SDK for C を使用して文字列の暗号化と復号を行う方法を示しています。

この例では、AWS KMSキーリング (p. 52)を用いるキーリングの一種である。AWS KMS keyにAWS Key 
Management Service(AWS KMS)データキーを生成して暗号化します。この例では、C++ で記述され
たコードが含まれています。-AWS Encryption SDK for Cが必須です。AWS SDK for C++を呼び出しま
す。AWS KMSを使用する際AWS KMSキーリング。やりとりしないキーリングを使っている場合AWS 
KMSたとえば、未加工の AES キーリング、raw RSA キーリング、またはマルチキーリングにはAWS 
KMSキーリング、AWS SDK for C++は必須ではありません。

作成に関するヘルプAWS KMS key「」を参照してください。キーの作成のAWS Key Management Service
デベロッパーガイド。の識別に関するヘルプAWS KMS keysでAWS KMSキーリング、「」を参照してく
ださい。AWS KMS キーリングの AWS KMS keys の指定 (p. 53)。

完全なコードサンプルの参照: string.cpp

トピック
• 文字列の暗号化 (p. 76)
• 文字列の復号 (p. 78)

文字列の暗号化

この例の最初の部分では、AWS KMSキーリング、1 つAWS KMS keyプレーンテキスト文字列を暗号化し
ます。

[Step 1.](ステップ 1.) エラー文字列を読み込みます。

を呼び出します。aws_cryptosdk_load_error_strings()メソッドを C または C++ コードで指
定します。デバッグに非常に便利なエラー情報をロードします。

それを 1 回だけ呼び出す必要があります。main方法。

/* Load error strings for debugging */
aws_cryptosdk_load_error_strings();

ステップ 2: キーリングを作成します。

を作成するAWS KMS暗号化用のキーリング。この例のキーリングには、1 つのキーリングが設定され
ています。AWS KMS keyと設定できるが、AWS KMS複数のを備えたキーリングAWS KMS keysを含
む。AWS KMS keys異なるAWS リージョンと別のアカウントがあります。

を特定するにはAWS KMS keyの暗号化キーリングでAWS Encryption SDK for Cで、キー ARNまた
はエイリアス ARN。復号キーリングでは、キー ARN を使用する必要があります。詳細について
は、AWS KMS キーリングの AWS KMS keys の指定 (p. 53) を参照してください
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AWS KMS キーリングの AWS KMS keys の指定 (p. 53)

複数のキーリングを作成する場合AWS KMS keysと指定すると、AWS KMS keyプレーンテキストの
データキーの生成と暗号化に使用すると、追加のの任意の配列です。AWS KMS keys同じプレーンテ
キストのデータキーを暗号化します。この場合は、ジェネレーターのみ指定します。AWS KMS key。

このコードを実行する前に、キー ARN を有効なキー ARN に置き換えます。

const char * key_arn = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";     

struct aws_cryptosdk_keyring *kms_keyring =  
       Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder().Build(key_arn);

ステップ 3: セッションを作成します。

アロケーター、モードの列挙子、キーリングを使用してセッションを作成します。

各セッションは、AWS_CRYPTOSDK_ENCRYPT モード (暗号化) または AWS_CRYPTOSDK_DECRYPT
モード (復号) にする必要があります。既存のセッションのモードを変更するに
は、aws_cryptosdk_session_reset メソッドを使用します。

キーリングを使用してセッションを作成したら、SDK が提供する機能を使用してキーリングへの参照
を解放できます。セッションは、その有効期間中、キーリングオブジェクトへの参照を保持します。
セッションを破棄すると、キーリングオブジェクトやセッションオブジェクトへの参照が解放されま
す。この参照カウント (p. 74)方式は、メモリリークを防ぎ、オブジェクトが使用中に解放されない
ようにするために役立ちます。

struct aws_cryptosdk_session *session =  
       aws_cryptosdk_session_new_from_keyring_2(alloc, AWS_CRYPTOSDK_ENCRYPT, 
 kms_keyring);

/* When you add the keyring to the session, release the keyring object */
aws_cryptosdk_keyring_release(kms_keyring);

ステップ 4: 暗号化コンテキストを設定します。

暗号化コンテキスト (p. 8)は、任意の、シークレットではない追加認証データです。暗号化時に暗号化
コンテキストを指定した場合は、暗号化コンテキストは、AWS Encryption SDK によって、データの
復号時に同じ暗号コンテキストが使用されるように、暗号を使用して暗号化テキストにバインドされ
ます。暗号化コンテキストの使用はオプションですが、ベストプラクティスとして推奨します。

まず、暗号化コンテキスト文字列を含むハッシュテーブルを作成します。

/* Allocate a hash table for the encryption context */
int set_up_enc_ctx(struct aws_allocator *alloc, struct aws_hash_table *my_enc_ctx)  

// Create encryption context strings
AWS_STATIC_STRING_FROM_LITERAL(enc_ctx_key1, "Example");
AWS_STATIC_STRING_FROM_LITERAL(enc_ctx_value1, "String");
AWS_STATIC_STRING_FROM_LITERAL(enc_ctx_key2, "Company");
AWS_STATIC_STRING_FROM_LITERAL(enc_ctx_value2, "MyCryptoCorp");

// Put the key-value pairs in the hash table
aws_hash_table_put(my_enc_ctx, enc_ctx_key1, (void *)enc_ctx_value1, &was_created)
aws_hash_table_put(my_enc_ctx, enc_ctx_key2, (void *)enc_ctx_value2, &was_created)

セッション内の暗号化コンテキストへの変更可能なポインタを取得します。次
に、aws_cryptosdk_enc_ctx_clone 関数を使用して、暗号化コンテキストをセッションにコピー
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します。コピーを my_enc_ctx に保持しているため、データの復号後に値を検証することができま
す。

暗号化コンテキストはセッションの一部であり、セッション処理関数に渡されるパラメータではあり
ません。これにより、メッセージ全体を暗号化するためにセッション処理関数が複数回呼び出された
場合でも、必ずメッセージのすべてのセグメントに同じ暗号化コンテキストが使用されるようになり
ます。

struct aws_hash_table *session_enc_ctx = 
 aws_cryptosdk_session_get_enc_ctx_ptr_mut(session);

aws_cryptosdk_enc_ctx_clone(alloc, session_enc_ctx, my_enc_ctx)

ステップ 5: 文字列を暗号化します。

プレーンテキストの文字列を暗号化するには、暗号化モードのセッションで
aws_cryptosdk_session_process_full メソッドを使用します。このメソッドは、
で導入されました。AWS Encryption SDKバージョン 1.9.xと 2.2.xは、非ストリーミン
グ暗号化および復号化のために設計されています。ストリーミングデータを処理するに
は、aws_cryptosdk_session_processループで。

暗号化する場合、プレーンテキストフィールドは入力フィールド、暗号化テキストフィールドは出
力フィールドです。処理が完了すると、ciphertext_output フィールドには、暗号化されたメッ
セージ (p. 9) (例: 実際の暗号化テキスト、暗号化されたデータキー、暗号化コンテキスト) が含まれま
す。この暗号化されたメッセージの復号は、サポートされている任意のプログラミング言語の AWS 
Encryption SDK を使用して行うことができます。

/* Gets the length of the plaintext that the session processed */
size_t ciphertext_len_output;
if (AWS_OP_SUCCESS != aws_cryptosdk_session_process_full(session, 
                                  ciphertext_output, 
                                  ciphertext_buf_sz_output, 
                                  &ciphertext_len_output, 
                                  plaintext_input, 
                                  plaintext_len_input)) { 
    aws_cryptosdk_session_destroy(session); 
    return 8;
}

ステップ 6: セッションをクリーンアップします。

最後のステップでは、CMM とキーリングへの参照を含むセッションを破棄します。

必要に応じて、セッションを破棄せずに、同じキーリングとCMM でセッションを再利用し
て、文字列の復号や、他のメッセージの暗号化または復号を行うことができます。復号のセッ
ションを使用するには、aws_cryptosdk_session_reset メソッドを使用して、モードを
AWS_CRYPTOSDK_DECRYPT に変更します。

文字列の復号

この例の 2 番目の部分では、元の文字列の暗号化テキストを含む暗号化されたメッセージを復号します。

ステップ 1: エラー文字列を読み込みます。

を呼び出します。aws_cryptosdk_load_error_strings()メソッドを C または C++ コードで指
定します。デバッグに非常に便利なエラー情報をロードします。

それを 1 回だけ呼び出す必要があります。main方法。
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/* Load error strings for debugging */
aws_cryptosdk_load_error_strings();

ステップ 2: キーリングを作成します。

AWS KMS のデータを復号する場合は、返る API を暗号化する暗号化されたメッセージ (p. 9)で渡し
ます。-復号化 APIは取らないAWS KMS key入力として。代わりに、AWS KMS は暗号化に使用した
ものと同じ AWS KMS key を使用して暗号化テキストを復号します。ただし、AWS Encryption SDK
では、AWS KMSキーリング付きAWS KMS keys暗号化および復号時。

復号では、暗号化されたメッセージの復号に使用する AWS KMS keys でのみキーリングを設定するこ
とができます。例えば、組織の特定のロールで使用する AWS KMS key のみを使用してキーリングを
作成することができます。-AWS Encryption SDK決して使用しないAWS KMS key復号キーリングに表
示されていない限り。SDK で指定したキーリングの AWS KMS keys を使用して暗号化されたデータ
キーを復号できない場合は、そのデータキーの暗号化にそのキーリングの AWS KMS keys が使用され
ていないか、呼び出し元にそのキーリングの AWS KMS keys を使用して復号するためのアクセス許可
がないために復号の呼び出しが失敗します。

を指定した場合AWS KMS key復号キーリングには、キーリングを使用する必要があります。キー 
ARN。エイリアス ARNは、暗号化キーリングでのみ許可されます。の識別に関するヘルプAWS KMS 
keysでAWS KMSキーリング、「」を参照してください。AWS KMS キーリングの AWS KMS keys の
指定 (p. 53)。

この例では、同じで設定されているキーリングを指定します。AWS KMS key文字列の暗号化に使用さ
れます。このコードを実行する前に、キー ARN を有効なキー ARN に置き換えます。

const char * key_arn = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"     

struct aws_cryptosdk_keyring *kms_keyring = 
        Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder().Build(key_arn);

ステップ 3: セッションを作成します。

アロケーターとキーリングを使用してセッションを作成します。セッションを復号用に設定するに
は、セッションを AWS_CRYPTOSDK_DECRYPT モードに設定します。

キーリングを使用してセッションを作成したら、SDK が提供する機能を使用してキーリングへの参照
を解放できます。セッションは、その有効期間中、キーリングオブジェクトへの参照を保持します。
セッションを破棄すると、セッションとキーリングの両方が解放されます。この参照カウント方式
は、メモリリークを防ぎ、オブジェクトが使用中に解放されないようにするために役立ちます。

struct aws_cryptosdk_session *session =  
 aws_cryptosdk_session_new_from_keyring_2(alloc, AWS_CRYPTOSDK_DECRYPT, kms_keyring);

/* When you add the keyring to the session, release the keyring object */
aws_cryptosdk_keyring_release(kms_keyring);

ステップ 4: 文字列を復号します。

文字列を復号するには、復号用に設定されているセッションで
aws_cryptosdk_session_process_full メソッドを使用します。このメソッドは、
で導入されました。AWS Encryption SDKバージョン 1.9.xと 2.2.xは、非ストリーミン
グ暗号化および復号化のために設計されています。ストリーミングデータを処理するに
は、aws_cryptosdk_session_processループで。

復号する際、暗号化テキストフィールドは入力フィールド、プレーンテキストフィールドは出力
フィールドです。ciphertext_input フィールドには、返るメソッドを暗号化する暗号化された
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メッセージ (p. 228)が含まれます。処理が完了すると、plaintext_output フィールドには、プ
レーンテキスト (復号された) 文字列が含まれます。

size_t plaintext_len_output;

if (AWS_OP_SUCCESS != aws_cryptosdk_session_process_full(session, 
                                  plaintext_output, 
                                  plaintext_buf_sz_output, 
                                  &plaintext_len_output, 
                                  ciphertext_input, 
                                  ciphertext_len_input)) { 
    aws_cryptosdk_session_destroy(session); 
    return 13;
}

ステップ 5: 暗号化コンテキストを確認します。

実際の暗号化コンテキスト（メッセージの復号に使用されたもの）には、メッセージの暗号化時に指
定した暗号化コンテキストが含まれていることを確認します。暗号化マテリアルマネージャー (p. 9)
(CMM) によって、メッセージの暗号化前に指定した暗号化コンテキストにペアが追加される場合があ
るため、実際の暗号化コンテキストには、追加のペアが含まれる場合があります。

AWS Encryption SDK for C では、暗号化コンテキストは SDK から返される暗号化されたメッセージ
に含まれているため、復号時に暗号化コンテキストを指定する必要はありません。ただし、プレーン
テキストのメッセージが返る前に、復号関数を使用して、返った暗号化コンテキスト内のすべてのペ
アが、メッセージの復号に使用された暗号化コンテキスト内にあることを確認する必要があります。

まず、セッション内のハッシュテーブルへの読み取り専用ポインタを取得します。このハッシュテー
ブルには、メッセージの復号に使用された暗号化コンテキストが含まれています。

const struct aws_hash_table *session_enc_ctx = 
 aws_cryptosdk_session_get_enc_ctx_ptr(session);

次に、暗号化時にコピーした my_enc_ctx ハッシュテーブル内の暗号化コンテキストをループ
します。暗号化に使用された my_enc_ctx ハッシュテーブルの各ペアが、復号に使用された
session_enc_ctx ハッシュテーブルに表示されていることを確認します。キーが見つからない場合
や、キーが別の値の場合は、処理を停止し、エラーメッセージを書き込みます。

for (struct aws_hash_iter iter = aws_hash_iter_begin(my_enc_ctx); !
aws_hash_iter_done(&iter); 
      aws_hash_iter_next(&iter)) { 
     struct aws_hash_element *session_enc_ctx_kv_pair; 
     aws_hash_table_find(session_enc_ctx, iter.element.key, &session_enc_ctx_kv_pair) 

    if (!session_enc_ctx_kv_pair || 
        !aws_string_eq( 
            (struct aws_string *)iter.element.value, (struct aws_string 
 *)session_enc_ctx_kv_pair->value)) { 
        fprintf(stderr, "Wrong encryption context!\n"); 
        abort(); 
    }
}

ステップ 6: セッションをクリーンアップします。

暗号化コンテキストを確認したら、セッションを破棄するか、再利用することができます。セッショ
ンを再設定する必要がある場合は、aws_cryptosdk_session_reset方法。

aws_cryptosdk_session_destroy(session);
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AWS Encryption SDK.NET 用に
-AWS Encryption SDKfor .NET は、C# およびその他の .NET プログラミング言語でアプリケーションを作
成するデベロッパー向けのクライアント側の暗号化ライブラリです。Windows、macOS、Linux でサポー
トされています。

すべてプログラミング言語 (p. 71)の実装AWS Encryption SDK完全に相互運用可能です。たとえば、で
データを暗号化できます。AWS Encryption SDK.NETの場合、それを任意で解読するサポートされている
プログラミング言語の実装 (p. 71)を含む。AWS暗号化 CLI (p. 116)である。ただし、互換性のある
キーリングおよびマスターキープロバイダー (p. 50)。

-AWS Encryption SDK.NET については、他のプログラミング言語の実装の一部とは異なります。AWS 
Encryption SDK以下の方法で:

• のサポートはありません。データキーキャッシュ (p. 156)
• ストリーミングデータのサポートなし
• ロギングまたはスタックトレースなし (p. 82)からのAWS Encryption SDK.NET 用に
• が必須です。AWS SDK for .NET (p. 81)

-AWS Encryption SDK.NET では、バージョン 2.0 で導入されたすべてのセキュリティ機能が含まれてい
ます。xおよびそれ以降の他の言語実装のAWS Encryption SDK。ただし、AWS Encryption SDK.NET が 
2.0 より前のバージョンで暗号化されたデータを復号化します。xバージョン別の言語実装AWS Encryption 
SDKでは、コミットメントポリシー (p. 11)。詳細については、「コミットメントポリシーの設定方
法 (p. 215)」を参照してください。

-AWS Encryption SDK.NETにとっての積はAWS Encryption SDKにダフニー、仕様書、それらを実装する
ためのコード、およびそれらをテストするための証明を記述する正式な検証言語。その結果、次の機能を
実装するライブラリが作成されます。AWS Encryption SDK機能的正確性を保証するフレームワークで。

詳細はこちら

• でオプションを設定する方法の例については、AWS Encryption SDKたとえば、代替アルゴリズムスイー
トの指定、暗号化されたデータキーの制限、AWS KMSマルチリージョンキー。AWS Encryption SDK の
設定 (p. 20)。

• を使用したプログラミングの詳細についてはAWS Encryption SDK.NETについては、aws-
encryption-sdk-netのディレクトリ aws-encryption-sdk-dafny上のリポジトリ GitHub。

トピック
• インストール:AWS Encryption SDK.NET 用に (p. 81)
• のデバッグAWS Encryption SDK.NET 用に (p. 82)
• AWS KMSキーリングのキーリングAWS Encryption SDK.NET 用に (p. 82)
• AWS Encryption SDK.NET の例 (p. 83)

インストール:AWS Encryption SDK.NET 用に
-AWS Encryption SDK.NETの場合は、AWS.EncryptionSDKパッケージ化する NuGet。のインストー
ルとビルドの詳細については、AWS Encryption SDK.NETについては、readme.mdのファイルaws-
encryption-sdk-netrepository.

-AWS Encryption SDK.NETの場合、Windowsでのみ.NET Framework 4.5.2 — 4.8をサポートしています。
サポートされているすべてのオペレーティングシステムで、.NET Core 3.0+ および.NET 5.0 以降をサポー
トしています。
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-AWS Encryption SDK.NET ではAWS SDK for .NET使用していない場合でもAWS Key Management 
Service(AWS KMS) キー。これは、 NuGet パッケージ化する。ただし、使用していない限りAWS KMS
キー、AWS Encryption SDK.NETの場合、AWS アカウント,AWS資格情報、または任意のインタラクショ
ンAWSサービス。のセットアップに関するヘルプAWSアカウントが必要なら見てみてAWS KMS での 
AWS Encryption SDK の使用 (p. 16)。

のデバッグAWS Encryption SDK.NET 用に
-AWS Encryption SDK.NET ではログは生成されません。での例外AWS Encryption SDK.NET の場合、例
外メッセージを生成しますが、スタックトレースは生成されません。

デバッグに役立つように、ログインを有効にしてください。AWS SDK for .NET。からのログとエラーメッ
セージAWS SDK for .NETで発生するエラーを区別するのに役立ちます。AWS SDK for .NETにあるもの
からAWS Encryption SDK.NET 用です。のヘルプの利用AWS SDK for .NETロギング、を参照してくだ
さい。AWSLoggingのAWS SDK for .NETデベロッパーガイド。(トピックを表示するには、開いて .NET 
Framework のコンテンツを表示するセクションに追加します。)

AWS KMSキーリングのキーリングAWS Encryption 
SDK.NET 用に
基本的なAWS KMSキーリングのキーリングAWS Encryption SDK.NETの場合は、KMS キーを 1 つだけ
取ってください。また、AWS KMSクライアント。これにより、クライアントをAWS リージョンKMS 
キーの。

を作成するにはAWS KMS1つまたは複数のラッピングキーを持つキーリング、マルチキーリングを使
用します。-AWS Encryption SDK.NETには、1つ以上かかる特別なマルチキーリングがあります。AWS 
KMSキー、およびサポートされている任意のタイプのキーリングを 1 つ以上取る標準のマルチキーリン
グ。一部のプログラマは、マルチキーリングメソッドを使用してすべてのキーリングを作成することを好
み、AWS Encryption SDK.NETはその戦略をサポートしています。

-AWS Encryption SDK.NET では、以下を含むすべての一般的なユースケースに対して、基本的なシングル
キーリングとマルチキーリングが用意されています。AWS KMS マルチリージョンキー (p. 21)。

たとえば、AWS KMSキーリング付きキーリングAWS KMSキー、CreateAwsKmsKeyring()方法。この
例では、デフォルトを作成します。AWS KMS指定したキーを含むリージョンのクライアント。

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material providers
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

string keyArn = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";

// Instantiate the keyring input object
var kmsKeyringInput = new CreateAwsKmsKeyringInput
{ 
    KmsClient = new AmazonKeyManagementServiceClient(), 
    KmsKeyId = keyArn
};

// Create the keyring
var keyring = materialProviders.CreateAwsKmsKeyring(kmsKeyringInput);

1 つ以上のキーリングを作成するにはAWS KMSキー、CreateAwsKmsMultiKeyring()方法。この例
では、2 つを使用しています。AWS KMSキー。1 つの KMS キーを指定するには、Generatorパラメー
タ。-KmsKeyIds追加の KMS キーを指定するパラメータはオプションです。
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このキーリングの入力には、AWS KMSクライアント。代わりに、AWS Encryption SDKデフォルトを使用
します。AWS KMSキーリング内の KMS キーで表される各リージョンのクライアント。たとえば、KMS 
キーの値で識別された場合Generatorパラメータは米国西部 (オレゴン) リージョン () リージョン (us-
west-2)、AWS Encryption SDKデフォルトを作成します。AWS KMSのクライアントus-west-2リー
ジョン。をカスタマイズする必要がある場合はAWS KMSクライアント、CreateAwsKmsKeyring()方
法。

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material providers
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

string generatorKey = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
List<string> additionalKeys = new List<string> { "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321" };

// Instantiate the keyring input object
var createEncryptKeyringInput = new CreateAwsKmsMultiKeyringInput
{ 
    Generator = generatorKey, 
    KmsKeyIds = additionalKeys
};

var kmsEncryptKeyring = 
 materialProviders.CreateAwsKmsMultiKeyring(createEncryptKeyringInput);

AWS Encryption SDK.NET の例
次の例は、でプログラミングするときに使用する基本的なコーディングパターンを示しています。AWS 
Encryption SDK.NET 用です。具体的には、AWS Encryption SDKマテリアルプロバイダライブラリです。
次に、各メソッドを呼び出す前に、メソッドの入力を定義するオブジェクトをインスタンス化します。こ
れは、で使うコーディングパターンとよく似ています。AWS SDK for .NET。

でオプションを設定する方法の例については、AWS Encryption SDKたとえば、代替アルゴリズムスイー
トの指定、暗号化されたデータキーの制限、AWS KMSマルチリージョンキー。AWS Encryption SDK の設
定 (p. 20)。

を使用したプログラミングのその他の例についてはAWS Encryption SDK.NETについては、例のaws-
encryption-sdk-netのディレクトリaws-encryption-sdk-dafny上のリポジトリ GitHub。

でのデータの暗号化AWS Encryption SDK.NET 用に
この例では、データの暗号化の基本パターンを示しています。これは、1つによって保護されているデータ
キーで小さなファイルを暗号化します。AWS KMSラッピングキー。

ステップ 1: インスタンス化するAWS Encryption SDKマテリアルプロバイダライブラリです。

まず、AWS Encryption SDKマテリアルプロバイダライブラリです。では、メソッドを使用しま
す。AWS Encryption SDKデータを暗号化および復号します。マテリアルプロバイダライブラリのメ
ソッドを使用して、データを保護するキーリングを指定するキーリングを作成します。

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material providers
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();
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ステップ 2: キーリングの入力オブジェクトを作成します。

キーリングを作成する各メソッドには、対応する入力オブジェクトクラスがあります。たとえば、の
入力オブジェクトを作成するにはCreateAwsKmsKeyring()メソッドでは、のインスタンスを作成し
ます。CreateAwsKmsKeyringInputクラス。

このキーリングの入力が a を指定していなくてもジェネレーターキー (p. 53)で指定した単一の KMS 
キーKmsKeyIdパラメータはジェネレータキーです。これは、データを暗号化するデータキーを生成
および暗号化します。

この入力オブジェクトにはAWS KMSのクライアントAWS リージョンKMS キーの。を作成するには
AWS KMSクライアント、インスタンス化するAmazonKeyManagementServiceClientのクラス
AWS SDK for .NET。を呼び出します。AmazonKeyManagementServiceClient()パラメータのな
いコンストラクタは、デフォルト値でクライアントを作成します。

でAWS KMSでの暗号化に使用されるキーリングAWS Encryption SDK.NETの場合、KMS キーを特定
します。 (p. 53)キー ID、キー ARN、エイリアス名、またはエイリアス ARN を使用します。でAWS 
KMS復号に使用するキーリング。キー ARN を使用して各 KMS キーを指定する必要があります。復号
に暗号化キーリングを再利用する場合は、すべての KMS キーにキー ARN 識別子を使用します。

string keyArn = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";

// Instantiate the keyring input object
var kmsKeyringInput = new CreateAwsKmsKeyringInput
{     
    KmsClient = new AmazonKeyManagementServiceClient(), 
    KmsKeyId = keyArn
};

ステップ 3: キーリングを作成します。

キーリングを作成するには、keyring 入力オブジェクトで keyring メソッドを呼び出します。この例で
は以下を使用します。CreateAwsKmsKeyring()メソッド。KMS キーを 1 つだけ取ります。

var keyring = materialProviders.CreateAwsKmsKeyring(kmsKeyringInput);

ステップ 4: 暗号化コンテキストを定義します。

An暗号化コンテキスト (p. 8)はオプションですが、暗号化操作の要素を強く推奨するAWS Encryption 
SDK。1 つ以上の非シークレットキーと値のペアを定義できます。

// Define the encryption context
var encryptionContext = new Dictionary<string, string>()
{ 
    {"purpose", "test"}
};

ステップ 5: 暗号化用の入力オブジェクトを作成します。

を呼び出す前にEncrypt()メソッドでは、のインスタンスを作成します。EncryptInputクラス。

string plaintext = File.ReadAllText("C:\\Documents\\CryptoTest\\TestFile.txt"); 
             
// Define the encrypt input
var encryptInput = new EncryptInput
{ 
    Plaintext = plaintext, 
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    Keyring = keyring, 
    EncryptionContext = encryptionContext
};

ステップ 6: 平文を暗号化します。

を使用するEncrypt()の方法AWS Encryption SDK定義したキーリングを使用して平文を暗号化しま
す。

-EncryptOutputということはEncrypt() メソッドリターンには、暗号化されたメッセージを取
得するためのメソッドがあります (Ciphertext)、暗号化コンテキスト、およびアルゴリズムスイー
ト。

var encryptOutput = encryptionSdk.Encrypt(encryptInput);

ステップ 7: 暗号化されたメッセージを取得します。

-Decrypt()の方法AWS Encryption SDK.NET ではCiphertextのメンバーEncryptOutputインス
タンス。

-CiphertextのメンバーEncryptOutputオブジェクトは暗号化されたメッセージ (p. 9)、暗号化さ
れたデータ、暗号化されたデータキー、メタデータを含むポータブルオブジェクト (暗号化コンテキス
トなど) を含むポータブルオブジェクト。暗号化されたメッセージは、長期間にわたって安全に保存す
ることも、Decrypt()平文を回復する方法。

var encryptedMessage = encryptOutput.Ciphertext;

STRICT モードでの復号化AWS Encryption SDK.NET 用に
ベストプラクティスでは、データの復号に使用するキー、というオプションを指定することをお勧めしま
す。Strict モード。-AWS Encryption SDKでは、キーリングで指定した KMS キーだけを使用して、暗号文
を復号化します。復号化キーリングのキーには、データを暗号化したキーを少なくとも 1 つ含める必要が
あります。

この例では、strict モードでの復号化の基本パターンをAWS Encryption SDK.NET 用です。

ステップ 1: インスタンス化するAWS Encryption SDKおよびマテリアルプロバイダライブラリ。

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material providers
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

ステップ 2: キーリングの入力オブジェクトを作成します。

キーリングメソッドのパラメータを指定するには、入力オブジェクトを作成します。
各キーリング方式はAWS Encryption SDK.NET には、対応する入力オブジェクトが
あります。この例は、CreateAwsKmsKeyring()キーリングを作成するメソッドで
は、CreateAwsKmsKeyringInput入力のクラス。

復号キーリングでは、キー ARN を使用して KMS キーを指定する必要があります。

string keyArn = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
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// Instantiate the keyring input object
var kmsKeyringInput = new CreateAwsKmsKeyringInput
{ 
    KmsClient = new AmazonKeyManagementServiceClient(), 
    KmsKeyId = keyArn
};

ステップ 3: キーリングを作成します。

復号化キーリングを作成するには、この例では、CreateAwsKmsKeyring()メソッドとキーリング入
力オブジェクト。

var keyring = materialProviders.CreateAwsKmsKeyring(kmsKeyringInput);

ステップ 4: 復号する入力オブジェクトを作成します。

の入力オブジェクトを作成するにはDecrypt()メソッド、インスタンス化するDecryptInputクラ
ス。

-CiphertextのパラメータDecryptInput()コンストラクタはCiphertextのメン
バーEncryptOutputオブジェクト化するEncrypt()メソッドが返されました。-Ciphertextプロパ
ティは、暗号化されたメッセージ (p. 9)。これには、暗号化されたデータ、暗号化されたデータキー、
メタデータが含まれます。AWS Encryption SDKメッセージを復号化する必要があります。

var encryptedMessage = encryptOutput.Ciphertext;

var decryptInput = new DecryptInput
{ 
    Ciphertext = encryptedMessage, 
    Keyring = keyring
};

ステップ 5: 暗号文を復号化します。

var decryptOutput = encryptionSdk.Decrypt(decryptInput);

ステップ 6: 暗号化コンテキストを確認します。

-Decrypt()の方法AWS Encryption SDKは暗号化コンテキストを使用しません。暗号化されたメッ
セージのメタデータから暗号化コンテキストの値を取得します。ただし、プレーンテキストを返した
り使用したりする前に、暗号化時に指定した暗号化コンテキストが暗号テキストの復号化に使用され
た暗号化コンテキストが含まれていることを確認することをお勧めします。

暗号化で使用された暗号化コンテキストを検証します。含まれる暗号化テキストを復号するために使
用した暗号化コンテキスト内。-AWS Encryption SDKデフォルトのアルゴリズムスイートなど、署名
付きのアルゴリズムスイートを使用している場合は、デジタル署名を含むペアを暗号化コンテキスト
に追加します。

// Verify the encryption context
string contextKey = "purpose";
string contextValue = "test";

if (!decryptOutput.EncryptionContext.TryGetValue(contextKey, out var 
 decryptContextValue) 
    || !decryptContextValue.Equals(contextValue))
{ 
    throw new Exception("Encryption context does not match expected values");
}
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でディスカバリキーリングを使用した復号化AWS Encryption 
SDK.NET 用に
復号用の KMS キーを指定するのではなく、AWS KMS Discovery キーリングである。これはKMSキーを一
切指定しないキーリングである。ディスカバリーキーリングにより、AWS Encryption SDK呼び出し元が
キーに対する復号化権限を持っていれば、データを暗号化した KMS キーを使用してデータを復号化しま
す。ベストプラクティスについては、使用可能な KMS キーを特にのものに制限するディスカバリフィル
タを追加します。AWS アカウント指定したパーティションの。

-AWS Encryption SDK.NET では、基本的なディスカバリキーリングが提供されており、AWS KMSクライ
アントと、1 つ以上の指定が必要なディスカバリマルチキーリングAWS リージョン。クライアントとリー
ジョンは、暗号化されたメッセージの復号化に使用できる KMS キーを制限します。両方のキーリングの
入力オブジェクトは、推奨ディスカバリフィルタを使用します。

次の例は、を使用したデータの復号パターンを示しています。AWS KMSディスカバリキーリングとディ
スカバリフィルタ。

ステップ 1: インスタンス化するAWS Encryption SDKマテリアルプロバイダライブラリです。

// Instantiate the AWS Encryption SDK and material providers
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateDefaultAwsEncryptionSdk();
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

ステップ 2: キーリングの入力オブジェクトを作成します。

キーリングメソッドのパラメータを指定するには、入力オブジェクトを作成します。各
キーリング方式はAWS Encryption SDK.NET には、対応する入力オブジェクトがありま
す。この例は、CreateAwsKmsDiscoveryKeyring()キーリングを作成するメソッドで
は、CreateAwsKmsDiscoveryKeyringInput入力のクラス。

List<string> accounts = new List<string> { "111122223333" };

var discoveryKeyringInput = new CreateAwsKmsDiscoveryKeyringInput
{ 
    KmsClient = new AmazonKeyManagementServiceClient(), 
    DiscoveryFilter = new DiscoveryFilter() 
    { 
        AccountIds = accounts, 
        Partition = "aws" 
    }
};

ステップ 3: キーリングを作成します。

復号化キーリングを作成するには、この例では、CreateAwsKmsDiscoveryKeyring()メソッドと
キーリング入力オブジェクト。

var discoveryKeyring = 
 materialProviders.CreateAwsKmsDiscoveryKeyring(discoveryKeyringInput);

ステップ 4: 復号する入力オブジェクトを作成します。

の入力オブジェクトを作成するにはDecrypt()メソッド、インスタンス化するDecryptInputク
ラス。の値CiphertextパラメータはCiphertextのメンバーEncryptOutputオブジェクト
がEncrypt()メソッドが戻ります。
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var ciphertext = encryptOutput.Ciphertext;

var decryptInput = new DecryptInput
{ 
    Ciphertext = ciphertext, 
    Keyring = discoveryKeyring
};
var decryptOutput = encryptionSdk.Decrypt(decryptInput);

ステップ 5: 暗号化コンテキストを確認します。

-AWS Encryption SDKで暗号化コンテキストを取らないDecrypt()。暗号化されたメッセージのメタ
データから暗号化コンテキストの値を取得します。ただし、プレーンテキストを返したり使用したり
する前に、暗号化時に指定した暗号化コンテキストが暗号テキストの復号化に使用された暗号化コン
テキストが含まれていることを確認することをお勧めします。

暗号化で使用された暗号化コンテキストを検証します。含まれる暗号化テキストの復号に使用された
暗号化コンテキスト内。-AWS Encryption SDKデフォルトのアルゴリズムスイートなど、署名付きの
アルゴリズムスイートを使用している場合は、デジタル署名を含むペアを暗号化コンテキストに追加
します。

// Verify the encryption context
string contextKey = "purpose";
string contextValue = "test";

if (!decryptOutput.EncryptionContext.TryGetValue(contextKey, out var 
 decryptContextValue) 
    || !decryptContextValue.Equals(contextValue))
{ 
    throw new Exception("Encryption context does not match expected values");
}

AWS Encryption SDK for Java
このトピックでは、AWS Encryption SDK for Java をインストールして使用する方法について説明しま
す。でのプログラミングの詳細についてはAWS Encryption SDK for Java、「」を参照してくださいaws-
encryption-sdk-java上のリポジトリ GitHub。API のドキュメントについては、AWS Encryption SDK for 
Java の Javadoc を参照してください。

トピック
• 前提条件 (p. 88)
• インストール (p. 89)
• AWS Encryption SDK for Java のコードの例 (p. 90)

前提条件
AWS Encryption SDK for Java をインストールする前に、以下の前提条件を満たしていることを確認して
ください。

Java 開発環境

Java 8 以降が必要になります。Oracle のウェブサイトで Java SE のダウンロードに移動し、Java SE 
Development Kit (JDK) をダウンロードして、インストールします。
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Oracle JDK を使用する場合は、Java Cryptography Extension (JCE) 無制限強度の管轄ポリシーファイ
ルをダウンロードして、インストールする必要があります。

Bouncy Castle

AWS Encryption SDK for Java には、Bouncy Castle が必要です。
• AWS Encryption SDK for Java バージョン 1.6.1 以降では、Bouncy Castle を使用して暗号化オブ

ジェクトをシリアル化および逆シリアル化します。この要件を満たすには、Bouncy Castle また
は Bouncy Castle FIPS を使用できます。Bouncy Castle FIPS のインストールおよび設定について
は、Bouncy Castle FIPS のドキュメントの特にユーザーガイドとセキュリティポリシーの PDF を
参照してください。

• AWS Encryption SDK for Java のそれより前のバージョンでは、Bouncy Castle の Java 用の暗号化 
API を使用します。この要件は、FIPS 非対応の Bouncy Castle によってのみ満たされます。

Bouncy Castle がインストールされていない場合は、Bouncy Castle 最新リリースに移動して、使用し
ている JDK に対応するプロバイダーファイルをダウンロードします。また、を使用することもできま
すApache Maven標準の Bouncy Castle プロバイダーのアーティファクトを入手するには (bcprov-ext-
jdk15on) またはバウンシーキャッスル FIPS のアーティファクト (bc-fips).

AWS SDK for Java (オプション)

AWS Encryption SDK for Java は AWS SDK for Java を必要としません。ただし、AWS SDK for Java
を使用するために必要なのはAWS Key Management Service(AWS KMS) をマスターキープロバイ
ダーとして。これは、このガイドの Java のコード例のいくつかでも必要です。

で始まるAWS Encryption SDK for Javaバージョン 2.4.0、AWS Encryption SDK for Javaのバージョ
ン 1.x と 2.x のバージョン 1.x の両方をサポートしますAWS SDK for Java。AWS Encryption SDK
のコードAWS SDK for Java1.x と 2.x は相互運用可能です。たとえば、次の方法でデータを暗号化
できます。AWS Encryption SDKサポートするコードAWS SDK for Java1.xをサポートしているコー
ドを使用して復号化するAWS SDK for Java 2.x(またはその逆)。のバージョンAWS Encryption SDK 
for Java2.4.0 より前のサポートのみAWS SDK for Java1.x。のバージョンを更新する方法について
は、AWS Encryption SDK、を参照してください移行するAWS Encryption SDK (p. 205)。

更新する場合AWS Encryption SDK for JavaからのコードAWS SDK for Java1.x からAWS SDK for 
Java 2.x、への参照を置き換えてくださいAWSKMSインタフェースにAWS SDK for Java1.x への参照付
きKmsClientインタフェースにAWS SDK for Java 2.x。-AWS Encryption SDK for Javaではサポート
されていませんKmsAsyncClientインタフェース。また、コードを更新してAWS KMS内の関連オブ
ジェクトkmssdkv2名前空間の代わりにkms名前空間。

AWS SDK for Java をインストールするには、Apache Maven を使用します。
• 依存関係として AWS SDK for Java 全体をインポートするには、pom.xml ファイルでそれを宣言し

ます。
• にのみ依存関係を作成するにはAWS KMSモジュールインAWS SDK for Java1.x については、以下

の指示に従ってください特定のモジュールの指定、そして設定しますartifactIdにaws-java-
sdk-kms。

• にのみ依存関係を作成するにはAWS KMSモジュールインAWS SDK for Java2.x 
については、以下の指示に従ってください特定のモジュールの指定。設
定:groupIdにsoftware.amazon.awssdkとartifactIdにkms。

その他の変更点については、相違点AWS SDK for Java1.x と 2.x()AWS SDK for Java 2.xデベロッパー
ガイド

『』の Java の例AWS Encryption SDKデベロッパーガイドは、AWS SDK for Java 2.x。

インストール
最新バージョンのをインストールするAWS Encryption SDK for Java。
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Note

すべてのバージョンAWS Encryption SDK for Java2.0.0より前の「」end-of-support段階。
バージョン 2.0 から安全に更新できます。xそして後で最新バージョンにAWS Encryption SDK for 
Javaコードやデータの変更はありません。ただし、新しいセキュリティ機能 (p. 201)バージョ
ン 2.0 で導入されました。x下位互換性はありません。1.7 より前のバージョンから更新するxバー
ジョン 2.0 に変更します。xその後、まず最新の 1 に更新する必要があります。xのバージョン
AWS Encryption SDK。詳細については、「移行するAWS Encryption SDK (p. 205)」を参照し
てください。

AWS Encryption SDK for Java は、以下の方法でインストールできます。

手動

をインストールするにはAWS Encryption SDK for Java、クローンを作成またはダウンロードするaws-
encryption-sdk-java GitHubrepository。

Apache Maven の使用

AWS Encryption SDK for Java は、Apache Maven で以下の依存関係の定義を使用して入手できま
す。

<dependency> 
  <groupId>com.amazonaws</groupId> 
  <artifactId>aws-encryption-sdk-java</artifactId> 
  <version>2.0.0</version>
</dependency>

SDK をインストールしたら、「」Java コードの例 (p. 90)このガイドと、Javadoc on GitHub。

AWS Encryption SDK for Java のコードの例
以下の例では、AWS Encryption SDK for Java を使用してデータの暗号化と復号を行う方法を示します。
これらの例では、AWS Encryption SDK for Java のバージョン 2.0.x (p. 198) 以降の使用方法について説
明します。前のバージョンを使用する例については、使用中のリリースを検索してくださいリリースのリ
ストaws-encryption-sdk-javaのリポジトリー GitHub。

Java の例AWS Encryption SDK開発者ガイドの使用方法AWS SDK for Java 2.x。

トピック
• 文字列の暗号化と復号 (p. 90)
• バイトストリームの暗号化と復号 (p. 92)
• 複数のマスターキープロバイダーでのバイトストリームの暗号化と復号 (p. 94)

文字列の暗号化と復号
次の例は、AWS Encryption SDK for Java を使用して文字列の暗号化と復号を行う方法を示しています。
文字列を使用する前にバイト配列に変換します。

この例では、ラッピングキーとして AWS KMS key を使用します。KmsMasterKeyProvider
buildStrict()メソッドは、暗号化時に、キー ID、キー ARN、エイリアス名、またはエイリアス ARN 
を受け取ります。復号化時にはキー ARN が必要です (p. 20)。この場合、keyArn パラメータを暗号化と
復号化に使用するため、その値はキー ARN である必要があります。AWS KMS キーの ID については、
「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「キー識別子」を参照してください。

encryptData() メソッドを呼び出すと、暗号化テキスト、暗号化されたデータキー、暗号化コンテキス
トを含む暗号化されたメッセージ (p. 9) (CryptoResult) が返されます。CryptoResult オブジェクトで
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getResult を呼び出すと、暗号化されたメッセージ (p. 228)の Base-64 でエンコードされた文字列バー
ジョンが返され、decryptData() メソッドに渡すことができるようになります。

同様に、decryptData() を呼び出すと、返される CryptoResult オブジェクトにはプレーンテキスト
のメッセージと AWS KMS key ID が含まれます。アプリケーションでプレーンテキストを返す前に、暗号
化されたメッセージの AWS KMS key ID と暗号化コンテキストが適切であることを確認してください。

// Copyright Amazon.com Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
  
package com.amazonaws.crypto.examples;  
  
import com.amazonaws.encryptionsdk.AwsCrypto;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.CommitmentPolicy;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.CryptoResult;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.kmssdkv2.KmsMasterKey;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.kmssdkv2.KmsMasterKeyProvider;  
import java.nio.charset.StandardCharsets;  
import java.util.Arrays;  
import java.util.Collections;  
import java.util.Map;  
  
/**  
 * <p>  
 * Encrypts and then decrypts data using an &KMS; key.  
 *  
 * <p>  
 * Arguments:  
 * <ol>  
 * <li>Key ARN: For help finding the Amazon Resource Name (ARN) of your &KMS; key, see 
 'Finding the key ID and key ARN' at https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/
find-cmk-id-arn.html  
 * </ol>  
 */  
public class BasicEncryptionExample {  
  
    private static final byte[] EXAMPLE_DATA = "Hello 
 World".getBytes(StandardCharsets.UTF_8);  
  
    public static void main(final String[] args) {  
        final String keyArn = args[0];  
  
        encryptAndDecrypt(keyArn);  
    }  
  
    static void encryptAndDecrypt(final String keyArn) {  
        // 1. Instantiate the SDK  
        // This builds the AwsCrypto client with the RequireEncryptRequireDecrypt 
 commitment policy,  
        // which enforces that this client only encrypts using committing algorithm suites 
 and enforces  
        // that this client will only decrypt encrypted messages that were created with a 
 committing algorithm suite.  
        // This is the default commitment policy if you build the client with 
 `AwsCrypto.builder().build()`  
        // or `AwsCrypto.standard()`.  
        final AwsCrypto crypto = AwsCrypto.builder()  
            .withCommitmentPolicy(CommitmentPolicy.RequireEncryptRequireDecrypt)  
            .build();  
  
        // 2. Instantiate an AWS KMS master key provider in strict mode using 
 buildStrict().  
        // In strict mode, the AWS KMS master key provider encrypts and decrypts only by 
 using the key  
        // indicated by keyArn.  
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        // To encrypt and decrypt with this master key provider, use an &KMS; key ARN to 
 identify the &KMS; keys.  
        // In strict mode, the decrypt operation requires a key ARN.  
        final KmsMasterKeyProvider keyProvider = 
 KmsMasterKeyProvider.builder().buildStrict(keyArn);  
  
        // 3. Create an encryption context  
        // Most encrypted data should have an associated encryption context  
        // to protect integrity. This sample uses placeholder values.  
        // For more information see:  
        // blogs.aws.amazon.com/security/post/Tx2LZ6WBJJANTNW/How-to-Protect-the-Integrity-
of-Your-Encrypted-Data-by-Using-AWS-Key-Management  
        final Map<String, String> encryptionContext = 
 Collections.singletonMap("ExampleContextKey",  
            "ExampleContextValue");  
  
        // 4. Encrypt the data  
        final CryptoResult<byte[], KmsMasterKey> encryptResult = 
 crypto.encryptData(keyProvider,  
            EXAMPLE_DATA, encryptionContext);  
        final byte[] ciphertext = encryptResult.getResult();  
  
        // 5. Decrypt the data  
        final CryptoResult<byte[], KmsMasterKey> decryptResult = 
 crypto.decryptData(keyProvider,  
            ciphertext);  
  
        // 6. Verify that the encryption context in the result contains the  
        // encryption context supplied to the encryptData method. Because the  
        // SDK can add values to the encryption context, don't require that  
        // the entire context matches.  
        if (!encryptionContext.entrySet().stream()  
            .allMatch(  
                e -> 
 e.getValue().equals(decryptResult.getEncryptionContext().get(e.getKey())))) {  
            throw new IllegalStateException("Wrong Encryption Context!");  
        }  
  
        // 7. Verify that the decrypted plaintext matches the original plaintext  
        assert Arrays.equals(decryptResult.getResult(), EXAMPLE_DATA);  
    }  
} 

バイトストリームの暗号化と復号
次の例は、AWS Encryption SDK を使用してバイトストリームの暗号化と復号を行う方法を示していま
す。この例では、AWS を使用しません。Java Cryptography Extension (JCE) を使用してマスターキーを
保護します。

暗号化するときには、AwsCrypto.builder() .withEncryptionAlgorithm() メ
ソッドを使用して、デジタル署名 (p. 12)のないアルゴリズムスイートを指定します。
復号化時に、暗号化テキストが署名なしであることを確認するために、この例では
createUnsignedMessageDecryptingStream() メソッドを使用します。AWS Encryption SDK 1.9.x
および 2.2.x で導入された createUnsignedMessageDecryptingStream() メソッドは、デジタル署
名付きの暗号化テキストに遭遇すると失敗します。

デジタル署名を含むデフォルトのアルゴリズムスイートで暗号化する場合は、次の例に示すように、代わ
りに createDecryptingStream() メソッドを使用します。

// Copyright Amazon.com Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
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package com.amazonaws.crypto.examples;  
  
import java.io.FileInputStream;  
import java.io.FileOutputStream;  
import java.io.IOException;  
import java.security.SecureRandom;  
import java.util.Collections;  
import java.util.Map;  
  
import javax.crypto.SecretKey;  
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;  
  
import com.amazonaws.encryptionsdk.AwsCrypto;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.CryptoAlgorithm;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.CryptoInputStream;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.MasterKey;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.jce.JceMasterKey;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.CommitmentPolicy;  
import com.amazonaws.util.IOUtils;  
  
/**  
 * <p>  
 * Encrypts and then decrypts a file under a random key.  
 *  
 * <p>  
 * Arguments:  
 * <ol>  
 * <li>Name of file containing plaintext data to encrypt  
 * </ol>  
 *  
 * <p>  
 * This program demonstrates using a standard Java {@link SecretKey} object as a {@link 
 MasterKey} to  
 * encrypt and decrypt streaming data.  
 */  
public class FileStreamingExample {  
    private static String srcFile;  
  
    public static void main(String[] args) throws IOException {  
        srcFile = args[0];  
  
        // In this example, we generate a random key. In practice,   
        // you would get a key from an existing store  
        SecretKey cryptoKey = retrieveEncryptionKey();  
  
        // Create a JCE master key provider using the random key and an AES-GCM encryption 
 algorithm  
        JceMasterKey masterKey = JceMasterKey.getInstance(cryptoKey, "Example", 
 "RandomKey", "AES/GCM/NoPadding");  
  
        // Instantiate the SDK.  
        // This builds the AwsCrypto client with the RequireEncryptRequireDecrypt 
 commitment policy,  
        // which enforces that this client only encrypts using committing algorithm suites 
 and enforces  
        // that this client will only decrypt encrypted messages that were created with a 
 committing algorithm suite.  
        // This is the default commitment policy if you build the client with 
 `AwsCrypto.builder().build()`  
        // or `AwsCrypto.standard()`.  
        // This also chooses to encrypt with an algorithm suite that doesn't include 
 signing for faster decryption.  
        // The use case assumes that the contexts that encrypt and decrypt are equally 
 trusted.  
        final AwsCrypto crypto = AwsCrypto.builder()  
                .withCommitmentPolicy(CommitmentPolicy.RequireEncryptRequireDecrypt)  
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 .withEncryptionAlgorithm(CryptoAlgorithm.ALG_AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY)  
                .build();  
  
        // Create an encryption context to identify this ciphertext  
        Map<String, String> context = Collections.singletonMap("Example", 
 "FileStreaming");  
  
        // Because the file might be to large to load into memory, we stream the data, 
 instead of   
        //loading it all at once.  
        FileInputStream in = new FileInputStream(srcFile);  
        CryptoInputStream<JceMasterKey> encryptingStream = 
 crypto.createEncryptingStream(masterKey, in, context);  
        FileOutputStream out = new FileOutputStream(srcFile + ".encrypted");  
        IOUtils.copy(encryptingStream, out);  
        encryptingStream.close();  
        out.close();  
  
        // Decrypt the file. Verify the encryption context before returning the plaintext.  
        in = new FileInputStream(srcFile + ".encrypted");  
        // Since we encrypted using an unsigned algorithm suite, we can use the 
 recommended  
        // createUnsignedMessageDecryptingStream method that only accepts unsigned 
 messages.  
        CryptoInputStream<JceMasterKey> decryptingStream = 
 crypto.createUnsignedMessageDecryptingStream(masterKey, in);  
        // Does it contain the expected encryption context?  
        if 
 (!"FileStreaming".equals(decryptingStream.getCryptoResult().getEncryptionContext().get("Example"))) 
 {  
            throw new IllegalStateException("Bad encryption context");  
        }  
  
        // Write the plaintext data to disk.  
        out = new FileOutputStream(srcFile + ".decrypted");  
        IOUtils.copy(decryptingStream, out);  
        decryptingStream.close();  
        out.close();  
    }  
  
    /**  
     * In practice, this key would be saved in a secure location.   
     * For this demo, we generate a new random key for each operation.  
     */  
    private static SecretKey retrieveEncryptionKey() {  
        SecureRandom rnd = new SecureRandom();  
        byte[] rawKey = new byte[16]; // 128 bits  
        rnd.nextBytes(rawKey);  
        return new SecretKeySpec(rawKey, "AES");  
    }  
}

複数のマスターキープロバイダーでのバイトストリームの暗号化
と復号
次の例では、複数のマスターキープロバイダでの AWS Encryption SDK の使用方法について説明します。
複数のマスターキープロバイダーを使用する場合、1 つのマスターキープロバイダーが復号に利用できな
いと冗長化されます。この例では、AWS KMS の AWS KMS key および RSA キーペアをマスターキーと
して使用します。

この例では、デジタル署名 (p. 12)を含むデフォルトのアルゴリズムスイート (p. 14)で暗号化します。スト
リーミングの際、AWS Encryption SDK は、整合性チェックの後、デジタル署名を検証する前にプレーン
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テキストをリリースします。署名が検証されるまでプレーンテキストを使用しないようにするため、この
例ではプレーンテキストをバッファリングし、復号化および検証が完了したときにのみディスクに書き込
みます。

// Copyright Amazon.com Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
  
package com.amazonaws.crypto.examples;  
  
import com.amazonaws.encryptionsdk.AwsCrypto;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.CommitmentPolicy;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.CryptoOutputStream;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.MasterKeyProvider;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.jce.JceMasterKey;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.kmssdkv2.KmsMasterKeyProvider;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.multi.MultipleProviderFactory;  
import com.amazonaws.util.IOUtils;  
import java.io.ByteArrayInputStream;  
import java.io.ByteArrayOutputStream;  
import java.io.FileInputStream;  
import java.io.FileOutputStream;  
import java.security.GeneralSecurityException;  
import java.security.KeyPair;  
import java.security.KeyPairGenerator;  
import java.security.PrivateKey;  
import java.security.PublicKey;  
  
/**  
 * <p>  
 * Encrypts a file using both AWS KMS and an asymmetric key pair.  
 *  
 * <p>  
 * Arguments:  
 * <ol>  
 * <li>Key ARN: For help finding the Amazon Resource Name (ARN) of your &KMS; key, see 
 'Find the key ID and ARN' at https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/find-
cmk-id-arn.html  
 * <li>Name of file containing plaintext data to encrypt  
 * </ol>  
 * <p>  
 * You might use AWS Key Management Service (AWS KMS) for most encryption and decryption 
 operations, but  
 * still want the option of decrypting your data offline independently of AWS KMS. This 
 sample  
 * demonstrates one way to do this.  
 * <p>  
 * The sample encrypts data under both an &KMS; key and an "escrowed" RSA key pair  
 * so that either key alone can decrypt it. You might commonly use the &KMS; key for 
 decryption. However,  
 * at any time, you can use the private RSA key to decrypt the ciphertext independent of 
 AWS KMS.  
 * <p>  
 * This sample uses the JCEMasterKey class to generate a RSA public-private key pair  
 * and saves the key pair in memory. In practice, you would store the private key in a 
 secure offline  
 * location, such as an offline HSM, and distribute the public key to your development 
 team.  
 */  
public class EscrowedEncryptExample {  
  
    private static PublicKey publicEscrowKey;  
    private static PrivateKey privateEscrowKey;  
  
    public static void main(final String[] args) throws Exception {  
        // This sample generates a new random key for each operation.  
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        // In practice, you would distribute the public key and save the private key in 
 secure  
        // storage.  
        generateEscrowKeyPair();  
  
        final String kmsArn = args[0];  
        final String fileName = args[1];  
  
        standardEncrypt(kmsArn, fileName);  
        standardDecrypt(kmsArn, fileName);  
  
        escrowDecrypt(fileName);  
    }  
  
    private static void standardEncrypt(final String kmsArn, final String fileName) throws 
 Exception {  
        // Encrypt with the &KMS; key and the escrowed public key  
        // 1. Instantiate the SDK  
        // This builds the AwsCrypto client with the RequireEncryptRequireDecrypt 
 commitment policy,  
        // which enforces that this client only encrypts using committing algorithm suites 
 and enforces  
        // that this client will only decrypt encrypted messages that were created with a 
 committing algorithm suite.  
        // This is the default commitment policy if you build the client with 
 `AwsCrypto.builder().build()`  
        // or `AwsCrypto.standard()`.  
        final AwsCrypto crypto = AwsCrypto.builder()  
            .withCommitmentPolicy(CommitmentPolicy.RequireEncryptRequireDecrypt)  
            .build();  
  
        // 2. Instantiate an AWS KMS master key provider in strict mode using 
 buildStrict()  
        //  
        // In strict mode, the AWS KMS master key provider encrypts and decrypts only by 
 using the key  
        // indicated by kmsArn.  
        final KmsMasterKeyProvider keyProvider = 
 KmsMasterKeyProvider.builder().buildStrict(kmsArn);  
  
        // 3. Instantiate a JCE master key provider  
        // Because the user does not have access to the private escrow key,  
        // they pass in "null" for the private key parameter.  
        final JceMasterKey escrowPub = JceMasterKey.getInstance(publicEscrowKey, null, 
 "Escrow",  
            "Escrow",  
            "RSA/ECB/OAEPWithSHA-512AndMGF1Padding");  
  
        // 4. Combine the providers into a single master key provider  
        final MasterKeyProvider<?> provider = 
 MultipleProviderFactory.buildMultiProvider(keyProvider,  
            escrowPub);  
  
        // 5. Encrypt the file  
        // To simplify the code, we omit the encryption context. Production code should 
 always  
        // use an encryption context. For an example, see the other SDK samples.  
        final FileInputStream in = new FileInputStream(fileName);  
        final FileOutputStream out = new FileOutputStream(fileName + ".encrypted");  
        final CryptoOutputStream<?> encryptingStream = 
 crypto.createEncryptingStream(provider, out);  
        // Buffer the data in memory before writing to disk. This ensures verfication of 
 the digital signature before returning plaintext.  
        IOUtils.copy(in, encryptingStream);  
        in.close();  
        encryptingStream.close();  
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    }  
  
    private static void standardDecrypt(final String kmsArn, final String fileName) throws 
 Exception {  
        // Decrypt with the &KMS; key and the escrow public key. You can use a combined 
 provider,  
        // as shown here, or just the AWS KMS master key provider.  
  
        // 1. Instantiate the SDK.  
        // This builds the AwsCrypto client with the RequireEncryptRequireDecrypt 
 commitment policy,  
        // which enforces that this client only encrypts using committing algorithm suites 
 and enforces  
        // that this client will only decrypt encrypted messages that were created with a 
 committing algorithm suite.  
        // This is the default commitment policy if you build the client with 
 `AwsCrypto.builder().build()`  
        // or `AwsCrypto.standard()`.  
        final AwsCrypto crypto = AwsCrypto.builder()  
            .withCommitmentPolicy(CommitmentPolicy.RequireEncryptRequireDecrypt)  
            .build();  
  
        // 2. Instantiate an AWS KMS master key provider in strict mode using 
 buildStrict()  
        //  
        // In strict mode, the AWS KMS master key provider encrypts and decrypts only by 
 using the key  
        // indicated by kmsArn.  
        final KmsMasterKeyProvider keyProvider = 
 KmsMasterKeyProvider.builder().buildStrict(kmsArn);  
  
        // 3. Instantiate a JCE master key provider  
        // Because the user does not have access to the private  
        // escrow key, they pass in "null" for the private key parameter.  
        final JceMasterKey escrowPub = JceMasterKey.getInstance(publicEscrowKey, null, 
 "Escrow",  
            "Escrow",  
            "RSA/ECB/OAEPWithSHA-512AndMGF1Padding");  
  
        // 4. Combine the providers into a single master key provider  
        final MasterKeyProvider<?> provider = 
 MultipleProviderFactory.buildMultiProvider(keyProvider,  
            escrowPub);  
  
        // 5. Decrypt the file  
        // To simplify the code, we omit the encryption context. Production code should 
 always  
        // use an encryption context. For an example, see the other SDK samples.  
        final FileInputStream in = new FileInputStream(fileName + ".encrypted");  
        final FileOutputStream out = new FileOutputStream(fileName + ".decrypted");  
        // Since we are using a signing algorithm suite, we avoid streaming plaintext 
 directly to the output file.  
        // This ensures that the trailing signature is verified before writing any 
 untrusted plaintext to disk.  
        final ByteArrayOutputStream plaintextBuffer = new ByteArrayOutputStream();  
        final CryptoOutputStream<?> decryptingStream = 
 crypto.createDecryptingStream(provider,  
            plaintextBuffer);  
        IOUtils.copy(in, decryptingStream);  
        in.close();  
        decryptingStream.close();  
        final ByteArrayInputStream plaintextReader = new ByteArrayInputStream(  
            plaintextBuffer.toByteArray());  
        IOUtils.copy(plaintextReader, out);  
        out.close();  
    }  
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    private static void escrowDecrypt(final String fileName) throws Exception {  
        // You can decrypt the stream using only the private key.  
        // This method does not call AWS KMS.  
  
        // 1. Instantiate the SDK  
        final AwsCrypto crypto = AwsCrypto.standard();  
  
        // 2. Instantiate a JCE master key provider  
        // This method call uses the escrowed private key, not null  
        final JceMasterKey escrowPriv = JceMasterKey.getInstance(publicEscrowKey, 
 privateEscrowKey,  
            "Escrow", "Escrow",  
            "RSA/ECB/OAEPWithSHA-512AndMGF1Padding");  
  
        // 3. Decrypt the file  
        // To simplify the code, we omit the encryption context. Production code should 
 always  
        // use an encryption context. For an example, see the other SDK samples.  
        final FileInputStream in = new FileInputStream(fileName + ".encrypted");  
        final FileOutputStream out = new FileOutputStream(fileName + ".deescrowed");  
        final CryptoOutputStream<?> decryptingStream = 
 crypto.createDecryptingStream(escrowPriv, out);  
        IOUtils.copy(in, decryptingStream);  
        in.close();  
        decryptingStream.close();  
  
    }  
  
    private static void generateEscrowKeyPair() throws GeneralSecurityException {  
        final KeyPairGenerator kg = KeyPairGenerator.getInstance("RSA");  
        kg.initialize(4096); // Escrow keys should be very strong  
        final KeyPair keyPair = kg.generateKeyPair();  
        publicEscrowKey = keyPair.getPublic();  
        privateEscrowKey = keyPair.getPrivate();  
  
    }  
} 

AWS Encryption SDK for JavaScript
-AWS Encryption SDK for JavaScriptは、でウェブブラウザアプリケーションを作成するデベロッパー向け
に、クライアント側の暗号化ライブラリを提供するように設計されています。JavaScriptNode.js のウェブ
サーバーアプリケーションを使用します。

AWS Encryption SDK のすべての実装と同様に、AWS Encryption SDK for JavaScript にも高度なデータ
保護機能が用意されています。これには次のとおりです。エンベロープ暗号化,追加認証データ(AAD)、安
全で、認証された、対称キーのアルゴリズムスイート (p. 9)キー導出と署名を使用する 256 ビット AES-
GCM など。

AWS Encryption SDK の言語に固有のすべての実装は、言語による制約を踏まえて相互運用できるよ
うに設計されています。JavaScript の言語による制約の詳細については、「the section called “互換
性” (p. 99)」を参照してください。

詳細はこちら

• のプログラミングについての詳細AWS Encryption SDK for JavaScript「」を参照してください。aws-
encryption-sdkJavaScriptのレポジトリGitHub。

• プログラミングの例については、を参照してください。the section called “例” (p. 103)とexample-
browserそしてexample-nodeのモジュールaws-encryption-sdkJavaScriptrepository.
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• 実際の例については、AWS Encryption SDK for JavaScriptWeb アプリケーションのデータを暗号
化するには、を参照してください。ブラウザで、暗号化を有効にする方法AWS Encryption SDK for 
JavaScriptNode.js とのAWSセキュリティブログ.

トピック
• AWS Encryption SDK for JavaScript の互換性 (p. 99)
• AWS Encryption SDK for JavaScript のインストール (p. 100)
• AWS Encryption SDK for JavaScript のモジュール (p. 101)
• AWS Encryption SDK for JavaScript の例 (p. 103)

AWS Encryption SDK for JavaScript の互換性
AWS Encryption SDK for JavaScript は、AWS Encryption SDK の他の言語の実装と相互運用できるように
設計されています。ほとんどの場合、AWS Encryption SDK for JavaScript でデータを暗号化して、他の言
語の実装 (AWS Encryption SDK コマンドラインインターフェイス (p. 116)を含む) で復号することがで
きます。を使用することもできますAWS Encryption SDK for JavaScript復号化する暗号化されたメッセー
ジ (p. 9)他の言語実装によって生成されたAWS Encryption SDK。

ただし、AWS Encryption SDK for JavaScript を使用する場合は、JavaScript 言語の実装とウェブブラウザ
のいくつかの互換性の問題に注意する必要があります。

また、他の言語の実装を使用する場合は、必ず互換性のあるマスターキープロバイダー、マスターキー、
キーリングを設定してください。詳細については、キーリングの互換性 (p. 50) を参照してください

AWS Encryption SDK for JavaScript の互換性
AWS Encryption SDK の JavaScript の実装は、以下の点で他の言語の実装と異なります。

• AWS Encryption SDK for JavaScript の暗号化オペレーションでは、フレーム化されていない暗号化テキ
ストは返されません。ただし、AWS Encryption SDK for JavaScript は、AWS Encryption SDK の他の言
語の実装から返されたフレーム化された暗号化テキストとフレーム化されていない暗号化テキストを復
号します。

• Node.js のバージョン 12.9.0 以降で、以下の RSA キーのラッピングオプションをサポートしています。
• OAEP と SHA1、SHA256、SHA384、SHA512
• OAEP と SHA1 および MGF1 と SHA1
• PKCS1v15

• バージョン 12.9.0 より前の Node.js では、以下の RSA キーのラッピングオプションのみをサポートし
ています。
• OAEP と SHA1 および MGF1 と SHA1
• PKCS1v15

ブラウザの互換性
ウェブブラウザによっては、AWS Encryption SDK for JavaScript が必要とする基本的な暗号化オペレー
ションがサポートされていません。のフォールバックを設定することで、不足しているオペレーションの
一部を補うことができます。WebCryptoブラウザが実装する API。

ウェブブラウザの制限事項

以下の制限は、すべてのウェブブラウザに共通です。

• -WebCryptoAPI では、PKCS1v15 のキーのラッピングはサポートされていません。
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• ブラウザでは、192 ビットキーはサポートされていません。

必要な暗号化オペレーション

AWS Encryption SDK for JavaScript は、ウェブブラウザで以下のオペレーションを必要とします。ブラウ
ザでこれらのオペレーションがサポートされていない場合は、AWS Encryption SDK for JavaScript との互
換性がありません。

• ブラウザには、暗号化の乱数を生成するメソッドである crypto.getRandomValues() が
含まれている必要があります。をサポートしているウェブブラウザのバージョンについて
は、crypto.getRandomValues()「」を参照してください。暗号化を使用することはできま
す。getRandomValues()？。

必要なフォールバック

AWS Encryption SDK for JavaScript は、ウェブブラウザで以下のライブラリとオペレーションを必要とし
ます。これらの要件を満たしていないウェブブラウザをサポートする場合は、フォールバックを設定する
必要があります。設定しない場合、そのブラウザで AWS Encryption SDK for JavaScript を使用しようとす
ると失敗します。

• -WebCryptoウェブアプリケーションで基本的な暗号化オペレーションを行う API は、すべてのブラウザ
で使用できるわけではありません。ウェブでの暗号化をサポートしているウェブブラウザのバージョン
については、「Can I Use Web Cryptography?」を参照してください。

• Safari ウェブブラウザの最近のバージョンでは、AWS Encryption SDK が必要とする AES-GCM での 0 
バイトの暗号化がサポートされていません。ブラウザが実装している場合WebCryptoAPI ですが AES-
GCM での 0 バイトの暗号化を使用できません。AWS Encryption SDK for JavaScriptフォールバックラ
イブラリは、ゼロバイト暗号化にのみ使用されます。これは、WebCrypto他のすべてのオペレーション
には、API。

いずれかの制限のフォールバックを設定するには、コードに次のステートメントを追加しま
す。configureFallback 関数に不足している機能をサポートするライブラリを指定します。次の例では、マ
イクロソフトリサーチを使用しています。JavaScript暗号化ライブラリ (msrcrypto) を使用しています
が、互換性のあるライブラリに置き換えることができます。詳しい例については、fallback.ts を参照して
ください。

import { configureFallback } from '@aws-crypto/client-browser'
configureFallback(msrCrypto)

AWS Encryption SDK for JavaScript のインストール
AWS Encryption SDK for JavaScript は、相互に依存するモジュールの集まりで構成されています。この
モジュールのいくつかは、一緒に動作するように設計されたモジュールの集まりです。一部のモジュー
ルは、単独で動作するように設計されています。すべての実装に必要なモジュールはほんの少しです。ま
た、特殊な場合にのみ必要なモジュールもほんの少しです。内のモジュールについてはAWS Encryption 
SDKにとって JavaScript、「」を参照してくださいAWS Encryption SDK for JavaScript のモジュー
ル (p. 101)そしてREADME.md内の各モジュールのファイルaws-encryption-sdk-javascriptrepository on 
GitHub。

Note

のすべてのバージョンAWS Encryption SDK for JavaScript2.0.0より前であるのはend-of-support
段階。
バージョン 2.0 から安全に更新できます。xそして後で最新バージョンにAWS Encryption SDK for 
JavaScriptコードやデータの変更はありません。ただし、新しいセキュリティ機能 (p. 201)バー
ジョン 2.0 で導入されました。x下位互換性はありません。1.7 より前のバージョンから更新
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するにはxバージョン 2.0 に。xその後、まず最新の 1 に更新する必要があります。xのバー
ジョンAWS Encryption SDK for JavaScript。詳細については、「移行するAWS Encryption 
SDK (p. 205)」を参照してください。

モジュールをインストールするには、npm パッケージマネージャーを使用します。

例えば、Node.js で AWS Encryption SDK for JavaScript を使用してプログラムするために必要なすべての
モジュールを含む client-node モジュールをインストールするには、次のコマンドを使用します。

npm install @aws-crypto/client-node

ブラウザで AWS Encryption SDK for JavaScript を使用してプログラムするために必要なすべてのモジュー
ルを含む client-browser モジュールをインストールするには、次のコマンドを使用します。

npm install @aws-crypto/client-browser

使用方法の実例についてはAWS Encryption SDK for JavaScript、の例を参照してくださいexample-
nodeそしてexample-browserのモジュールaws-encryption-sdk-javascriptrepository on GitHub。

AWS Encryption SDK for JavaScript のモジュール
AWS Encryption SDK for JavaScript のモジュールを使用すると、プロジェクトに必要なコードを簡単にイ
ンストールできます。

用のモジュールJavaScriptNode.js
client-node

Node.js で AWS Encryption SDK for JavaScript を使用してプログラムするために必要なすべてのモ
ジュールが含まれています。

caching-materials-manager-ノード

をサポートする関数をエクスポートします。データキーキャッシュ (p. 156)の機能AWS Encryption 
SDK for JavaScriptは Node.js でします。

decrypt-node

データとデータストリームを表す暗号化されたメッセージを復号および検証する関数をエクスポート
します。これは、client-node モジュールに含まれています。

encrypt-node

さまざまなタイプのデータを暗号化して署名する関数をエクスポートします。これは、client-node
モジュールに含まれています。

example-node

Node.js での AWS Encryption SDK for JavaScript を使用したプログラミングの実際の例をエクスポー
トします。さまざまなタイプのキーリングやさまざまなタイプのデータの例が含まれています。

hkdf-node

をエクスポートしますHMAC ベースのキー派生関数(HKDF) ということはAWS Encryption SDK for 
JavaScriptNode.js では、特定のアルゴリズムスイートを使用します。-AWS Encryption SDK for 
JavaScriptブラウザでのは、のネイティブの HKDF 関数を使用しますWebCryptoアピ。

integration-node

Node.js で AWS Encryption SDK for JavaScript が AWS Encryption SDK の他の言語の実装と互換性が
あることを確認するテストを定義します。
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kms-keyring-node

をサポートする関数をエクスポートしますAWS KMSNode.js のキーリング。
raw-aes-keyring-ノード

Node.js で Raw AES キーリング (p. 63)をサポートする関数をエクスポートします。
raw-rsa-keyring-ノード

Node.js で Raw RSA キーリング (p. 65)をサポートする関数をエクスポートします。

用のモジュールJavaScriptブラウザ
client-browser

ブラウザで AWS Encryption SDK for JavaScript を使用してプログラムするために必要なすべてのモ
ジュールが含まれています。

caching-materials-manager-ブラウザ

をサポートする関数をエクスポートします。データキーキャッシュ (p. 156)の機能JavaScriptブラウ
ザを開きます。

decrypt-browser

データとデータストリームを表す暗号化されたメッセージを復号および検証する関数をエクスポート
します。

encrypt-browser

さまざまなタイプのデータを暗号化して署名する関数をエクスポートします。
example-browser

ブラウザでの AWS Encryption SDK for JavaScript を使用したプログラミングの実際の例。さまざまな
タイプのキーリングやさまざまなタイプのデータの例が含まれています。

integration-browser

ブラウザで AWS Encryption SDK for Java Script が AWS Encryption SDK の他の言語の実装と互換性
があることを確認するテストを定義します。

kms-keyring-browser

をサポートする関数をエクスポートしますAWS KMSキーリング (p. 52)ブラウザを開きます。
raw-aes-keyring-ブラウザ

ブラウザで Raw AES キーリング (p. 63)をサポートする関数をエクスポートします。
raw-rsa-keyring-ブラウザ

ブラウザで Raw RSA キーリング (p. 65)をサポートする関数をエクスポートします。

すべての実装用のモジュール
cache-material

データキーキャッシュ (p. 156)機能をサポートします。各データキーでキャッシュされる暗号化マテ
リアルを収集するためのコードを提供します。

kms-keyring

KMS キーリング (p. 52)をサポートする関数をエクスポートします。
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material-management

暗号化マテリアルマネージャー (p. 9) (CMM) を実装します。
raw-keyring

Raw AES キーリングと Raw RSA キーリングに必要な関数をエクスポートします。
serialize

SDK が出力をシリアル化するために使用する関数をエクスポートします。
web-crypto-backend

を使用する関数をエクスポートします。WebCryptoの APIAWS Encryption SDK for JavaScriptブラウ
ザを開きます。

AWS Encryption SDK for JavaScript の例
以下の例では、AWS Encryption SDK for JavaScript を使用してデータの暗号化と復号を行う方法を示しま
す。

を使用したのその他の例については、AWS Encryption SDK for JavaScriptのexample-nodeそしてexample-
browserのモジュールaws-encryption-sdkJavaScriptのリポジトリーGitHub。これらのサンプルモジュール
は、client-browser モジュールや client-node モジュールのインストール時にはインストールされ
ません。

完全なコードサンプルの参照: ノード:kms_simple.tsブラウザ:kms_simple.ts

トピック
• を使用したデータの暗号化AWS KMSキーリング (p. 103)
• を使用したデータの復号AWS KMSキーリング (p. 105)

を使用したデータの暗号化AWS KMSキーリング
以下の例では、AWS Encryption SDK for JavaScript を使用して短い文字列やバイト配列を暗号化および復
号する方法を示します。

この例では、AWS KMSキーリング (p. 52)を用いるキーリングの一種である。AWS KMS keyデータキー
を生成して暗号化します。作成に関するヘルプAWS KMS key「」を参照してくださいキーの作成のAWS 
Key Management Serviceデベロッパーガイド。の識別に関するヘルプAWS KMS keysでAWS KMSキーリ
ング、参照AWS KMS キーリングの AWS KMS keys の指定 (p. 53)

ステップ 1: キーリングを作成します。

を作成するAWS KMS暗号化に使用するキーリング。

で暗号化する場合AWS KMSキーリング、指定する必要がありますジェネレーターキーとすれば、つ
まりAWS KMS keyこれは、プレーンテキストデータキーを生成し、暗号化するために使用されます。
また、同じプレーンテキストのデータキーを暗号化する追加のキーを必要な数だけ指定することもで
きます。キーリングは、キーリングの AWS KMS key (ジェネレーターキーを含む) ごとに、プレーン
テキストのデータキーとそのデータキーの 1 つの暗号化されたコピーを返します。データを復号する
には、この暗号化されたデータキーのいずれかを復号する必要があります。

AWS Encryption SDK for JavaScript の暗号化キーリングの AWS KMS keys を指定するには、サポー
トされている任意の AWS KMS キー識別子 (p. 53)を使用できます。この例では、エイリアス ARN で
指定するジェネレーターキーとキー ARN で指定する 1 つの追加のキーを使用します。
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Note

を再利用する予定がある場合AWS KMS復号にキーリング。キー ARN を使用して、AWS 
KMS keysキーリングに。

このコードを実行する前には、例の AWS KMS key の識別子を有効な識別子に置き換えてください。
キーリングの AWS KMS keys を使用するために必要なアクセス許可 (p. 52)を持っている必要があり
ます。
JavaScript Browser

まず、ブラウザの認証情報を指定します。-AWS Encryption SDK for JavaScript例の使
用webpack。DefinePlugin認証情報の定数を実際の認証情報に置き換えます。ただし、認証情報の
指定には任意の方法を使用することができます。次に、その認証情報を使用して AWS KMS クラ
イアントを作成します。

declare const credentials: {accessKeyId: string, secretAccessKey:string, 
 sessionToken:string }

const clientProvider = getClient(KMS, { 
  credentials: { 
    accessKeyId, 
    secretAccessKey, 
    sessionToken 
  }
})

次に、AWS KMS keysジェネレーターキーと追加のキーを指定します。次に、AWS KMSを使用
したキーリングAWS KMSクライアントとAWS KMS keys。

const generatorKeyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/EncryptDecrypt'
const keyIds = ['arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab']

const keyring = new KmsKeyringBrowser({ clientProvider, generatorKeyId, keyIds })

JavaScript Node.js

const generatorKeyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/EncryptDecrypt'
const keyIds = ['arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab']

const keyring = new KmsKeyringNode({ generatorKeyId, keyIds })

ステップ 2: 暗号化コンテキストを設定します。

暗号化コンテキスト (p. 8)は、任意の、シークレットではない追加認証データです。暗号化時に暗号化
コンテキストを指定した場合は、暗号化コンテキストは、AWS Encryption SDK によって、データの
復号時に同じ暗号コンテキストが使用されるように、暗号を使用して暗号化テキストにバインドされ
ます。暗号化コンテキストの使用はオプションですが、ベストプラクティスとして推奨します。

暗号化コンテキストのペアを含むシンプルなオブジェクトを作成します。各ペアのキーと値は、文字
列である必要があります。
JavaScript Browser

const context = { 
  stage: 'demo', 
  purpose: 'simple demonstration app', 
  origin: 'us-west-2'
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}

JavaScript Node.js

const context = { 
  stage: 'demo', 
  purpose: 'simple demonstration app', 
  origin: 'us-west-2'
}

ステップ 3: データを暗号化します。

プレーンテキストのデータを暗号化するには、encrypt 関数を呼び出します。パスインしますAWS 
KMSキーリング、プレーンテキストのデータ、暗号化コンテキストです。

encrypt 関数は、暗号化されたデータ、暗号化されたデータキー、重要なメタデータ (暗号化コンテ
キストや署名など) を含む暗号化されたメッセージ (p. 9) (result) を返します。

この暗号化されたメッセージの復号 (p. 105)は、サポートされている任意のプログラミング言語の 
AWS Encryption SDK を使用して行うことができます。
JavaScript Browser

const plaintext = new Uint8Array([1, 2, 3, 4, 5])

const { result } = await encrypt(keyring, plaintext, { encryptionContext: 
 context })

JavaScript Node.js

const plaintext = 'asdf'

const { result } = await encrypt(keyring, plaintext, { encryptionContext: 
 context })

を使用したデータの復号AWS KMSキーリング
AWS Encryption SDK for JavaScript を使用して、暗号化されたメッセージを復号して元のデータに戻すこ
とができます。

この例では、「the section called “を使用したデータの暗号化AWS KMSキーリング” (p. 103)」の例で暗
号化したデータを復号します。

ステップ 1: キーリングを作成します。

データを復号するには、暗号化されたメッセージ (p. 9)(result) ということをencrypt関数が返され
ました。暗号化されたメッセージには、暗号化されたデータ、暗号化されたデータキー、重要なメタ
データ (暗号化コンテキストや署名など) が含まれています。

また、を指定する必要があります。AWS KMSキーリング (p. 52)復号するとき。データの暗号化に使
用したものと同じキーリングを使用することも、別のキーリングを使用することもできます。復号が
成功するには、復号キーリングの少なくとも 1 つの AWS KMS key が暗号化されたメッセージの暗号
化されたデータキーのいずれかを復号できる必要があります。データキーは生成されないため、復号
キーリングでジェネレーターキーを指定する必要はありません。指定しても、ジェネレーターキーと
追加のキーは同じように扱われます。

を指定するにはAWS KMS keyの復号化キーリングの場合AWS Encryption SDK for JavaScriptを使用
する必要があります｡キー ARN。使用しない場合、AWS KMS key は認識されません。の識別に関す
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るヘルプAWS KMS keysでAWS KMSキーリング、参照AWS KMS キーリングの AWS KMS keys の指
定 (p. 53)

Note

暗号化と復号に同じキーリングを使用する場合は、キー ARN を使用してキーリングの AWS 
KMS keys を指定します。

この例では、暗号化キーリングの 1 つの AWS KMS keys のみを含むキーリングを作成します。こ
のコードを実行する前に、キー ARN を有効なキー ARN に置き換えます。AWS KMS key に対する
kms:Decrypt アクセス許可が必要です。
JavaScript Browser

まず、ブラウザの認証情報を指定します。-AWS Encryption SDK for JavaScript例の使
用webpack。DefinePlugin認証情報の定数を実際の認証情報に置き換えます。ただし、認証情報の
指定には任意の方法を使用することができます。次に、その認証情報を使用して AWS KMS クラ
イアントを作成します。

declare const credentials: {accessKeyId: string, secretAccessKey:string, 
 sessionToken:string }

const clientProvider = getClient(KMS, { 
  credentials: { 
    accessKeyId, 
    secretAccessKey, 
    sessionToken 
  }
})

次に、AWS KMSを使用したキーリングAWS KMSクライアント。この例では、暗号化キーリング
の 1 つの AWS KMS keys のみを使用します。

const keyIds = ['arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab']

const keyring = new KmsKeyringBrowser({ clientProvider, keyIds })

JavaScript Node.js

const keyIds = ['arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab']

const keyring = new KmsKeyringNode({ keyIds })

ステップ 2: データを復号します。

次に、decrypt 関数を呼び出します。先ほど作成した復号化キーリングを渡します (keyring) と暗
号化されたメッセージ (p. 9)ということはencrypt返された関数 (result). AWS Encryption SDK 
は、このキーリングを使用して、暗号化されたデータキーの 1 つを復号します。次に、そのプレーン
テキストのデータキーを使用してデータを復号します。

呼び出しが成功すると、plaintext フィールドにはプレーンテキストの (復号された) データが含ま
れます。messageHeader フィールドには、データの復号に使用した暗号化コンテキストなどの復号
プロセスに関するメタデータが含まれます。
JavaScript Browser

const { plaintext, messageHeader } = await decrypt(keyring, result)
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JavaScript Node.js

const { plaintext, messageHeader } = await decrypt(keyring, result)

ステップ 3: 暗号化コンテキストを確認します。

データの復号に使用した暗号化コンテキスト (p. 8)は、decrypt 関数から返されるメッセージヘッ
ダー (messageHeader) に含まれます。アプリケーションでプレーンテキストのデータを返す前に、
暗号化時に指定した暗号化コンテキストが復号時に使用した暗号化コンテキストに含まれていること
を確認します。一致しない場合は、データが改ざんされたか、復号する暗号化テキストを間違ったこ
とを示している可能性があります。

暗号化コンテキストを確認する際は、完全に一致している必要ありません。署名付きの暗号化アルゴ
リズムを使用する場合、暗号化マテリアルマネージャー (p. 9) (CMM) は、メッセージを暗号化する前
にパブリック署名キーを暗号化コンテキストに追加します。ただし、送信したすべての暗号化コンテ
キストのペアが返された暗号化コンテキストに含まれている必要があります。

まず、メッセージヘッダーから暗号化コンテキストを取得します。次に、元の暗号化コンテキスト 
(context) のキーと値の各ペアが、返された暗号化コンテキスト (encryptionContext) のキーと値
のペアと一致することを確認します。
JavaScript Browser

const { encryptionContext } = messageHeader

Object 
  .entries(context) 
  .forEach(([key, value]) => { 
    if (encryptionContext[key] !== value) throw new Error('Encryption Context does 
 not match expected values')
})

JavaScript Node.js

const { encryptionContext } = messageHeader

Object 
  .entries(context) 
  .forEach(([key, value]) => { 
    if (encryptionContext[key] !== value) throw new Error('Encryption Context does 
 not match expected values')
})

暗号化コンテキストを確認して問題がなければ、プレーンテキストのデータを返すことができます。

AWS Encryption SDK for Python
このトピックでは、AWS Encryption SDK for Python をインストールして使用する方法について説明し
ます。でのプログラミングの詳細についてはAWS Encryption SDK for Pythonを参照してくださいaws-
encryption-sdk-pythonリポジトリ GitHub。API のドキュメントについては、Read the Docs を参照してく
ださい。

トピック
• 前提条件  (p. 108)
• インストール (p. 108)
• AWS Encryption SDK for Python のコードの例 (p. 109)
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前提条件
AWS Encryption SDK for Python をインストールする前に、以下の前提条件を満たしていることを確認し
てください。

Python のサポートされているバージョン

AWS Encryption SDK for Python バージョン 3.1.0 以降では Python 3.6 以降が必要です。

AWS Encryption SDK の以前のバージョンでは Python 2.7 および Python 3.4 以降がサポートされてい
ますが、最新バージョンの AWS Encryption SDK を使用することをお勧めします。

Python をダウンロードするには、「Python のダウンロード」を参照してください。
Python 用 pip インストールツール

pipPython 3.6 以降のバージョンには、アップグレードすることもできます。アップグレードまたは
インストールの詳細についてはpip... を参照してくださいインストール()pipドキュメント内) を参照
してください。

インストール
最新バージョンのをインストールするAWS Encryption SDK for Python。

Note

すべてのバージョンAWS Encryption SDK for Python3.0.0より前であるのはend-of-support段階。
バージョン 2.0 から安全に更新できます。xそして後で最新バージョンにAWS Encryption SDK
コードやデータの変更はありません。ただし、新しいセキュリティ機能 (p. 201)バージョン 
2.0 で導入されました。x下位互換性はありません。1.7. 1.7 以前であるバージョンから更新す
る。xバージョン 2.0 に変更します。xその後、まず最新の 1 に更新する必要があります。xのバー
ジョンAWS Encryption SDK。詳細については、「移行するAWS Encryption SDK (p. 205)」を
参照してください。

使用アイテムpipをインストールするにはAWS Encryption SDK for Python次の例に示すように。

最新バージョンをインストールするには

pip install aws-encryption-sdk

pip を使用してパッケージをインストールおよびアップグレードする方法の詳細については、「パッケー
ジのインストール」を参照してください。

-AWS Encryption SDK for Pythonにはが必要です暗号ライブラリすべてのプラットフォームで (pyca/暗号
化)。すべてのバージョンpip自動的にインストールしてビルドするcryptographyウィンドウズ上のラ
イブラリ。pip8.1 以降では、自動的にインストールおよびビルドされますcryptographyLinuxの場合。
以前のバージョンを使用している場合pipそしてあなたのLinux環境にはビルドに必要なツールがありませ
んcryptographyライブラリ、これらをインストールする必要があります。詳細については、「Building 
cryptography on Linux」を参照してください。

バージョン 1.10.0 と 2.5.0AWS Encryption SDK for Python固定する暗号化2.5.0 と 3.3.2 の間の従属関係 
他のバージョンのAWS Encryption SDK for Python暗号の最新バージョンをインストールします。3.3.2 以
降のバージョンの暗号化が必要な場合は、最新のメジャーバージョンを使用することをお勧めしますAWS 
Encryption SDK for Python。

最新バージョンのの場合AWS Encryption SDK for Python、に移動するaws-encryption-sdk-pythonリポジト
リ GitHub。
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インストール後AWS Encryption SDK for Python、見て始めましょうPython のコード例 (p. 109)このガイ
ドの「」を参照してください。

AWS Encryption SDK for Python のコードの例
以下の例では、AWS Encryption SDK for Python を使用してデータの暗号化と復号を行う方法を示しま
す。

このセクションの例では、AWS Encryption SDK for Python のバージョン 2.0.x (p. 198) 以降の使用方法
について説明します。前バージョンを使用する例については、使用しているリリースをリリースのリス
トaws-encryption-sdk-python上のリポジトリ GitHub。

トピック
• 文字列の暗号化と復号 (p. 109)
• バイトストリームの暗号化と復号 (p. 110)
• 複数のマスターキープロバイダーでのバイトストリームの暗号化と復号 (p. 112)
• データキーキャッシュを使用したメッセージの暗号化 (p. 115)

文字列の暗号化と復号
次の例は、AWS Encryption SDK を使用して文字列の暗号化と復号を行う方法を示しています。この例で
は、マスターキーとして AWS Key Management Service (AWS KMS) の AWS KMS key を使用します。

StrictAwsKmsMasterKeyProvider コンストラクタは、暗号化時に、キー ID、キー ARN、エイリ
アス名、またはエイリアス ARN を受け取ります。復号化時にはキー ARN が必要です (p. 20)。この場
合、keyArn パラメータを暗号化と復号化に使用するため、その値はキー ARN である必要がありま
す。AWS KMS キーの ID については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「キー
識別子」を参照してください。

# Copyright 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#  
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You  
# may not use this file except in compliance with the License. A copy of  
# the License is located at  
#  
# http://aws.amazon.com/apache2.0/  
#  
# or in the "license" file accompanying this file. This file is  
# distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF  
# ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific  
# language governing permissions and limitations under the License.  
"""Example showing basic encryption and decryption of a value already in memory."""  
import aws_encryption_sdk  
from aws_encryption_sdk import CommitmentPolicy  
  
  
def cycle_string(key_arn, source_plaintext, botocore_session=None):  
    """Encrypts and then decrypts a string under an &KMS; key.  
  
    :param str key_arn: Amazon Resource Name (ARN) of the &KMS; key  
    :param bytes source_plaintext: Data to encrypt  
    :param botocore_session: existing botocore session instance  
    :type botocore_session: botocore.session.Session  
    """  
    # Set up an encryption client with an explicit commitment policy. If you do not 
 explicitly choose a  
    # commitment policy, REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT is used by default.  
    client = 
 aws_encryption_sdk.EncryptionSDKClient(commitment_policy=CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT)  
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    # Create an AWS KMS master key provider  
    kms_kwargs = dict(key_ids=[key_arn])  
    if botocore_session is not None:  
        kms_kwargs["botocore_session"] = botocore_session  
    master_key_provider = aws_encryption_sdk.StrictAwsKmsMasterKeyProvider(**kms_kwargs)  
  
    # Encrypt the plaintext source data  
    ciphertext, encryptor_header = client.encrypt(source=source_plaintext, 
 key_provider=master_key_provider)  
  
    # Decrypt the ciphertext  
    cycled_plaintext, decrypted_header = client.decrypt(source=ciphertext, 
 key_provider=master_key_provider)  
  
    # Verify that the "cycled" (encrypted, then decrypted) plaintext is identical to the 
 source plaintext  
    assert cycled_plaintext == source_plaintext  
  
    # Verify that the encryption context used in the decrypt operation includes all key 
 pairs from  
    # the encrypt operation. (The SDK can add pairs, so don't require an exact match.)  
    #  
    # In production, always use a meaningful encryption context. In this sample, we omit 
 the  
    # encryption context (no key pairs).  
    assert all(  
        pair in decrypted_header.encryption_context.items() for pair in 
 encryptor_header.encryption_context.items()  
    )

バイトストリームの暗号化と復号
次の例は、AWS Encryption SDK を使用してバイトストリームの暗号化と復号を行う方法を示していま
す。この例では、AWS を使用しません。静的な一時マスターキープロバイダーを使用します。

この例では、暗号化するときに、デジタル署名 (p. 12)のない代替アルゴリズムスイート 
(AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY) を指定します。このアルゴリズムスイートは、データの
暗号化と復号を行うユーザーが同等に信頼されている場合に適しています。次に、この例では復号化時に
decrypt-unsigned ストリーミングモードを使用します。これは署名付き暗号化テキストが検出される
と失敗します。decrypt-unsigned ストリーミングモードは、AWS Encryption SDK バージョン 1.9.x お
よび 2.2.x で導入されています。

# Copyright 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#  
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You  
# may not use this file except in compliance with the License. A copy of  
# the License is located at  
#  
# http://aws.amazon.com/apache2.0/  
#  
# or in the "license" file accompanying this file. This file is  
# distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF  
# ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific  
# language governing permissions and limitations under the License.  
"""Example showing creation and use of a RawMasterKeyProvider."""  
import filecmp  
import os  
  
import aws_encryption_sdk  
from aws_encryption_sdk.identifiers import Algorithm, CommitmentPolicy, EncryptionKeyType, 
 WrappingAlgorithm  
from aws_encryption_sdk.internal.crypto.wrapping_keys import WrappingKey  
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from aws_encryption_sdk.key_providers.raw import RawMasterKeyProvider  
  
  
class StaticRandomMasterKeyProvider(RawMasterKeyProvider):  
    """Randomly generates 256-bit keys for each unique key ID."""  
  
    provider_id = "static-random"  
  
    def __init__(self, **kwargs):  # pylint: disable=unused-argument  
        """Initialize empty map of keys."""  
        self._static_keys = {}  
  
    def _get_raw_key(self, key_id):  
        """Returns a static, randomly-generated symmetric key for the specified key ID.  
        :param str key_id: Key ID  
        :returns: Wrapping key that contains the specified static key  
        :rtype: :class:`aws_encryption_sdk.internal.crypto.WrappingKey`  
        """  
        try:  
            static_key = self._static_keys[key_id]  
        except KeyError:  
            static_key = os.urandom(32)  
            self._static_keys[key_id] = static_key  
        return WrappingKey(  
            wrapping_algorithm=WrappingAlgorithm.AES_256_GCM_IV12_TAG16_NO_PADDING,  
            wrapping_key=static_key,  
            wrapping_key_type=EncryptionKeyType.SYMMETRIC,  
        )  
  
  
def cycle_file(source_plaintext_filename):  
    """Encrypts and then decrypts a file under a custom static master key provider.  
    :param str source_plaintext_filename: Filename of file to encrypt  
    """  
    # Set up an encryption client with an explicit commitment policy. Note that if you do 
 not explicitly choose a  
    # commitment policy, REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT is used by default.  
    client = 
 aws_encryption_sdk.EncryptionSDKClient(commitment_policy=CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT)  
  
    # Create a static random master key provider  
    key_id = os.urandom(8)  
    master_key_provider = StaticRandomMasterKeyProvider()  
    master_key_provider.add_master_key(key_id)  
  
    ciphertext_filename = source_plaintext_filename + ".encrypted"  
    cycled_plaintext_filename = source_plaintext_filename + ".decrypted"  
  
    # Encrypt the plaintext source data  
    # We can use an unsigning algorithm suite here under the assumption that the contexts 
 that encrypt  
    # and decrypt are equally trusted.  
    with open(source_plaintext_filename, "rb") as plaintext, open(ciphertext_filename, 
 "wb") as ciphertext:  
        with client.stream(  
            algorithm=Algorithm.AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY,  
            mode="e",  
            source=plaintext,  
            key_provider=master_key_provider,  
        ) as encryptor:  
            for chunk in encryptor:  
                ciphertext.write(chunk)  
  
    # Decrypt the ciphertext  
    # We can use the recommended "decrypt-unsigned" streaming mode since we encrypted with 
 an unsigned algorithm suite.  
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    with open(ciphertext_filename, "rb") as ciphertext, open(cycled_plaintext_filename, 
 "wb") as plaintext:  
        with client.stream(mode="decrypt-unsigned", source=ciphertext, 
 key_provider=master_key_provider) as decryptor:  
            for chunk in decryptor:  
                plaintext.write(chunk)  
  
    # Verify that the "cycled" (encrypted, then decrypted) plaintext is identical to the 
 source  
    # plaintext  
    assert filecmp.cmp(source_plaintext_filename, cycled_plaintext_filename)  
  
    # Verify that the encryption context used in the decrypt operation includes all key 
 pairs from  
    # the encrypt operation  
    #  
    # In production, always use a meaningful encryption context. In this sample, we omit 
 the  
    # encryption context (no key pairs).  
    assert all(  
        pair in decryptor.header.encryption_context.items() for pair in 
 encryptor.header.encryption_context.items()  
    )  
    return ciphertext_filename, cycled_plaintext_filename

複数のマスターキープロバイダーでのバイトストリームの暗号化
と復号
次の例では、複数のマスターキープロバイダでの AWS Encryption SDK の使用方法について説明します。
複数のマスターキープロバイダーを使用する場合、1 つのマスターキープロバイダーが復号に利用できな
いと冗長化されます。この例では、AWS KMS key および RSA キーペアをマスターキーとして使用しま
す。

この例では、デジタル署名 (p. 12)を含むデフォルトのアルゴリズムスイート (p. 14)で暗号化します。スト
リーミングの際、AWS Encryption SDK は、整合性チェックの後、デジタル署名を検証する前にプレーン
テキストをリリースします。署名が検証されるまでプレーンテキストを使用しないようにするため、この
例ではプレーンテキストをバッファリングし、復号化および検証が完了したときにのみディスクに書き込
みます。

# Copyright 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#  
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You  
# may not use this file except in compliance with the License. A copy of  
# the License is located at  
#  
# http://aws.amazon.com/apache2.0/  
#  
# or in the "license" file accompanying this file. This file is  
# distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF  
# ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific  
# language governing permissions and limitations under the License.  
"""Example showing creation of a RawMasterKeyProvider, how to use multiple  
master key providers to encrypt, and demonstrating that each master key  
provider can then be used independently to decrypt the same encrypted message.  
"""  
import filecmp  
import os  
  
from cryptography.hazmat.backends import default_backend  
from cryptography.hazmat.primitives import serialization  
from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import rsa  
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import aws_encryption_sdk  
from aws_encryption_sdk.identifiers import CommitmentPolicy, EncryptionKeyType, 
 WrappingAlgorithm  
from aws_encryption_sdk.internal.crypto.wrapping_keys import WrappingKey  
from aws_encryption_sdk.key_providers.raw import RawMasterKeyProvider  
  
  
class StaticRandomMasterKeyProvider(RawMasterKeyProvider):  
    """Randomly generates and provides 4096-bit RSA keys consistently per unique key 
 id."""  
  
    provider_id = "static-random"  
  
    def __init__(self, **kwargs):  # pylint: disable=unused-argument  
        """Initialize empty map of keys."""  
        self._static_keys = {}  
  
    def _get_raw_key(self, key_id):  
        """Retrieves a static, randomly generated, RSA key for the specified key id.  
  
        :param str key_id: User-defined ID for the static key  
        :returns: Wrapping key that contains the specified static key  
        :rtype: :class:`aws_encryption_sdk.internal.crypto.WrappingKey`  
        """  
        try:  
            static_key = self._static_keys[key_id]  
        except KeyError:  
            private_key = rsa.generate_private_key(public_exponent=65537, key_size=4096, 
 backend=default_backend())  
            static_key = private_key.private_bytes(  
                encoding=serialization.Encoding.PEM,  
                format=serialization.PrivateFormat.PKCS8,  
                encryption_algorithm=serialization.NoEncryption(),  
            )  
            self._static_keys[key_id] = static_key  
        return WrappingKey(  
            wrapping_algorithm=WrappingAlgorithm.RSA_OAEP_SHA1_MGF1,  
            wrapping_key=static_key,  
            wrapping_key_type=EncryptionKeyType.PRIVATE,  
        )  
  
  
def cycle_file(key_arn, source_plaintext_filename, botocore_session=None):  
    """Encrypts and then decrypts a file using an AWS KMS master key provider and a custom 
 static master  
    key provider. Both master key providers are used to encrypt the plaintext file, so 
 either one alone  
    can decrypt it.  
  
    :param str key_arn: Amazon Resource Name (ARN) of the &KMS; key  
    (http://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/viewing-keys.html)  
    :param str source_plaintext_filename: Filename of file to encrypt  
    :param botocore_session: existing botocore session instance  
    :type botocore_session: botocore.session.Session  
    """  
    # "Cycled" means encrypted and then decrypted  
    ciphertext_filename = source_plaintext_filename + ".encrypted"  
    cycled_kms_plaintext_filename = source_plaintext_filename + ".kms.decrypted"  
    cycled_static_plaintext_filename = source_plaintext_filename + ".static.decrypted"  
  
    # Set up an encryption client with an explicit commitment policy. Note that if you do 
 not explicitly choose a  
    # commitment policy, REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT is used by default.  
    client = 
 aws_encryption_sdk.EncryptionSDKClient(commitment_policy=CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT)  
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    # Create an AWS KMS master key provider  
    kms_kwargs = dict(key_ids=[key_arn])  
    if botocore_session is not None:  
        kms_kwargs["botocore_session"] = botocore_session  
    kms_master_key_provider = 
 aws_encryption_sdk.StrictAwsKmsMasterKeyProvider(**kms_kwargs)  
  
    # Create a static master key provider and add a master key to it  
    static_key_id = os.urandom(8)  
    static_master_key_provider = StaticRandomMasterKeyProvider()  
    static_master_key_provider.add_master_key(static_key_id)  
  
    # Add the static master key provider to the AWS KMS master key provider  
    #   The resulting master key provider uses AWS KMS master keys to generate (and 
 encrypt)  
    #   data keys and static master keys to create an additional encrypted copy of each 
 data key.  
    kms_master_key_provider.add_master_key_provider(static_master_key_provider)  
  
    # Encrypt plaintext with both AWS KMS and static master keys  
    with open(source_plaintext_filename, "rb") as plaintext, open(ciphertext_filename, 
 "wb") as ciphertext:  
        with client.stream(source=plaintext, mode="e", 
 key_provider=kms_master_key_provider) as encryptor:  
            for chunk in encryptor:  
                ciphertext.write(chunk)  
  
    # Decrypt the ciphertext with only the AWS KMS master key  
    # Buffer the data in memory before writing to disk. This ensures verfication of the 
 digital signature before returning plaintext.  
    with open(ciphertext_filename, "rb") as ciphertext, open(cycled_kms_plaintext_filename, 
 "wb") as plaintext:  
        with client.stream(  
            source=ciphertext, mode="d", 
 key_provider=aws_encryption_sdk.StrictAwsKmsMasterKeyProvider(**kms_kwargs)  
        ) as kms_decryptor:  
             plaintext.write(kms_decryptor.read())  
  
    # Decrypt the ciphertext with only the static master key  
    # Buffer the data in memory before writing to disk to ensure verfication of the 
 signature before returning plaintext.  
    with open(ciphertext_filename, "rb") as ciphertext, 
 open(cycled_static_plaintext_filename, "wb") as plaintext:  
        with client.stream(source=ciphertext, mode="d", 
 key_provider=static_master_key_provider) as static_decryptor:  
             plaintext.write(static_decryptor.read())  
  
    # Verify that the "cycled" (encrypted, then decrypted) plaintext is identical to the 
 source plaintext  
    assert filecmp.cmp(source_plaintext_filename, cycled_kms_plaintext_filename)  
    assert filecmp.cmp(source_plaintext_filename, cycled_static_plaintext_filename)  
  
    # Verify that the encryption context in the decrypt operation includes all key pairs 
 from the  
    # encrypt operation.  
    #  
    # In production, always use a meaningful encryption context. In this sample, we omit 
 the  
    # encryption context (no key pairs).  
    assert all(  
        pair in kms_decryptor.header.encryption_context.items() for pair in 
 encryptor.header.encryption_context.items()  
    )  
    assert all(  
        pair in static_decryptor.header.encryption_context.items()  
        for pair in encryptor.header.encryption_context.items()  
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    )  
    return (ciphertext_filename, cycled_kms_plaintext_filename, 
 cycled_static_plaintext_filename)

データキーキャッシュを使用したメッセージの暗号化
以下の例は、AWS Encryption SDK for Python でのデータキーキャッシュ (p. 156)の使用方法を
示します。これは、のインスタンスを設定する方法を示すように設計されていますローカルキャッ
シュ (p. 176)(LocalCryptoMaterialsCache) に、必要なキャパシティ値と、暗号化マテリアルのキャッ
シュマネージャー (p. 177)(CMM をキャッシュ) でキャッシュセキュリティのしきい値 (p. 173)。

この非常に基本的な例では、固定文字列を暗号化する関数を作成します。この関数では、AWS KMS key、
必要なキャッシュのサイズ (容量)、最大保持期間の値を指定することができます。データキーキャッシュ
のより複雑で現実的な例については、「データキーキャッシュの例 (p. 180)」を参照してください。

この例はオプションですが、この例でも、暗号化コンテキスト (p. 8)を追加認証データとして使用します。
暗号化コンテキストで暗号化されたデータを復号するときは、その暗号化コンテキストが適切な内容であ
るとアプリケーションで検証済みであることを確認してから、プレーンテキストデータを発信者に返して
ください。暗号化コンテキストは、あらゆる暗号化オペレーションまたは復号オペレーションのベストプ
ラクティス要素ですが、データキーキャッシュでは特別なロールを担います。詳細については、「」を参
照してください。暗号化コンテキスト: キャッシュエントリを選択する方法 (p. 178)。

# Copyright 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#  
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You  
# may not use this file except in compliance with the License. A copy of  
# the License is located at  
#  
# http://aws.amazon.com/apache2.0/  
#  
# or in the "license" file accompanying this file. This file is  
# distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF  
# ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific  
# language governing permissions and limitations under the License.  
"""Example of encryption with data key caching."""  
import aws_encryption_sdk  
from aws_encryption_sdk import CommitmentPolicy  
  
  
def encrypt_with_caching(kms_key_arn, max_age_in_cache, cache_capacity):  
    """Encrypts a string using an &KMS; key and data key caching.  
  
    :param str kms_key_arn: Amazon Resource Name (ARN) of the &KMS; key  
    :param float max_age_in_cache: Maximum time in seconds that a cached entry can be used  
    :param int cache_capacity: Maximum number of entries to retain in cache at once  
    """  
    # Data to be encrypted  
    my_data = "My plaintext data"  
  
    # Security thresholds  
    #   Max messages (or max bytes per) data key are optional  
    MAX_ENTRY_MESSAGES = 100  
  
    # Create an encryption context  
    encryption_context = {"purpose": "test"}  
  
    # Set up an encryption client with an explicit commitment policy. Note that if you do 
 not explicitly choose a  
    # commitment policy, REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT is used by default.  
    client = 
 aws_encryption_sdk.EncryptionSDKClient(commitment_policy=CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT)  
  
    # Create a master key provider for the &KMS; key  
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    key_provider = aws_encryption_sdk.StrictAwsKmsMasterKeyProvider(key_ids=[kms_key_arn])  
  
    # Create a local cache  
    cache = aws_encryption_sdk.LocalCryptoMaterialsCache(cache_capacity)  
  
    # Create a caching CMM  
    caching_cmm = aws_encryption_sdk.CachingCryptoMaterialsManager(  
        master_key_provider=key_provider,  
        cache=cache,  
        max_age=max_age_in_cache,  
        max_messages_encrypted=MAX_ENTRY_MESSAGES,  
    )  
  
    # When the call to encrypt data specifies a caching CMM,  
    # the encryption operation uses the data key cache specified  
    # in the caching CMM  
    encrypted_message, _header = client.encrypt(  
        source=my_data, materials_manager=caching_cmm, 
 encryption_context=encryption_context  
    )  
  
    return encrypted_message

AWS Encryption SDK コマンドラインインターフェ
イス

AWS Encryption SDK コマンドラインインターフェイス (AWS Encryption CLI) では、AWS Encryption 
SDK を使用してコマンドラインやスクリプトで対話的にデータを暗号化および復号できます。暗号化やプ
ログラミングの専門知識は必要ありません。

Note

のバージョンAWS4.0.0 よりであるEncryption CLI は、end-of-support段階。
バージョン 2.1 から安全に更新できます。xそして後で最新バージョンにAWSコードやデータの
変更なしの暗号化 CLI。ただし、新しいセキュリティ機能 (p. 201)バージョン 2.1 で導入されま
した。x下位互換性はありません。をバージョン 1.7 から更新するには。xまたはそれよりである
場合は、まず最新の 1 に更新する必要があります。xのバージョンAWSEncryption CLI。詳細につ
いては、「移行するAWS Encryption SDK (p. 205)」を参照してください。
新しいセキュリティ機能は、AWS Encryption CLI バージョン 1.7.x および 2.0.x で最初にリリー
スされました。ただし、AWS Encryption CLI バージョン 1.7.x はバージョン 1.8.x に、AWS 
Encryption CLI 2.0.x は 2.1.x に置き換わります。詳細については、「」を参照してください。セ
キュリティ勧告()aws-encryption-sdk-cliリポジトリ GitHub。

AWS Encryption SDK のすべての実装と同様に、AWS Encryption CLI にも高度なデータ保護機能が用意
されています。これにはエンベロープ暗号化、追加の認証データ (AAD)、キー取得、キーコミットメン
ト (p. 10)、署名で使用する 256 ビット AES-GCM などのセキュアで認証済みの対称キーアルゴリズムス
イートなどが含まれます。

AWS Encryption CLI は AWS Encryption SDK for Python (p. 107) をベースにして構築されてお
り、Linux、macOS、Windows でサポートされています。Linux または macOS では任意のシェ
ル、Windows ではコマンドプロンプトウィンドウ (cmd.exe)、および PowerShell 任意のシステム上のコ
ンソール。

AWS Encryption CLI を含む AWS Encryption SDK の言語に固有のすべての実装は、相互運用できます。例
えば、AWS Encryption SDK for Java (p. 88) でデータを暗号化して、AWS Encryption CLI で復号する
ことができます。

このトピックでは、AWS Encryption CLI をインストールして使用する方法、および利用開始に役立つ
いくつかの例について説明します。クイックスタートについては、AWS セキュリティブログの「AWS 
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Encryption CLI を使用してデータを暗号化および復号する方法」を参照してください。詳細については、
「」を参照してください。Docs を読む、そして私たちと一緒に開発に参加してくださいAWSのEncryption 
CLIaws-encryption-sdk-cliリポジトリ GitHub。

パフォーマンス

AWS Encryption CLI は、AWS Encryption SDK for Python をベースにして構築されています。CLI を実行
するたびに、Python ランタイムの新しいインスタンスが起動されます。パフォーマンスを向上させるに
は、個別のコマンドを何回も使用するのではなく、できるだけ 1 つのコマンドを使用します。例えば、
ファイルごとに個別のコマンドを実行するのではなく、ディレクトリ内のファイルを再帰的に処理する 1 
つのコマンドを実行します。

トピック
• AWS Encryption SDK コマンドラインインターフェイスのインストール (p. 117)
• AWS Encryption CLI の使用方法 (p. 119)
• の例AWS暗号化 CLI (p. 129)
• AWS Encryption SDK CLI の構文およびパラメータのリファレンス (p. 145)
• AWS Encryption CLI のバージョン (p. 154)

AWS Encryption SDK コマンドラインインターフェイ
スのインストール
このトピックでは AWS Encryption CLI をインストールする方法について説明します。詳細については、
「」を参照してください。aws-encryption-sdk-clirepository on GitHub そしてDocs を読む。

トピック
• 前提条件のインストール (p. 117)
• のインストールと更新AWSEncryption CLI (p. 118)

前提条件のインストール
AWS Encryption CLI は、AWS Encryption SDK for Python をベースにして構築されています。AWS 
Encryption CLI をインストールするには、Python と Python のパッケージ管理ツールである pip が必要で
す。Python と pip は、サポートされているすべてのプラットフォームで使用できます。

AWS Encryption CLI をインストールする前に、次の前提条件をインストールします。

Python

AWS Encryption CLI バージョン 4.1.0 以降には、Python 3.6 以降が必要です。

AWS Encryption CLI の以前のバージョンでは Python 2.7 および Python 3.4 以降がサポートされてい
ますが、最新バージョンの AWS Encryption CLI を使用することをお勧めします。

Python は、ほとんどの Linux と macOS のインストールに含まれていますが、Python 3.6 以降にアッ
プグレードする必要があります。最新バージョンの Python の使用をお勧めします。Windows では 
Python をインストールする必要があります。デフォルトではインストールされていません。Python 
をダウンロードしてインストールするには、「Python のダウンロード」を参照してください。

Python がインストールされているかどうかを確認するには、コマンドラインで次のように入力しま
す。

python
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Python のバージョンを確認するには -V (大文字 V) パラメータを使用します。

python -V

Windows では、Python をインストールしたら、Python.exe ファイルのパスを Path 環境変数の値に
追加します。

デフォルトでは、$home サブディレクトリの Python がインストールされているすべてのユーザーま
たはユーザープロファイルディレクトリ内 (%userprofile% または AppData\Local\Programs
\Python) にあります。システム内の Python.exe ファイルの場所を確認するには、次のいずれかの
レジストリキーを確認します。以下を使用できます PowerShell レジストリを検索する。

PS C:\> dir HKLM:\Software\Python\PythonCore\version\InstallPath
# -or-
PS C:\> dir HKCU:\Software\Python\PythonCore\version\InstallPath

pip

pip は Python パッケージマネージャーです。AWS Encryption CLI とその依存関係をインストール
するには、pip 8.1 以降が必要です。pip のインストールまたはアップグレードのヘルプについて
は、pip ドキュメントの「インストール」を参照してください。

Linux インストールでは、pip の 8.1 より前のバージョンにより、AWS Encryption CLI で必要となる
cryptography ライブラリを構築できません。pip バージョンを更新しないことを選択した場合は、ビ
ルドツールを個別にインストールできます。詳細については、「Building cryptography on Linux」を
参照してください。

AWS Command Line Interface

AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、AWS Encryption CLI を含む AWS Key Management 
Service (AWS KMS) で AWS KMS keys を使用する場合にのみ必要です。別のマスターキープロバイ
ダー (p. 7)を使用している場合、AWS CLI は必要ありません。

AWS Encryption CLI で AWS KMS keys を使用するには、AWS CLI のインストールと構成が必要で
す。この設定により AWS KMS への認証に使用する認証情報が作成されます。AWS Encryption CLI 
で使用できます。

のインストールと更新AWSEncryption CLI
最新バージョンのをインストールするAWSEncryption CLI。pip を使用して AWS Encryption CLI をインス
トールすると、AWS Encryption SDK for Python (p. 107)、Python cryptography ライブラリ、AWS SDK 
for Python (Boto3) など、CLI で必要となるライブラリが自動的にインストールされます。

Note

のバージョンAWSEncryption CLI が 4.0.0 より前である場合はend-of-support段階。
バージョン 2.1 から安全に更新できます。xそして後で最新バージョンにAWSコードやデータの
変更なしの暗号化 CLI。ただし、新しいセキュリティ機能 (p. 201)バージョン 2.1 で導入されま
した。x下位互換性はありません。をバージョン 1.7 から更新する。x以前である場合は、まず最
新の 1 に更新する必要があります。xのバージョンAWSEncryption CLI。詳細については、「移行
するAWS Encryption SDK (p. 205)」を参照してください。
新しいセキュリティ機能は、AWS Encryption CLI バージョン 1.7.x および 2.0.x で最初にリリー
スされました。ただし、AWS Encryption CLI バージョン 1.7.x はバージョン 1.8.x に、AWS 
Encryption CLI 2.0.x は 2.1.x に置き換わります。詳細については、関連の「」を参照してくださ
い。セキュリティ勧告()aws-encryption-sdk-clirepository on GitHub。

AWS Encryption CLI の最新バージョンをインストールするには

pip install aws-encryption-sdk-cli
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AWS Encryption CLI の最新バージョンにアップグレードするには

pip install --upgrade aws-encryption-sdk-cli

AWS Encryption CLI と AWS Encryption SDK のバージョン番号を確認するには

aws-encryption-cli --version

出力には、両方のライブラリのバージョン番号が表示されます。

aws-encryption-sdk-cli/2.1.0 aws-encryption-sdk/2.0.0

AWS Encryption CLI の最新バージョンにアップグレードするには

pip install --upgrade aws-encryption-sdk-cli

AWS Encryption CLI をインストールすると、AWS SDK for Python (Boto3) の最新バージョンがまだイン
ストールされていない場合、それもインストールされます。Boto3 がインストールされている場合、イン
ストーラは Boto3 のバージョンを確認し、必要に応じて更新します。

インストールされている Boto3 のバージョンを確認するには

pip show boto3

Boto3 の最新バージョンに更新するには

pip install --upgrade boto3

のバージョンをインストールするAWS暗号化 CLI は現在開発中です。を参照してください。aws-
encryption-sdk-clirepository on GitHub。

pip を使用した Python パッケージのインストールおよびアップグレードの詳細については、pip のドキュ
メントを参照してください。

AWS Encryption CLI の使用方法
このトピックでは、AWS Encryption CLI でパラメータを使用する方法について説明します。例について
は、「の例AWS暗号化 CLI (p. 129)」を参照してください。完全なドキュメントについては、「ドキュ
メントを読む」を参照してください。これらの例に示す構文は、AWS Encryption CLI バージョン 2.1.x 以
降用です。

Note

のバージョンAWS4.0.0 よりである場合は、end-of-support段階。
バージョン 2.1 から安全に更新できます。xそして後で最新バージョンにAWSコードやデータの
変更なしの暗号化 CLI。ただし、新しいセキュリティ機能 (p. 201)バージョン 2.1 で導入され
ました。x下位互換性はありません。をバージョン 1.7 から更新します。xまたはそれである場合
は、まず最新の 1 に更新する必要があります。xのバージョンAWSEncryption CLI。詳細について
は、「移行するAWS Encryption SDK (p. 205)」を参照してください。
新しいセキュリティ機能は、AWS Encryption CLI バージョン 1.7.x および 2.0.x で最初にリリー
スされました。ただし、AWS Encryption CLI バージョン 1.7.x はバージョン 1.8.x に、AWS 
Encryption CLI 2.0.x は 2.1.x に置き換わります。詳細については、関連する「」を参照してくだ
さい。セキュリティ-勧告()aws-encryption-sdk-clirepository on name GitHub。
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暗号化されたデータキーを制限するセキュリティ機能の使用方法の例については、「暗号化されたデータ
キーの制限 (p. 41)」を参照してください。

AWS KMS マルチリージョンキーの使用方法の例については、「マルチリージョンを使用するAWS KMS 
keys (p. 21)」を参照してください。

トピック
• データを暗号化および復号する方法 (p. 120)
• ラッピングキーの指定方法 (p. 121)
• 入力を指定する方法 (p. 124)
• 出力の場所を指定する方法 (p. 125)
• 暗号化コンテキストを使用する方法 (p. 126)
• コミットメントポリシーの指定方法 (p. 127)
• 設定ファイルにパラメータを保存する方法 (p. 127)

データを暗号化および復号する方法
AWS Encryption CLI は、AWS Encryption SDK の機能を使用してデータの安全な暗号化と復号を容易にし
ます。

Note

--master-keys パラメータは AWS Encryption CLI のバージョン 1.8.x で非推奨となり、バー
ジョン 2.1.x で削除されます。代わりに、--wrapping-keys パラメータを使用します。バー
ジョン 2.1.x 以降は、--wrapping-keys パラメータが暗号化および復号化時に必要となり
ます。詳細については、「AWS Encryption SDK CLI の構文およびパラメータのリファレン
ス (p. 145)」を参照してください。

• AWS Encryption CLI でデータを暗号化する場合は、プレーンテキストデータと、AWS Key 
Management Service (AWS KMS) の AWS KMS key などのラッピングキー (p. 7) (またはマスターキー) 
を指定します。カスタムのマスターキープロバイダーを使用する場合は、プロバイダーを指定する必要
もあります。また、暗号化されたメッセージ (p. 9)および暗号化オペレーションに関するメタデータの出
力場所を指定します。暗号化コンテキスト (p. 8)はオプションですが、推奨されています。

バージョン 1.8.x では、--wrapping-keys パラメータを使用するときに --commitment-policy
パラメータが必要です。これがない場合は無効です。バージョン 2.1.x 以降では、--commitment-
policy パラメータはオプションですが推奨されます。

aws-encryption-cli --encrypt --input myPlaintextData \ 
                   --wrapping-keys key=1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \ 
                   --output myEncryptedMessage \ 
                   --metadata-output ~/metadata \ 
                   --encryption-context purpose=test \ 
                   --commitment-policy require-encrypt-require-decrypt

AWS Encryption CLI は、一意のデータキーでデータを暗号化します。その後、指定したラッピングキー
でデータキーを暗号化します。暗号化されたメッセージ (p. 9)とオペレーションに関するメタデータが返
されます。暗号化されたメッセージには、暗号化されたデータ (暗号化テキスト) およびデータキーの暗
号化されたコピーが含まれます。データキーの保存、管理、または紛失について心配する必要はありま
せん。

 
• データを復号する際、暗号化されたメッセージ、オプションの暗号化コンテキスト、プレーンテキスト

出力およびメタデータの場所を渡します。AWS Encryption CLI がメッセージの復号に使用できるラッピ
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ングキーを指定するか、メッセージを暗号化したラッピングキーを使用できることを AWS Encryption 
CLI に指示します。

バージョン 1.8.x 以降では、復号時の --wrapping-keys パラメータはオプションですが推奨されま
す。バージョン 2.1.x 以降は、--wrapping-keys パラメータが暗号化および復号化時に必要となりま
す。

復号するときには、--wrapping-keys パラメータの key 属性を使用して、データを復号化するラッピ
ングキーを指定します。復号時の AWS KMS ラッピングキーの指定はオプションですが、使用を意図し
ていないキーの使用を防止するベストプラクティス (p. 17)です。カスタムのマスターキープロバイダー
を使用する場合は、プロバイダーおよびラッピングキーを指定する必要があります。

key 属性を使用しない場合は、--wrapping-keys パラメータの discovery 属性 (p. 123)を true に設
定する必要があります。AWS Encryption CLI が、メッセージを暗号化したラッピングキーを使用して復
号化できるようになります。

ベストプラクティスとして、--max-encrypted-data-keys パラメータを使用して、暗号化された
データキーの数が多すぎる不正な形式のメッセージの復号化を回避してください。暗号化されたデータ
キーの予想数 (暗号化で使用されるラッピングキーごとに 1 つ)、または適切な最大値 (5 など) を指定し
ます。詳細については、「暗号化されたデータキーの制限 (p. 41)」を参照してください。

--buffer パラメータでは、デジタル署名が存在する場合の検証も含めて、すべての入力が処理された
後にのみプレーンテキストが返されます。

--decrypt-unsigned パラメータでは、暗号化テキストを復号し、復号化前にメッセージが署名なし
であることを確認します。このパラメータは、--algorithm パラメータを使用し、データを暗号化す
るためのデジタル署名なしのアルゴリズムスイートを選択した場合に使用します。暗号化テキストが署
名されている場合、復号化は失敗します。

--decrypt または --decrypt-unsigned を復号化に使用できますが、両方とも使用することはでき
ません。

aws-encryption-cli --decrypt --input myEncryptedMessage \ 
                   --wrapping-keys key=1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \ 
                   --output myPlaintextData \ 
                   --metadata-output ~/metadata \ 
                   --max-encrypted-data-keys 1 \ 
                   --buffer \ 
                   --encryption-context purpose=test \  
                   --commitment-policy require-encrypt-require-decrypt

AWS Encryption CLI は、ラッピングキーを使用して暗号化されたメッセージのデータキーを復号しま
す。次に、データキーを使ってデータを復号します。プレーンテキストのデータとオペレーションに関
するメタデータが返されます。

ラッピングキーの指定方法
AWS Encryption CLI でデータを暗号化するときは、少なくとも 1 つのラッピングキー (p. 7) (またはマス
ターキー) を指定する必要があります。AWS Key Management Service (AWS KMS) の AWS KMS keys か
カスタムマスターキープロバイダー (p. 7)のラッピングキー、またはその両方を使用できます。カスタムの
マスターキープロバイダは、互換性がある Python マスターキープロバイダのいずれかです。

バージョン 1.8.x 以降でラッピングキーを指定するには、--wrapping-keys パラメータ (-w) を使用しま
す。このパラメータの値は、attribute=value 形式を使用する属性 (p. 122)の集合です。使用する属
性は、マスターキープロバイダやコマンドによって異なります。

• AWS KMS。暗号化コマンドでは、key 属性を使用して --wrapping-keys パラメータを指定する必要
があります。バージョン 2.1.x 以降は、--wrapping-keys パラメータが復号化コマンドにも必要とな
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ります。復号化するとき、--wrapping-keys パラメータでは、key 属性を指定するか、discovery 属
性を true にする必要があります (両方ではない)。その他の属性はオプションです。

• カスタムマスターキープロバイダー。どのコマンドでも --wrapping-keys パラメータを指定する必要
があります。パラメータ値に key および provider 属性を含める必要があります。

同じコマンドで複数の --wrapping-keys パラメータ (p. 124)および複数の key 属性を含めることがで
きます。

ラッピングキーパラメータの属性

--wrapping-keys パラメータの値は、次の属性と値で構成されます。--wrapping-keys パラメータ 
(または --master-keys パラメータ) は、すべての暗号化コマンドで必要です。バージョン 2.1.x 以降
は、--wrapping-keys パラメータが復号化時にも必要となります。

属性名や値にスペースや特殊文字が含まれている場合、名前と値の両方を引用符で囲みます。例: --
wrapping-keys key=12345 "provider=my cool provider"。

キー: ラッピングキーを指定します。

key 属性を使用してラッピングキーを識別します。暗号化時に、この値は、マスターキープロバイ
ダーが認識する任意のキー識別子を使用できます。

--wrapping-keys key=1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

暗号化コマンドでは、少なくとも 1 つの key 属性と値が含まれている必要があります。複数のラッピ
ングキーでデータキーを暗号化するには、複数の key 属性 (p. 124)を使用します。

aws-encryption-cli --encrypt --wrapping-keys key=1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
 key=1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d

AWS KMS keys を使用する暗号化コマンドでは、key の値は、キー ID、キー ARN、エイリアス名、
エイリアス ARN のいずれかです。たとえば、この暗号化コマンドでは、key 属性の値のエイリアス 
ARN を使用しています。AWS KMS key のキー識別子の詳細については、「AWS Key Management 
Service デベロッパーガイド」の「キー識別子」を参照してください。

aws-encryption-cli --encrypt --wrapping-keys key=arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:alias/ExampleAlias

カスタムのマスターキープロバイダーを使用する復号コマンドでは、key および provider 属性が必須
です。

\\ Custom master key provider
aws-encryption-cli --decrypt --wrapping-keys provider='myProvider' key='100101'

AWS KMS を使用する復号コマンドでは、key 属性を使用して復号に使用する AWS KMS keys を指定
するか、discovery 属性 (p. 123)を true にしてメッセージの暗号化に使用された AWS KMS key を 
AWS Encryption CLI で使用できるようにします。AWS KMS key を指定する場合は、メッセージの暗
号化に使用されるラッピングキーの 1 つにする必要があります。

ラッピングキーの指定は、AWS Encryption SDK のベストプラクティス (p. 17)です。使用を意図した 
AWS KMS key を使用できるようになります。

復号コマンドでは、key 属性の値はキー ARN にする必要があります。

\\ AWS KMS key
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aws-encryption-cli --decrypt --wrapping-keys key=arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

検出: どれでも使えAWS KMS key復号化するとき

復号時に使う AWS KMS keys を制限する必要がない場合は、discovery 属性を true にします。値を
true にすると、AWS Encryption CLI により、メッセージを暗号化した AWS KMS key を使用して復
号できるようになります。discovery 属性は、指定しない場合、false です (デフォルト)。discovery
属性は、復号コマンドでのみ、メッセージが AWS KMS keys で暗号化されたときに限って有効です。

discovery 属性を true にするのは、key 属性を使用して AWS KMS keys を指定することに代わる方
法です。AWS KMS keys で暗号化されたメッセージを復号化するとき、各 --wrapping-keys パラ
メータでは、key 属性を指定するか、discovery 属性を true にする必要があります (両方ではない)。

discovery を true にする場合は、discovery-partition と discovery-account 属性を使用し、使用する 
AWS KMS keys を、指定した AWS アカウント のものに制限することがベストプラクティスです。次
の例では、discovery 属性により、AWS Encryption CLI で、指定した AWS アカウント の AWS KMS 
key を使用できるようになります。

aws-encryption-cli --decrypt --wrapping-keys \ 
    discovery=true \ 
    discovery-partition=aws \ 
    discovery-account=111122223333 \ 
    discovery-account=444455556666

プロバイダ: マスターキープロバイダーを指定します。

provider 属性は、マスターキープロバイダー (p. 7)を識別します。デフォルト値は aws-kms であ
り、AWS KMS を表します。別のマスターキープロバイダーを使用している場合、provider 属性が必
要です。

--wrapping-keys key=12345 provider=my_custom_provider

カスタム (AWS KMS ではない) マスターキープロバイダーを使用する方法の詳細については、AWS 
Encryption CLI レポジトリの README ファイルにあるトピック「高度な設定」を参照してくださ
い。

サービス対象: を指定します。AWS リージョン

region 属性を使用して、AWS KMS key の AWS リージョン を指定します。この属性は、暗号化コマ
ンドで、マスターキープロバイダが AWS KMS のときにのみ有効です。

--encrypt --wrapping-keys key=alias/primary-key region=us-east-2

AWS Encryption CLI コマンドでは、key 属性値に指定されている AWS リージョン が使用されます 
(リージョンを含む場合、ARN など)。key の値が AWS リージョン を指定する場合、region 属性は無
視されます。

region 属性は、他のリージョンの仕様よりも優先されます。リージョン属性を使用しない場合、AWS 
Encryption CLI コマンドは AWS CLI の名前付きプロファイルで指定された AWS リージョン (あれ
ば)、またはデフォルトのプロファイルを使用します。

プロフィール: 名前付きプロファイルを指定してください

profile 属性を使用して AWS CLI の名前付きプロファイルを指定します。名前付きプロファイルに
は、認証情報と AWS リージョン を含めることができます。この属性は、マスターキープロバイダが 
AWS KMS でない場合にのみ有効です。

--wrapping-keys key=alias/primary-key profile=admin-1

123

https://github.com/aws/aws-encryption-sdk-cli/
https://github.com/aws/aws-encryption-sdk-cli/
https://github.com/aws/aws-encryption-sdk-cli/blob/master/README.rst
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-multiple-profiles.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-multiple-profiles.html


AWS Encryption SDK デベロッパーガイド
CLI の使用方法

profile 属性を使用して、暗号化と復号コマンドで別の認証情報を指定できます。暗号化コマンド
で、AWS Encryption CLI は、key の値にリージョンが含まれておらず、region 属性がない場合にの
み、名前付きプロファイルの AWS リージョン を使用します。復号コマンドでは、名前プロファイル
にある AWS リージョン は無視されます。

複数のラッピングキーを指定する方法

複数のラッピングキー (マスターキー) を各コマンドで指定できます。

複数のラッピングキーを指定した場合、最初のラッピングキーはデータの暗号化に使用するデータキーを
生成および暗号化します。その他のラッピングキーは、同じデータキーを暗号化します。結果として得ら
れる暗号化されたメッセージ (p. 9)には、暗号化されたデータ (暗号化テキスト) と各ラッピングキーで 1 
つずつ暗号化された一組のデータキーが含まれます。どのラッピングも、1 つの暗号化されたデータキー
を復号してデータを復号することができます。

複数のラッピングキーを指定するには、2 つの方法があります。

• --wrapping-keys パラメータの値に複数の key 属性を含めます。

$key_oregon=arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
$key_ohio=arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/0987ab65-43cd-21ef-09ab-87654321cdef

--wrapping-keys key=$key_oregon key=$key_ohio

• 同じコマンドに複数の --wrapping-keys パラメータを含めます。この構文は、指定する属性値をコマ
ンドのラッピングキーに一括で適用しない場合に使用します。

--wrapping-keys region=us-east-2 key=alias/test_key \
--wrapping-keys region=us-west-1 key=alias/test_key

discovery 属性を true にすると、メッセージを暗号化した AWS KMS key を AWS Encryption CLI で使
用できるようになります。複数の --wrapping-keys パラメータを同じコマンドで使用する場合、--
wrapping-keys パラメータで discovery=true を使用すると、その他の --wrapping-keys パラメー
タで key 属性の制限が事実上無効になります。

例えば、次のコマンドでは、最初の --wrapping-keys パラメータの key 属性により、指定した AWS 
KMS key に AWS Encryption CLI は制限されます。ただし、2 番目の --wrapping-keys パラメータの
discovery 属性により、AWS Encryption CLI で指定アカウントの AWS KMS key を使用してメッセージを
復号できます。

aws-encryption-cli --decrypt \ 
    --wrapping-keys key=arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \ 
    --wrapping-keys discovery=true \ 
                    discovery-partition=aws \ 
                    discovery-account=111122223333 \ 
                    discovery-account=444455556666

入力を指定する方法
AWS Encryption CLI の暗号化オペレーションは、プレーンテキストのデータを入力として受け取り、暗号
化されたメッセージ (p. 9)を返します。復号オペレーションは、暗号化されたメッセージを入力として受け
取り、プレーンテキストのデータを返します。

AWS Encryption CLI に入力の保存場所を指示する --input パラメータ (-i) は、すべての AWS 
Encryption CLI コマンドで必要です。
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次のいずれかの方法で入力を指定できます。

• ファイルを使用します。

--input myData.txt

• ファイル名のパターンを使用します。

--input testdir/*.xml

• ディレクトリまたはディレクトリ名のパターンを使用します。入力がディレクトリの場合、--
recursive パラメータ (-r、-R) が必要です。

--input testdir --recursive

• 入力をコマンド (stdin) へパイプします。- パラメータに --input の値を使用します。(--input パラ
メータは常に必須です。)

echo 'Hello World' | aws-encryption-cli --encrypt --input -

出力の場所を指定する方法
--output パラメータは、暗号化または復号オペレーションの結果を書き込む場所を AWS Encryption CLI 
に指示します。これはすべての AWS Encryption CLI コマンドで必須です。AWS Encryption CLI は、オペ
レーションの入力ファイルごとに新しい出力ファイルを作成します。

出力ファイルがすでに存在している場合、デフォルトで、AWS Encryption CLI は警告を表示してから
ファイルを上書きします。上書きされないようにするには、上書きする前に確認のメッセージが表示す
る --interactive パラメータを使用するか、または、出力が上書きしようとすると入力をスキップす
る --no-overwrite を使用します。上書きの警告を表示しないようにするには、--quiet を使用しま
す。AWS Encryption CLI からのエラーと警告をキャプチャするには、2>&1 リダイレクト演算子を使用し
てそれらを出力ストリームに書き込みます。

Note

出力ファイルを上書きするコマンドは、出力ファイルを削除することで開始します。コマンドが
失敗した場合は、出力ファイルが既に削除されている場合があります。

さまざまな方法で出力場所を変更できます。

• ファイル名を指定します。ファイルにパスを指定する場合、コマンドの実行前にパス内のすべてのディ
レクトリが存在している必要があります。

--output myEncryptedData.txt

• ディレクトリを指定します。コマンドの実行前に出力ディレクトリが存在している必要があります。

入力にサブディレクトリが含まれている場合、コマンドは指定されたディレクトリの下にサブディレク
トリを再現します。

--output Test

出力場所がディレクトリ (ファイル名なし) の場合、AWS Encryption CLI は入力ファイル名とサフィック
スに基づいて出力ファイル名を作成します。暗号化オペレーションは、入力ファイル名に .encrypted
を追加します。復号オペレーションは .decrypted を追加します。サフィックスを変更するには、--
suffix パラメータを使用します。
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たとえば、file.txt を暗号化する場合、暗号化コマンドは file.txt.encrypted を作成しま
す。file.txt.encrypted を復号する場合、復号コマンドは file.txt.encrypted.decrypted を
作成します。

 
• コマンドライン (stdout) に書き込みます。- パラメータに --output の値を入力します。--output -

を使用して、出力を他のコマンドやプログラムにパイプできます。

--output -

暗号化コンテキストを使用する方法
AWS Encryption CLI では、暗号化と復号コマンドで暗号化コンテキストを指定することができます。これ
は必須ではありませんが、推奨される暗号化のベストプラクティスです。

暗号化コンテキストは、任意の、シークレットではない追加認証データです。AWS Encryption CLI では、
暗号化コンテキストは name=value のペアの集合で構成されます。ペアの内容はどれでも使用できます。
これには、権限やポリシーに必要とされるログ、またはデータ内の暗号化オペレーションを探すのに役立
つファイルやデータに関する情報が含まれます。

暗号化コマンドの場合

暗号化コンポーネントによって追加された追加の暗号化コンテキストと共に、CMM (p. 9) によって追加さ
れたペアは、暗号化されたデータに暗号化されてバインドされます。これは、コマンドが返す暗号化され
たメッセージ (p. 8)にも含まれています (プレーンテキスト)。AWS KMS key を使用している場合、暗号化
コンテキストは AWS CloudTrail などの監査レコードおよびログ内のプレーンテキストに表示される可能
性があります。

次の例は、name=value の 3 つのペアを持つ暗号化コンテキストを示しています。

--encryption-context purpose=test dept=IT class=confidential 

復号コマンドの場合

復号コマンドにおいて、暗号化コンテキストは、暗号化された適切なメッセージを復号しているかどうか
確認するのに役立ちます。

暗号化コンテキストが暗号化で使用されていないとしても、復号コマンドで暗号化コンテキストを指定す
る必要はありません。ただし、指定する場合、AWS Encryption CLI は復号コマンドの暗号化コンテキスト
内のすべての要素が、暗号化されたメッセージの暗号化コンテキストの要素に一致するかどうかを確認し
ます。いずれかの要素が一致しない場合、復号コマンドは失敗します。

たとえば、次のコマンドは、暗号化コンテキストに dept=IT が含まれている場合にのみ暗号化メッセー
ジを復号します。

aws-encryption-cli --decrypt --encryption-context dept=IT ...

暗号化コンテキストは、セキュリティ戦略の重要な部分です。ただし、暗号化コンテキストを選択する
際、その値がシークレットではないことに注意してください。暗号化コンテキストに機密データを含めな
いでください。

暗号化コンテキストを指定するには

• 暗号化コマンドでは、--encryption-context パラメータを 1 つ以上の name=value ペアで使用し
ます。各ペアを区切るためにスペースを使用します。
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--encryption-context name=value [name=value] ...

• 復号コマンドでは、--encryption-context パラメータ値に name=value ペア、name 要素 (値な
し)、または両方の組み合わせを含めることができます。

--encryption-context name[=value] [name] [name=value] ...

name ペアの value や name=value にスペースや特殊文字が含まれている場合、ペア全体を引用符で囲
みます。

--encryption-context "department=software engineering" "AWS #####=us-west-2"

たとえば、この暗号化コマンドには、purpose=test と dept=23 という 2 つのペアを持つ暗号化コンテ
キストが含まれています。

aws-encryption-cli --encrypt --encryption-context purpose=test dept=23 ...

これらの復号コマンドは成功します。各コマンドの暗号化コンテキストは、元の暗号化コンテキストのサ
ブセットです。

\\ Any one or both of the encryption context pairs
aws-encryption-cli --decrypt --encryption-context dept=23 ...

\\ Any one or both of the encryption context names
aws-encryption-cli --decrypt --encryption-context purpose ...

\\ Any combination of names and pairs
aws-encryption-cli --decrypt --encryption-context dept purpose=test ...

ただし、これらの復号コマンドは失敗します。暗号化されたメッセージの暗号化コンテキストには、指定
された要素は含まれていません。

aws-encryption-cli --decrypt --encryption-context dept=Finance ...
aws-encryption-cli --decrypt --encryption-context scope ...

コミットメントポリシーの指定方法
コマンドにコミットメントポリシー (p. 11)を設定するには、--commitment-policy パラメー
タ (p. 150)を使用します。このパラメータはバージョン 1.8.x で導入されました。暗号化コマンドと復号
コマンドで有効です。設定するコミットメントポリシーは、表示されるコマンドに対してのみ有効です。
コマンドにコミットメントポリシーを設定しない場合、AWS Encryption CLI はデフォルト値を使用しま
す。

例えば、次のパラメータ値ではコミットメントポリシーが require-encrypt-allow-decrypt に設定
され、常にキーコミットメントで暗号化されますが、暗号化された暗号化テキストはキーコミットメント
の有無にかかわらず復号化されます。

--commitment-policy require-encrypt-allow-decrypt

設定ファイルにパラメータを保存する方法
頻繁に使用される AWS Encryption CLI パラメータと値を設定ファイルに保存することで、時間を節約
し、入力ミスを回避できます。
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設定ファイルは、AWS Encryption CLI コマンドのパラメータと値を含むテキストファイルです。AWS 
Encryption CLI コマンドで設定ファイルを参照すると、リファレンスは設定ファイルのパラメータと値で
置き換えられます。ファイルの内容をコマンドラインで入力した場合にも同じ効果が得られます。設定
ファイルは任意の名前を使用でき、現在のユーザーがアクセス可能な任意のディレクトリに配置できま
す。

次の設定ファイル (key.conf) の例では、2 つの AWS KMS keys を異なるリージョンで指定しています。

--wrapping-keys key=arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
--wrapping-keys key=arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/0987ab65-43cd-21ef-09ab-87654321cdef

コマンドで設定ファイルを使用するには、ファイル名の先頭にアットマーク (@) を使用します。で 
PowerShell コンソール、バッククォート文字を使用してアットマークをエスケープします（`@).

このコマンド例では、暗号化コマンドで key.conf ファイルを使用します。

Bash

$ aws-encryption-cli -e @key.conf -i hello.txt -o testdir  

PowerShell

PS C:\> aws-encryption-cli -e `@key.conf -i .\Hello.txt -o .\TestDir

設定ファイルのルール

設定ファイルを使用するためのルールは次のとおりです。

• 各設定ファイルで複数のパラメータを含めることができ、任意の順序で表示できます。各パラメータと
その値 (あれば) を個別の行で表示します。

• # を使用して行の全体または一部にコメントを追加します。
• 他の設定ファイルへの参照を含めることができます。逃げるのにバックティックを使わないでくださ

い@サインして、でも PowerShell。
• 設定ファイルで引用符を使用する場合、引用されたテキストが複数の行にまたがることはできません。

たとえば、これはサンプル encrypt.conf ファイルの内容です。

# Archive Files
--encrypt
--output /archive/logs
--recursive
--interactive
--encryption-context class=unclassified dept=IT
--suffix  # No suffix
--metadata-output ~/metadata
@caching.conf  # Use limited caching   

コマンドには複数の設定ファイルを含めることもできます。このコマンド例では、encrypt.conf との両
方の master-keys.conf 設定ファイルが使用されます。

Bash

$  aws-encryption-cli -i /usr/logs @encrypt.conf @master-keys.conf
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PowerShell

PS C:\> aws-encryption-cli -i $home\Test\*.log `@encrypt.conf `@master-keys.conf

次へ:を試しますAWSEncryption CLI の (p. 129)

の例AWS暗号化 CLI
以下の例を使用して、AWSご希望のプラットフォームでの暗号化 CLI。マスターキーおよびその他の
パラメータのヘルプについては、「AWS Encryption CLI の使用方法 (p. 119)」を参照してください。
クイックリファレンスについては、「AWS Encryption SDK CLI の構文およびパラメータのリファレン
ス (p. 145)」を参照してください。

Note

次の例では、の構文を使用します。AWS暗号化 CLI バージョン 2.1。x。
新しいセキュリティ機能は、もともとでリリースされましたAWS暗号化 CLI バージョン 
1.7。x2.0と2.0.x。ただし、AWS暗号化 CLI バージョン 1.8。xバージョン 1.7 を置き換えま
す。xそしてAWS暗号化 CLI 2.1。x2.0 を置き換えます。x。詳細については、関連するを参照し
てください。セキュリティアドバイザリのaws-encryption-sdk-CLIのリポジトリGitHub。

暗号化されたデータキーを制限するセキュリティ機能の使用方法の例については、を参照してくださ
い。暗号化されたデータキーの制限 (p. 41)。

使用方法を示す例AWS KMSマルチリージョンキー、「」を参照してください。マルチリージョンを使用
するAWS KMS keys (p. 21)。

トピック
• ファイルの暗号化 (p. 129)
• ファイルの復号 (p. 131)
• ディレクトリ内のすべてのファイルの暗号化 (p. 133)
• ディレクトリ内のすべてのファイルの復号 (p. 134)
• コマンドラインでの暗号化と復号 (p. 136)
• 複数のマスターキーを使用する (p. 138)
• スクリプトでの暗号化と復号 (p. 139)
• データキーキャッシュの使用 (p. 142)

ファイルの暗号化
この例ではを使用します。AWSのコンテンツを暗号化するための暗号化 CLIhello.txtファイル。この
ファイルには「Hello World」という文字列が含まれています。

ファイルに対して encrypt コマンドを実行すると、AWS暗号化 CLI はファイルの内容を取得し、一意を
生成します。データキー (p. 6)で、データキーの下のファイルの内容を暗号化し、暗号化されたメッセー
ジ (p. 9)を新規ファイルに更新。

最初のコマンドは、のキー ARN を保存します。AWS KMS keyの$keyArn変数. で暗号化する場合AWS 
KMS keyでは、キー ID、キー ARN、エイリアス名、またはエイリアス ARN を使用して識別できます。の
キー識別子についての詳細AWS KMS key「」を参照してください。キー識別子のAWS Key Management 
Serviceデベロッパーガイド。

2 番目のコマンドは、ファイルの内容を暗号化します。コマンドは --encrypt パラメータを使用し
てオペレーションを指定し、--input パラメータを使用して暗号化するファイルを指定します。--
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wrapping-keys パラメータ (p. 121)とその必須の key 属性は、キー ARN で示すAWS KMS keyを使用
するようにコマンドに指示します。

このコマンドは --metadata-output パラメータを使用して、暗号化オペレーションに関するメタデー
タのテキストファイルを指定します。ベストプラクティスとして、このコマンドは --encryption-
context パラメータを使用して暗号化コンテキスト (p. 126)を指定します。

このコマンドでは、--commitment-policyパラメータ (p. 150)コミットメントポリシーを明示的に設
定します。バージョン 1.8 では。xの場合、このパラメータは--wrapping-keysパラメータ。バージョン 
2.1 以降。xとすると、--commitment-policyパラメータはオプションですが推奨されます。

--output パラメータの値のドット (.) は、出力ファイルを現在のディレクトリに書き込むようコマンドに
指示します。

Bash

\\ To run this example, replace the fictitious key ARN with a valid value.
$ keyArn=arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

$ aws-encryption-cli --encrypt \ 
                     --input hello.txt \ 
                     --wrapping-keys key=$keyArn \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --encryption-context purpose=test \ 
                     --commitment-policy require-encrypt-require-decrypt \ 
                     --output .

PowerShell

# To run this example, replace the fictitious key ARN with a valid value.
PS C:\> $keyArn = 'arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'

PS C:\> aws-encryption-cli --encrypt ` 
                           --input Hello.txt ` 
                           --wrapping-keys key=$keyArn ` 
                           --metadata-output $home\Metadata.txt ` 
                           --commitment-policy require-encrypt-require-decrypt ` 
                           --encryption-context purpose=test ` 
                           --output .

暗号化コマンドが成功した場合、出力を返しません。コマンドが成功したかどうかを確認するには、$? 変
数のブール値をチェックします。コマンドが成功した場合、$?です0(Bash) かTrue(PowerShell). コマン
ドが失敗した場合、$?ゼロ以外 (Bash) かFalse(PowerShell).

Bash

$ echo $?
0

PowerShell

PS C:\> $?
True

また、ディレクトリ一覧コマンドを使用して、暗号化コマンドが新しいファイル
hello.txt.encrypted を作成したかどうかを確認することもできます。暗号化コマンドで出力のファ

130



AWS Encryption SDK デベロッパーガイド
例

イル名を指定しなかったため、AWS暗号化 CLI は、入力ファイルと同じ名前に付加したファイルに出力を
書き出しました。.encryptedサフィックス。別のサフィックスを使用するか、サフィックスを抑制する
には、--suffix パラメータを使用します。

hello.txt.encrypted ファイルには、暗号化メッセージ (p. 9)が含まれています。それに
は、hello.txt ファイルの暗号テキスト、データキーの暗号化コピー、および暗号化コンテキストを含
む追加のメタデータが含まれています。

Bash

$  ls
hello.txt  hello.txt.encrypted

PowerShell

PS C:\> dir

    Directory: C:\TestCLI

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----        9/15/2017   5:57 PM             11 Hello.txt
-a----        9/17/2017   1:06 PM            585 Hello.txt.encrypted

ファイルの復号
この例ではを使用します。AWS暗号化の CLI を使用して、の内容を復号化しま
す。Hello.txt.encrypted前の例で暗号化されたファイル。

復号コマンドは --decrypt パラメータを使用してオペレーションを指定し、--input パラメータを使用
して復号するファイルを指定します。--output パラメータの値は、現在のディレクトリを表すドットで
す。

---wrapping-keysのパラメータとパラメータキー属性は、暗号化されたメッセージの復号に使用される
ラッピングキーを指定します。で復号コマンドでAWS KMS keysの場合、キー属性の値はキー ARN。---
wrapping-keys復号コマンドには、パラメータが必要です。を使用している場合AWS KMS keysとする
と、キー指定する属性AWS KMS keys復号化または検出値がの属性true（ただし、両方ではない）。カス
タムマスターキープロバイダを使用している場合は、キーそしてプロバイダー属性は必須です。

---commitment-policyパラメータ (p. 150)はオプション 2.1 以降です。xが推奨されます。明示的に
使用すると、デフォルト値を指定した場合でも、意図が明確になります。require-encrypt-require-
decrypt。

--encryption-context パラメータは、暗号化コマンドで暗号化コンテキスト (p. 126)が指定されて
いる場合でも、復号コマンドではオプションです。この場合、復号コマンドは暗号化コマンドで提供され
たものと同じ暗号化コンテキストを使用します。復号化する前に、AWS暗号化 CLI は、暗号化されたメッ
セージの暗号化コンテキストにpurpose=testペア. そうでない場合、復号コマンドは失敗します。

--metadata-output パラメータは、復号オペレーションに関するメタデータのファイルを指定しま
す。--output パラメータの値のドット (.) は、出力ファイルを現在のディレクトリに書き込みます。

ベストプラクティスとして、--max-encrypted-data-keysパラメータを使用して、暗号化されたデー
タキーの数が多すぎる不正なメッセージを復号化しないようにします。暗号化されたデータキーの予想数 
(暗号化で使用されるラッピングキーごとに 1 つ) または適切な最大値 (5 など) を指定します。詳細につい
ては、暗号化されたデータキーの制限 (p. 41) を参照してください

---bufferは、デジタル署名が存在するかどうかを検証するなど、すべての入力が処理された後にのみプ
レーンテキストを返します。
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Bash

\\ To run this example, replace the fictitious key ARN with a valid value.
$ keyArn=arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

$ aws-encryption-cli --decrypt \ 
                     --input hello.txt.encrypted \ 
                     --wrapping-keys key=$keyArn \ 
                     --commitment-policy require-encrypt-require-decrypt \ 
                     --encryption-context purpose=test \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --max-encrypted-data-keys 1 \ 
                     --buffer \ 
                     --output .

PowerShell

\\ To run this example, replace the fictitious key ARN with a valid value.
PS C:\> $keyArn = 'arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'

PS C:\> aws-encryption-cli --decrypt ` 
                           --input Hello.txt.encrypted ` 
                           --wrapping-keys key=$keyArn ` 
                           --commitment-policy require-encrypt-require-decrypt ` 
                           --encryption-context purpose=test ` 
                           --metadata-output $home\Metadata.txt ` 
                           --max-encrypted-data-keys 1 ` 
                           --buffer ` 
                           --output .

復号コマンドが成功した場合、出力を返しません。コマンドが成功したかどうかを確認するには、$? 変数
の値を取得します。また、ディレクトリ一覧コマンドを使用して、コマンドが .decrypted サフィックス
が付加された新しいファイルを作成したかどうかを確認することもできます。プレーンテキストコンテン
ツを表示するには、ファイルコンテンツを取得するコマンドの cat や Get-Content などを使用します。

Bash

$  ls
hello.txt  hello.txt.encrypted  hello.txt.encrypted.decrypted

$  cat hello.txt.encrypted.decrypted
Hello World

PowerShell

PS C:\> dir

    Directory: C:\TestCLI

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----        9/17/2017   1:01 PM             11 Hello.txt
-a----        9/17/2017   1:06 PM            585 Hello.txt.encrypted
-a----        9/17/2017   1:08 PM             11 Hello.txt.encrypted.decrypted

PS C:\> Get-Content Hello.txt.encrypted.decrypted
Hello World
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ディレクトリ内のすべてのファイルの暗号化
この例ではを使用します。AWS暗号化 CLI を使用して、ディレクトリ内のすべてのファイルの内容を暗号
化します。

コマンドが複数のファイルに影響する場合、AWS暗号化 CLI は、各ファイルを個別に処理します。コマン
ドはファイルの内容を取得し、マスターキーからファイルの一意のデータキー (p. 6)を取得し、データキー
でファイルの内容を暗号化して、結果を出力ディレクトリの新しいファイルに書き込みます。その結果、
出力ファイルを個別に復号することができます。

TestDir ディレクトリのこのリストには、暗号化するプレーンテキストファイルが表示されています。

Bash

$  ls testdir
cool-new-thing.py  hello.txt  employees.csv

PowerShell

PS C:\> dir C:\TestDir

    Directory: C:\TestDir

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----        9/12/2017   3:11 PM           2139 cool-new-thing.py
-a----        9/15/2017   5:57 PM             11 Hello.txt
-a----        9/17/2017   1:44 PM             46 Employees.csv

最初のコマンドは、Amazon リソースネーム (ARN)のAWS KMS keyの$keyArn変数.

2 番目のコマンドは、TestDir ディレクトリ内のファイルのコンテンツを暗号化し、暗号化されたコンテ
ンツのファイルを TestEnc ディレクトリに書き込みます。TestEnc ディレクトリが存在しない場合、コ
マンドは失敗します。入力場所はディレクトリのため、--recursive パラメータが必要です。

---wrapping-keysパラメータ (p. 121)であり、必須であるキー属性で、使用するラッピングキーを指
定します。暗号化コマンドには暗号化コンテキスト (p. 126)、dept=IT が含まれています。複数のファ
イルを暗号化するコマンドに暗号化コンテキストを指定すると、すべてのファイルで同じ暗号化コンテキ
ストが使用されます。

コマンドには--metadata-output指示するパラメーターAWS暗号化 CLI 暗号化オペレーションに関する
メタデータを書き込む場所。-AWS暗号化 CLI は、暗号化されたファイルごとに 1 つのメタデータレコー
ドを書き込みます。

---commitment-policy parameter (p. 127)はバージョン 2.1 以降のオプションです。xが推奨され
ます。コマンドまたはスクリプトが暗号文を復号化できないために失敗した場合、明示的なコミットメン
トポリシー設定を使用すると、問題を迅速に検出できます。

コマンドが完了すると、AWS暗号化 CLI は、暗号化されたファイルをTestEncディレクトリ。ただし、出
力は返しません。

最後のコマンドは TestEnc ディレクトリ内のファイルを一覧表示します。プレーンテキストの入力ファ
イルごとに、暗号化されたコンテンツの出力ファイルが 1 つあります。コマンドは代替サフィックスを指
定していないため、暗号化コマンドは各入力ファイル名に .encrypted を付加しました。

Bash

# To run this example, replace the fictitious key ARN with a valid master key 
 identifier.
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$  keyArn=arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

$ aws-encryption-cli --encrypt \ 
                     --input testdir --recursive\ 
                     --wrapping-keys key=$keyArn \ 
                     --encryption-context dept=IT \ 
                     --commitment-policy require-encrypt-require-decrypt \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --output testenc

$ ls testenc
cool-new-thing.py.encrypted  employees.csv.encrypted  hello.txt.encrypted

PowerShell

# To run this example, replace the fictitious key ARN with a valid master key 
 identifier.
PS C:\> $keyArn = arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

PS C:\> aws-encryption-cli --encrypt ` 
                           --input .\TestDir --recursive ` 
                           --wrapping-keys key=$keyArn ` 
                           --encryption-context dept=IT ` 
                           --commitment-policy require-encrypt-require-decrypt ` 
                           --metadata-output .\Metadata\Metadata.txt ` 
                           --output .\TestEnc

PS C:\> dir .\TestEnc

    Directory: C:\TestEnc

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----        9/17/2017   2:32 PM           2713 cool-new-thing.py.encrypted
-a----        9/17/2017   2:32 PM            620 Hello.txt.encrypted
-a----        9/17/2017   2:32 PM            585 Employees.csv.encrypted

ディレクトリ内のすべてのファイルの復号
この例では、ディレクトリ内のすべてのファイルを復号します。これは、前の例で暗号化された TestEnc
ディレクトリ内のファイルから始まります。

Bash

$  ls testenc
cool-new-thing.py.encrypted  hello.txt.encrypted  employees.csv.encrypted

PowerShell

PS C:\> dir C:\TestEnc

    Directory: C:\TestEnc

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----        9/17/2017   2:32 PM           2713 cool-new-thing.py.encrypted
-a----        9/17/2017   2:32 PM            620 Hello.txt.encrypted
-a----        9/17/2017   2:32 PM            585 Employees.csv.encrypted
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この decrypt コマンドは、内のすべてのファイルを復号します。TestEncディレクトリを作成し、プレーン
テキストファイルをTestDecディレクトリ. ---wrapping-keysのパラメータとパラメータキー属性とキー 
ARN値は、AWS暗号化 CLIAWS KMS keysを使用して、ファイルを復号化します。コマンドでは、--
interactive指示するパラメーターAWS暗号化 CLI を使用して、同じ名前のファイルを上書きする前に
プロンプトを表示します。

このコマンドは、ファイルが暗号化されたときに指定された暗号化コンテキストも使用します。複数の
ファイルを復号する場合、AWS暗号化 CLI は、すべてのファイルの暗号化コンテキストをチェックしま
す。いずれかのファイルの暗号化コンテキストチェックが失敗した場合、AWS暗号化 CLI はファイルを
拒否し、警告を書き込み、失敗をメタデータに記録してから、残りのファイルのチェックを続けます。そ
のファイルにAWS暗号化 CLI は他の理由でファイルの復号に失敗し、復号コマンド全体がすぐに失敗しま
す。

この例では、すべての入力ファイルで暗号化されたメッセージに dept=IT 暗号化コンテキスト要素が含
まれています。ただし、異なる暗号化コンテキストを使用してメッセージを復号している場合でも、暗号
化コンテキストの一部を確認できる可能性があります。たとえば、あるメッセージの暗号化コンテキスト
が dept=finance で、他のメッセージが dept=IT だった場合、その値を指定しないことで暗号化コン
テキストに常に dept 名が含まれていることを確認できます。より具体的にするには、別々のコマンドで
ファイルを復号します。

復号コマンドから返される出力はありませんが、ディレクトリ一覧コマンドを使用して .decrypted サ
フィックスが付いた新しいファイルを作成したことを確認できます。プレーンテキストコンテンツを表示
するには、ファイルコンテンツを取得するコマンドを使用します。

Bash

# To run this example, replace the fictitious key ARN with a valid master key 
 identifier.
$ keyArn=arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

$ aws-encryption-cli --decrypt \ 
                     --input testenc --recursive \ 
                     --wrapping-keys key=$keyArn \ 
                     --encryption-context dept=IT \ 
                     --commitment-policy require-encrypt-require-decrypt \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --max-encrypted-data-keys 1 \ 
                     --buffer \ 
                     --output testdec --interactive

$ ls testdec
cool-new-thing.py.encrypted.decrypted  hello.txt.encrypted.decrypted  
 employees.csv.encrypted.decrypted

PowerShell

# To run this example, replace the fictitious key ARN with a valid master key 
 identifier.
PS C:\> $keyArn = 'arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'

PS C:\> aws-encryption-cli --decrypt ` 
                           --input C:\TestEnc --recursive ` 
                           --wrapping-keys key=$keyArn ` 
                           --encryption-context dept=IT ` 
                           --commitment-policy require-encrypt-require-decrypt ` 
                           --metadata-output $home\Metadata.txt ` 
                           --max-encrypted-data-keys 1 ` 
                           --buffer ` 
                           --output C:\TestDec --interactive

PS C:\> dir .\TestDec
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    Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -------------         ------ ----
-a----        10/8/2017   4:57 PM           2139 cool-new-thing.py.encrypted.decrypted
-a----        10/8/2017   4:57 PM             46 Employees.csv.encrypted.decrypted
-a----        10/8/2017   4:57 PM             11 Hello.txt.encrypted.decrypted

コマンドラインでの暗号化と復号
これらの例は、入力をコマンドにパイプし (stdin)、出力をコマンドライン (stdout) に書き込む方法を示し
ています。これらは、コマンドで stdin と stdout を表す方法と、組み込みの Base64 エンコードツールを
使用してシェルが ASCII 以外の文字を誤って解釈するのを防ぐ方法について説明します。

この例では、パイププレーンテキストの文字列を暗号化コマンドにパイプし、暗号化されたメッセージを
変数に保存します。次に、変数に格納された暗号化されたメッセージを復号コマンドにパイプし、その出
力をパイプライン (stdout) に書き込みます。

この例では、3 つのコマンドで構成されています。

• 最初のコマンドは、キー ARNのAWS KMS keyの$keyArn変数.
Bash

$  keyArn=arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

PowerShell

PS C:\> $keyArn = 'arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'

 
• 2 番目のコマンドは、Hello World 文字列を暗号化コマンドにパイプし、その結果を $encrypted 変

数に保存します。

---inputそして--outputすべてのパラメータで必須のパラメータAWS暗号化 CLI コマンド。入力が
コマンドにパイプされている (stdin) ことを示すには、(-) を --input パラメータの値に使用します。
出力をコマンドラインに送信する (stdout) には、--output パラメータの値にハイフンを使用します。

--encode パラメータは、出力を返す前に Base64 エンコードします。これにより、暗号化されたメッ
セージの ASCII 以外の文字をシェルが誤って解釈することを防止します。

このコマンドは PoC (概念実証) に過ぎないため、暗号化コンテキストを省略し、メタデータを抑制しま
す (-S)。
Bash

$ encrypted=$(echo 'Hello World' | aws-encryption-cli --encrypt -S \ 
                                                      --input - --output - --encode \ 
                                                      --wrapping-keys key=$keyArn )

PowerShell

PS C:\> $encrypted = 'Hello World' | aws-encryption-cli --encrypt -S ` 
                                                        --input - --output - --encode 
 ` 
                                                        --wrapping-keys key=$keyArn
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• 3 番目のコマンドは、$encrypted 変数に格納された暗号化されたメッセージを復号コマンドにパイプ

します。

この復号コマンドでは、入力がパイプラインから来ている (stdin) ことを示すために --input - を使
い、出力をパイプラインに送る (stdout) ために --output - を使います。(入力パラメータは実際の入
力バイトではなく、入力の場所を取るため、$encrypted 変数を --input パラメータの値として使用
することはできません。)

この例ではを使用します。検出の属性--wrapping-keysパラメータで許可するAWSいずれかを使用
するための暗号化 CLIAWS KMS keyデータを復号します。これは指定されていません。コミットメン
トポリシー (p. 11)なので、バージョン 2.1 のデフォルト値を使用します。x以降、require-encrypt-
require-decrypt。

出力が暗号化されてエンコードされたため、復号コマンドは --decode パラメータを使用して Base64 
でエンコードされた入力を復号する前にデコードします。また、--decode パラメータを使用し
て、Base64 でエンコードされた入力を暗号化する前にデコードすることもできます。

ここでも、コマンドは暗号化コンテキストを省略し、メタデータを抑制します (-S)。
Bash

$  echo $encrypted | aws-encryption-cli --decrypt --wrapping-keys discovery=true --
input - --output - --decode --buffer -S
Hello World

PowerShell

PS C:\> $encrypted | aws-encryption-cli --decrypt --wrapping-keys discovery=$true --
input - --output - --decode --buffer -S
Hello World

暗号化および復号オペレーションは、介在する変数なしで 1 つのコマンドで実行することもできます。

前の例と同様に、--input および --output パラメータには - 値があり、このコマンドは --encode パ
ラメータを使用して出力をエンコードし、--decode パラメータを使用して入力をデコードします。

Bash

$  keyArn=arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

$  echo 'Hello World' | 
          aws-encryption-cli --encrypt --wrapping-keys key=$keyArn --input - --output - 
 --encode -S | 
          aws-encryption-cli --decrypt --wrapping-keys discovery=true --input - --
output - --decode -S
Hello World

PowerShell

PS C:\> $keyArn = 'arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'

PS C:\> 'Hello World' | 
               aws-encryption-cli --encrypt --wrapping-keys key=$keyArn --input - --
output - --encode -S | 
               aws-encryption-cli --decrypt --wrapping-keys discovery=$true --input - 
 --output - --decode -S
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Hello World

複数のマスターキーを使用する
この例では、でデータを暗号化および復号する際に複数のマスターキーを使用する方法を示します。AWS
暗号化 CLI。

複数のマスターキーを使用してデータを暗号化すると、いずれかのマスターキーを使用してデータを復号
できます。この戦略では、マスターキーの 1 つが使用できなくてもデータを復号できます。暗号化された
データを複数に格納する場合AWS リージョンの場合、この戦略により、同じリージョン内のマスターキー
を使用してデータを復号できます。

複数のマスターキーで暗号化する場合、最初のマスターキーが特別な役割を果たします。それは、データ
の暗号化に使用されるデータキーを生成します。残りのマスターキーは、プレーンテキストのデータキー
を暗号化します。結果として得られる暗号化されたメッセージ (p. 9)には、暗号化されたデータと、各マ
スターキーに対して 1 つずつの暗号化されたデータキーの集合が含まれます。最初のマスターキーがデー
タキーを生成したにもかかわらず、いずれのマスターキーもデータキーの 1 つを復号でき、それをデータ
キーの復号に使用することができます。

3 つのマスターキーを使用した暗号化

この例では、3 つのラッピングキーを使用してFinance.logファイル、3 つにそれぞれ 1 つずつAWS 
リージョン。

これは、暗号化されたメッセージを Archive ディレクトリに書き込みます。このコマンドでは、サ
フィックスを抑制する値を指定せずに --suffix パラメータを使用しているため、入力ファイル名と出力
ファイル名は変わりません。

このコマンドは、--wrapping-keys パラメータとその 3 つの key 属性を使用します。同じコマンドで複
数の --wrapping-keys パラメータを使用することもできます。

ログファイルを暗号化するには、AWS暗号化 CLI は、リストの最初のラッピングキーを尋ねま
す。$key1を使用して、データの暗号化に使用するデータキーを生成します。次に、他の各ラッピング
キーを使用して、同じデータキーのプレーンテキストのコピーを暗号化します。出力ファイルの暗号化さ
れたメッセージには、暗号化された 3 つのデータキーがすべて含まれています。

Bash

$ key1=arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
$ key2=arn:aws:kms:us-east-2:111122223333:key/0987ab65-43cd-21ef-09ab-87654321cdef
$ key3=arn:aws:kms:ap-southeast-1:111122223333:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d

$ aws-encryption-cli --encrypt --input /logs/finance.log \ 
                               --output /archive --suffix \ 
                               --encryption-context class=log \ 
                               --metadata-output ~/metadata \ 
                               --wrapping-keys key=$key1 key=$key2 key=$key3

PowerShell

PS C:\> $key1 = 'arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
PS C:\> $key2 = 'arn:aws:kms:us-
east-2:111122223333:key/0987ab65-43cd-21ef-09ab-87654321cdef'
PS C:\> $key3 = 'arn:aws:kms:ap-
southeast-1:111122223333:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d'

PS C:\> aws-encryption-cli --encrypt --input D:\Logs\Finance.log ` 
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                           --output D:\Archive --suffix ` 
                           --encryption-context class=log ` 
                           --metadata-output $home\Metadata.txt ` 
                           --wrapping-keys key=$key1 key=$key2 key=$key3

このコマンドは、Finance.log ファイルの暗号化されたコピーを復号し、それを Finance.log.clear
ディレクトリの Finance ファイルに書き込みます。3 つ以下で暗号化されたデータを復号化するには
AWS KMS keysとすると、同じ3つを指定できるAWS KMS keysまたはそれらのサブセットです。この例
では、AWS KMS keys。

を伝えるためにAWS暗号化 CLIAWS KMS keysを使用してデータを復号するには、キーの属性--
wrapping-keysパラメータ。を使用して復号する場合AWS KMS keysとすると、の値キー属性はキー 
ARN。

を呼び出すアクセス権限が必要です。API の復号でAWS KMS keysを指定します。詳細については、「」
を参照してください。に対する認証とアクセスコントロールAWS KMS。

ベストプラクティスとして、この例では--max-encrypted-data-keysパラメータを使用して、暗号化
されたデータキーの数が多すぎる不正なメッセージを復号化しないようにします。この例では、復号化に
ラッピングキーを 1 つだけ使用しますが、暗号化されたメッセージには 3 つの暗号化されたデータキー
があります。暗号化時に使用される 3 つのラッピングキーごとに 1 つずつ。暗号化されたデータキーの予
想数または適切な最大値 (5 など) を指定します。3 より小さい最大値を指定すると、コマンドは失敗しま
す。詳細については、暗号化されたデータキーの制限 (p. 41) を参照してください

Bash

$ aws-encryption-cli --decrypt --input /archive/finance.log \ 
                     --wrapping-keys key=$key1 \ 
                     --output /finance --suffix '.clear' \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --max-encrypted-data-keys 3 \ 
                     --buffer \ 
                     --encryption-context class=log

PowerShell

PS C:\> aws-encryption-cli --decrypt ` 
                           --input D:\Archive\Finance.log ` 
                           --wrapping-keys key=$key1 ` 
                           --output D:\Finance --suffix '.clear' ` 
                           --metadata-output .\Metadata\Metadata.txt ` 
                           --max-encrypted-data-keys 3 ` 
                           --buffer ` 
                           --encryption-context class=log

スクリプトでの暗号化と復号
この例ではを使用する方法を説明します。AWSスクリプト内の暗号化 CLI。データを暗号化または復号す
るだけのスクリプト、またはデータ管理プロセスの一部として暗号化または復号するスクリプトを作成で
きます。

この例では、スクリプトはログファイルのコレクションを取得、圧縮してから暗号化してから、暗号化さ
れたファイルを Amazon S3 バケットにコピーします。このスクリプトは各ファイルを別々に処理するた
め、それらを個別に復号して展開できます。

ファイルを圧縮して暗号化するときは、暗号化する前に圧縮する必要があります。適切に暗号化された
データは圧縮できません。
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Warning

シークレットデータと悪意のあるユーザーによって制御される可能性のあるデータの両方を含む
データを圧縮するときは注意が必要です。圧縮されたデータの最終サイズは、誤ってそのコンテ
ンツに関する機密情報を明らかにする可能性があります。

Bash

# Continue running even if an operation fails.
set +e

dir=$1
encryptionContext=$2
s3bucket=$3
s3folder=$4
masterKeyProvider="aws-kms"
metadataOutput="/tmp/metadata-$(date +%s)"

compress(){ 
    gzip -qf $1
}

encrypt(){ 
    # -e encrypt 
    # -i input 
    # -o output 
    # --metadata-output unique file for metadata 
    # -m masterKey read from environment variable 
    # -c encryption context read from the second argument. 
    # -v be verbose 
    aws-encryption-cli -e -i ${1} -o $(dirname ${1}) --metadata-output 
 ${metadataOutput} -m key="${masterKey}" provider="${masterKeyProvider}" -c 
 "${encryptionContext}" -v
}

s3put (){ 
    # copy file argument 1 to s3 location passed into the script. 
    aws s3 cp ${1} ${s3bucket}/${s3folder}
}

# Validate all required arguments are present.
if [ "${dir}" ] && [ "${encryptionContext}" ] && [ "${s3bucket}" ] && [ "${s3folder}" ] 
 && [ "${masterKey}" ]; then

# Is $dir a valid directory?
test -d "${dir}"
if [ $? -ne 0 ]; then 
    echo "Input is not a directory; exiting" 
    exit 1
fi

# Iterate over all the files in the directory, except *gz and *encrypted (in case of a 
 re-run).
for f in $(find ${dir} -type f \( -name "*" ! -name \*.gz ! -name \*encrypted \) ); do 
    echo "Working on $f" 
    compress ${f} 
    encrypt ${f}.gz 
    rm -f ${f}.gz 
    s3put ${f}.gz.encrypted
done;
else 
    echo "Arguments: <Directory> <encryption context> <s3://bucketname> <s3 folder>" 
    echo " and ENV var \$masterKey must be set" 
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    exit 255
fi         

PowerShell

#Requires -Modules AWSPowerShell, Microsoft.PowerShell.Archive
Param
( 
    [Parameter(Mandatory)] 
    [ValidateScript({Test-Path $_})] 
    [String[]] 
    $FilePath, 

    [Parameter()] 
    [Switch] 
    $Recurse, 

    [Parameter(Mandatory=$true)] 
    [String] 
    $wrappingKeyID, 

    [Parameter()] 
    [String] 
    $masterKeyProvider = 'aws-kms', 

    [Parameter(Mandatory)] 
    [ValidateScript({Test-Path $_})] 
    [String] 
    $ZipDirectory, 

    [Parameter(Mandatory)] 
    [ValidateScript({Test-Path $_})] 
    [String] 
    $EncryptDirectory, 

    [Parameter()] 
    [String] 
    $EncryptionContext, 

    [Parameter(Mandatory)] 
    [ValidateScript({Test-Path $_})] 
    [String] 
    $MetadataDirectory, 

    [Parameter(Mandatory)] 
    [ValidateScript({Test-S3Bucket -BucketName $_})] 
    [String] 
    $S3Bucket, 

    [Parameter()] 
    [String] 
    $S3BucketFolder
)

BEGIN {}
PROCESS { 
    if ($files = dir $FilePath -Recurse:$Recurse) 
    { 

        # Step 1: Compress 
        foreach ($file in $files) 
        { 
            $fileName = $file.Name 
            try 
            { 
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                Microsoft.PowerShell.Archive\Compress-Archive -Path $file.FullName -
DestinationPath $ZipDirectory\$filename.zip 
            } 
            catch 
            { 
                Write-Error "Zip failed on $file.FullName" 
            } 

            # Step 2: Encrypt 
            if (-not (Test-Path "$ZipDirectory\$filename.zip")) 
            { 
                Write-Error "Cannot find zipped file: $ZipDirectory\$filename.zip" 
            } 
            else 
            { 
                # 2>&1 captures command output 
                $err = (aws-encryption-cli -e -i "$ZipDirectory\$filename.zip" ` 
                                           -o $EncryptDirectory ` 
                                           -m key=$wrappingKeyID provider=
$masterKeyProvider ` 
                                           -c $EncryptionContext ` 
                                           --metadata-output $MetadataDirectory ` 
                                           -v) 2>&1 

                # Check error status 
                if ($? -eq $false) 
                { 
                    # Write the error 
                    $err 
                } 
                elseif (Test-Path "$EncryptDirectory\$fileName.zip.encrypted") 
                { 
                    # Step 3: Write to S3 bucket 
                    if ($S3BucketFolder) 
                    { 
                        Write-S3Object -BucketName $S3Bucket -File "$EncryptDirectory\
$fileName.zip.encrypted" -Key "$S3BucketFolder/$fileName.zip.encrypted" 

                    } 
                    else 
                    { 
                        Write-S3Object -BucketName $S3Bucket -File "$EncryptDirectory\
$fileName.zip.encrypted" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}     

データキーキャッシュの使用
この例では、多数のファイルを暗号化するコマンドでデータキーキャッシュ (p. 156)を使用します。

デフォルトでは、AWS暗号化 CLI（およびその他のバージョン）AWS Encryption SDK) は、暗号化する各
ファイルに対して一意のデータキーを生成します。各オペレーションに一意のデータキーを使用するのは
暗号化のベストプラクティスですが、一部の状況では限定的なデータキーの再利用が許容されます。デー
タキーキャッシュを検討している場合は、セキュリティエンジニアに相談して、アプリケーションのセ
キュリティ要件を理解し、適切なセキュリティしきい値を判断してください。

この例では、マスターキープロバイダへのリクエストの頻度を減らすことによって、データキーキャッ
シュは暗号化オペレーションを高速化します。
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この例のコマンドは、合計約 800 の小さなログファイルを含む複数のサブディレクトリを持つ大きなディ
レクトリを暗号化します。最初のコマンドは、AWS KMS key の ARN を keyARN 変数に保存します。2 番
目のコマンドは、入力ディレクトリ内のすべてのファイルを (再帰的に) 暗号化し、アーカイブディレクト
リに書き込みます。このコマンドでは、--suffix パラメータを使用して .archive サフィックスを指定
します。

--caching パラメータはデータキーキャッシュを有効にします。シリアルのファイル処理では一度に複
数のデータキーを使用することはないため、キャッシュ内のデータキーの数を制限する capacity 属性は 1 
に設定されます。キャッシュされたデータキーの使用可能時間を決定する max_age 属性は 10 秒に設定し
ます。

オプションの max_messages_encrypted 属性は 10 個のメッセージに設定されているため、1 つのデータ
キーが 10 個以上のファイルを暗号化するために使用されることはありません。各データキーで暗号化す
るファイル数を制限することで、万一データキーが侵害された場合に影響を受けるファイルの数を減らす
ことができます。

オペレーティングシステムが生成するログファイルに対してこのコマンドを実行するには、管理者アクセ
ス許可 (Linux では sudo、Windows では [管理者として実行]) が必要な場合があります。

Bash

$  keyArn=arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

$  aws-encryption-cli --encrypt \ 
                      --input /var/log/httpd --recursive \ 
                      --output ~/archive --suffix .archive \ 
                      --wrapping-keys key=$keyArn \ 
                      --encryption-context class=log \ 
                      --suppress-metadata \ 
                      --caching capacity=1 max_age=10 max_messages_encrypted=10 

PowerShell

PS C:\> $keyARN = 'arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'

PS C:\> aws-encryption-cli --encrypt ` 
                           --input C:\Windows\Logs --recursive ` 
                           --output $home\Archive --suffix '.archive' ` 
                           --wrapping-keys key=$keyARN ` 
                           --encryption-context class=log ` 
                           --suppress-metadata ` 
                           --caching capacity=1 max_age=10 max_messages_encrypted=10 

データキーキャッシュの効果をテストするために、この例ではメジャーコマンドでのコマンドレット
PowerShell。データキーキャッシュなしでこの例を実行すると、完了に約 25 秒かかります。このプロセ
スは、ディレクトリ内のファイルごとに新しいデータキーを生成します。

PS C:\> Measure-Command {aws-encryption-cli --encrypt ` 
                                            --input C:\Windows\Logs --recursive ` 
                                            --output $home\Archive  --suffix '.archive' ` 
                                            --wrapping-keys key=$keyARN ` 
                                            --encryption-context class=log ` 
                                            --suppress-metadata }

Days              : 0
Hours             : 0
Minutes           : 0
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Seconds           : 25
Milliseconds      : 453
Ticks             : 254531202
TotalDays         : 0.000294596298611111
TotalHours        : 0.00707031116666667
TotalMinutes      : 0.42421867
TotalSeconds      : 25.4531202
TotalMilliseconds : 25453.1202

データキーキャッシュを使用すると、各データキーを最大 10 個のファイルに制限しても、処理が迅速に
なります。このコマンドは完了するまでに 12 秒もかからず、マスターキープロバイダへの呼び出し回数
を元の値の 1/10 に減らしました。

PS C:\> Measure-Command {aws-encryption-cli --encrypt ` 
                                            --input C:\Windows\Logs --recursive ` 
                                            --output $home\Archive  --suffix '.archive' ` 
                                            --wrapping-keys key=$keyARN ` 
                                            --encryption-context class=log ` 
                                            --suppress-metadata ` 
                                            --caching capacity=1 max_age=10 
 max_messages_encrypted=10}

Days              : 0
Hours             : 0
Minutes           : 0
Seconds           : 11
Milliseconds      : 813
Ticks             : 118132640
TotalDays         : 0.000136727592592593
TotalHours        : 0.00328146222222222
TotalMinutes      : 0.196887733333333
TotalSeconds      : 11.813264
TotalMilliseconds : 11813.264

max_messages_encrypted の制限を解除すると、すべてのファイルが同じデータキーで暗号化されま
す。この変更では、プロセスは大幅に高速化されず、データキーの再利用に伴うリスクが高まります。た
だし、マスターキープロバイダの呼び出し数は 1 回に減ります。

PS C:\> Measure-Command {aws-encryption-cli --encrypt ` 
                                            --input C:\Windows\Logs --recursive ` 
                                            --output $home\Archive  --suffix '.archive' ` 
                                            --wrapping-keys key=$keyARN ` 
                                            --encryption-context class=log ` 
                                            --suppress-metadata ` 
                                            --caching capacity=1 max_age=10}

Days              : 0
Hours             : 0
Minutes           : 0
Seconds           : 10
Milliseconds      : 252
Ticks             : 102523367
TotalDays         : 0.000118661304398148
TotalHours        : 0.00284787130555556
TotalMinutes      : 0.170872278333333
TotalSeconds      : 10.2523367
TotalMilliseconds : 10252.3367
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AWS Encryption SDK CLI の構文およびパラメータの
リファレンス
このトピックでは、AWS Encryption SDK コマンドラインインターフェイス (CLI) の使用に役立つ構文の
例を示し、パラメータについて簡単に説明します。ラッピングキーおよびその他のパラメータのヘルプ
については、「AWS Encryption CLI の使用方法 (p. 119)」を参照してください。例については、「の例
AWS暗号化 CLI (p. 129)」を参照してください。完全なドキュメントについては、「ドキュメントを読
む」を参照してください。

トピック
• AWS Encryption CLI の構文 (p. 145)
• AWS Encryption CLI コマンドラインパラメータ (p. 147)
• 高度なパラメータ (p. 153)

AWS Encryption CLI の構文
これらの AWS Encryption CLI 構文図は、AWS Encryption CLI で実行された各タスクの構文を示していま
す。これらは、AWS Encryption CLI バージョン 2.1.x 以降で推奨される構文を表します。

新しいセキュリティ機能は、AWS Encryption CLI バージョン 1.7.x および 2.0.x で最初にリリースされま
した。ただし、AWSすべての暗号化コマンドと復号コマンドには、 x がバージョン 1.7 に置き換わりま
す。 xAWS および暗号化 CLI 2.1. 2.0 は x に置き換わります。 x。詳細については、aws-encryption-sdk-
cli上のリポジトリにある関連するセキュリティアドバイザリを参照してください GitHub。

Note

パラメータの説明に記載されている場合を除き、各パラメータまたは属性は、各コマンドで 1 回
のみ使用できます。
パラメータがサポートしていない属性を使用すると、AWS Encryption CLI は、警告またはエラー
なしで、サポートされていない属性を無視します。

ヘルプの表示

パラメータの説明で完全な AWS Encryption CLI 構文を取得するには、--help または -h を使用しま
す。

aws-encryption-cli (--help | -h)

バージョンの取得

AWS Encryption CLI インストールのバージョン番号を取得するには、--version を使用しま
す。AWS Encryption CLI の使用に関する質問、問題のレポート、またはヒントの共有をするときに
は、必ずバージョンを含めてください。

aws-encryption-cli --version

データを暗号化する

次の構文の例は、encrypt コマンドで使用するパラメータを示しています。

aws-encryption-cli --encrypt 
                   --input <input> [--recursive] [--decode] 
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                   --output <output> [--interactive] [--no-overwrite] [--suffix 
 [<suffix>]] [--encode] 
                   --wrapping-keys  [--wrapping-keys] ... 
                       key=<keyID> [key=<keyID>] ... 
                       [provider=<provider-name>] [region=<aws-region>] [profile=<aws-
profile>] 
                   --metadata-output <location> [--overwrite-metadata] | --suppress-
metadata] 
                   [--commitment-policy <commitment-policy>] 
                   [--encryption-context <encryption_context> [<encryption_context>
 ...]] 
                   [--max-encrypted-data-keys <integer>] 
                   [--algorithm <algorithm_suite>] 
                   [--caching <attributes>]  
                   [--frame-length <length>] 
                   [-v | -vv | -vvv | -vvvv] 
                   [--quiet]

データを復号化する

次の構文の例は、decrypt コマンドで使用するパラメータを示しています。

バージョン 1.8.x では、復号時の --wrapping-keys パラメータはオプションですが推奨されます。
バージョン 2.1.x 以降は、--wrapping-keys パラメータが暗号化および復号化時に必要となりま
す。AWS KMS keys の場合、key 属性を使用してラッピングキーを指定するか (ベストプラクティ
ス)、discovery 属性を true に設定して、AWS Encryption CLI が使用できるラッピングキーを制限し
ません。

aws-encryption-cli --decrypt (or [--decrypt-unsigned])  
                   --input <input> [--recursive] [--decode] 
                   --output <output> [--interactive] [--no-overwrite]  [--suffix 
 [<suffix>]] [--encode]            
                   --wrapping-keys  [--wrapping-keys] ... 
                       [key=<keyID>] [key=<keyID>] ... 
                       [discovery={true|false}] [discovery-partition=<aws-partition-
name> discovery-account=<aws-account-ID> [discovery-account=<aws-account-ID>] ...]  
                       [provider=<provider-name>] [region=<aws-region>] [profile=<aws-
profile>] 
                   --metadata-output <location> [--overwrite-metadata] | --suppress-
metadata] 
                   [--commitment-policy <commitment-policy>] 
                   [--encryption-context <encryption_context> [<encryption_context>
 ...]] 
                   [--buffer] 
                   [--max-encrypted-data-keys <integer>] 
                   [--caching <attributes>] 
                   [--max-length <length>] 
                   [-v | -vv | -vvv | -vvvv] 
                   [--quiet] 
                    

設定ファイルの使用

パラメータとその値が格納されている設定ファイルを参照できます。これは、コマンドでパラ
メータと値を入力するのに相当します。例については、「設定ファイルにパラメータを保存する方
法 (p. 127)」を参照してください。

aws-encryption-cli @<configuration_file>

# In a PowerShell console, use a backtick to escape the @.
aws-encryption-cli `@<configuration_file>
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AWS Encryption CLI コマンドラインパラメータ
このリストには、AWS Encryption CLI コマンドパラメータの基本的な説明が用意されています。詳細な説
明については、aws-encryption-sdk-cliドキュメントを参照してください。

--encrypt (-e)

入力データを暗号化します。すべてのコマンドに、--encrypt、--decrypt、--decrypt-
unsigned パラメータのいずれかが必要です。

--decrypt (-d)

入力データを復号します。すべてのコマンドに、--encrypt、--decrypt、--decrypt-unsigned
パラメータのいずれかが必要です。

—decrypt-unsigned [バージョン 1.9.x および 2.2.x で導入]

--decrypt-unsigned パラメータでは、暗号化テキストを復号し、復号化前にメッセージが署名な
しであることを確認します。このパラメータは、--algorithm パラメータを使用し、データを暗号
化するためのデジタル署名なしのアルゴリズムスイートを選択した場合に使用します。暗号化テキス
トが署名されている場合、復号化は失敗します。

--decrypt または --decrypt-unsigned を復号化に使用できますが、両方とも使用することはで
きません。

—wrapping-keys (-w) [バージョン 1.8.x で導入]

暗号化と復号のオペレーションで使用されるラッピングキー (p. 7) (マスターキー) を指定します。各
コマンドで複数の --wrapping-keys パラメータ (p. 124)を使用できます。

バージョン 2 のリレース x と復号コマンドには、--wrapping-keysパラメータが必要です。バー
ジョン 1 のリレース x、encrypt コマンドには、--wrapping-keys--master-keysまたはパラメー
タのいずれかが必要です。バージョン 1.8.x の復号化のコマンドでは、--wrapping-keys パラメー
タはオプションですが推奨されます。

カスタムのマスターキープロバイダーを使用するとき、暗号化と復号のコマンドでは、key および
provider 属性が必須です。AWS KMS keys を使用する場合、暗号化コマンドには key 属性が必要で
す。復号化コマンドには、キー属性または値の検出属性が必要ですtrue (両方は不可)。復号時に key
属性を使用することが、AWS Encryption SDK のベストプラクティス (p. 17)です。Amazon S3 バケッ
トや Amazon SQS キュー内のメッセージなど、なじみのないメッセージのバッチを復号化する場合
は、これが特に重要です。

AWS KMS マルチリージョンキーをラッピングキーとして使用する方法の例については、「マルチ
リージョンを使用するAWS KMS keys (p. 21)」を参照してください。

属性: --wrapping-keys パラメータの値は、以下の属性で構成されます。形式は
attribute_name=value です。
key

オペレーションで使用するラッピングキーを識別します。形式は、key=ID のペアです。各 --
wrapping-keys パラメータ値に、複数の key 属性を指定できます。
• 暗号化コマンド: すべての暗号化コマンドには key 属性が必要です。暗号化コマンドで AWS 

KMS key を使用する場合、key 属性の値はキー ID、キー ARN、エイリアス名、エイリア
ス ARN のいずれかです。AWS KMS キー ID の詳細については、「AWS Key Management 
Service デベロッパーガイド」の「キー識別子」を参照してください。

• 復号コマンド: AWS KMS keys で復号する場合、--wrapping-keys パラメータでは key 属性
をキー ARN にするか、discovery 属性を true にする必要があります (両方ではない)。key 属
性を使用することが、AWS Encryption SDK のベストプラクティス (p. 17)です。カスタムのマ
スターキープロバイダーで復号化する場合、key 属性は必須です。
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Note

AWS KMS ラッピングキーを復号コマンドで指定するには、key 属性の値はキー ARN 
にする必要があります。キー ID、エイリアス名、またはエイリアス ARN を使用する
場合、AWS Encryption CLI では、ラッピングキーが認識されません。

各 --wrapping-keys パラメータ値に、複数の key 属性を指定できます。ただし、--
wrapping-keys パラメータの provider、region、profile 属性は、そのパラメータ値のすべての
ラッピングキーに適用されます。異なる属性値を持つラッピングキーを指定するには、コマンド
で複数の --wrapping-keys パラメータを使用します。

discovery

AWS Encryption CLI で AWS KMS key を使用してメッセージを復号できます。discovery の値
は、true または false にすることができます。デフォルト値は false です。discovery 属性
は、復号コマンドで、マスターキープロバイダーが AWS KMS のときにのみ有効です。

AWS KMS keys で復号化するとき、--wrapping-keys パラメータでは、key 属性を指定す
るか、discovery 属性を true にする必要があります (両方ではない)。key 属性を使用する場合
は、discovery 属性を false にして、検出を明示的に拒否できます。
• False (デフォルト) — discovery 属性を指定していないか、その値を false にする

と、AWSEncryption CLI は、--wrapping-keys パラメータの key 属性によって指定された 
AWS KMS keys のみを使用してメッセージを復号します。discovery を false にして key 属性
を指定しないと、復号コマンドは失敗します。この値では、AWS Encryption CLI のベストプラ
クティス (p. 17)がサポートされます。

• True — discovery 属性の値を true にすると、AWS Encryption CLI は暗号化されたメッ
セージのメタデータから AWS KMS keys を取得し、それらの AWS KMS keys を使用して
メッセージを復号します。discovery 属性を true にすると、バージョン 1.8.x より前の AWS 
Encryption CLI のように動作し、復号時のラッピングキーを指定できません。しかし、どのよ
うな AWS KMS key でも使用する意図は明示的です。discovery を true にして key 属性を指定
すると、復号コマンドは失敗します。

値を true にすると、AWS Encryption CLI は別の AWS アカウント とリージョンで AWS KMS 
keys を使用するか、ユーザーに使用権限がない AWS KMS keys を使用しようとします。

discovery を true にする場合は、discovery-partition と discovery-account 属性を使用し、使用す
る AWS KMS keys を、指定した AWS アカウント のものに制限することがベストプラクティス
です。

discovery-account

復号に使用する AWS KMS keys を、指定した AWS アカウント のものに制限します。この属性
で有効な値は AWS アカウント ID のみです。

この属性はオプションであり、discovery 属性を true に設定して discovery-partition 属性を指定
した AWS KMS keys を含む復号コマンドのみで有効です。

各 discovery-account 属性は AWS アカウント ID を 1 つのみ取りますが、同じ --wrapping-
keys パラメータで複数の discovery-account 属性を指定できます。特定の --wrapping-keys
パラメータで指定するすべてのアカウントは、指定した AWS パーティション内に存在する必要
があります。

discovery-partition

discovery-account 属性のアカウントの AWS パーティションを指定します。値は、aws、aws-
cn、aws-gov-cloud などの AWS パーティションにする必要があります。詳細については、の
「Amazon リソースネーム」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

この属性は、discovery-account 属性を使用するとき必須です。各 --wrapping keys パラメー
タに指定できる discovery-partition パーティションは 1 つだけです。複数のパーティションの 
AWS アカウント を指定するには、追加の --wrapping-keys パラメータを使用します。
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provider

マスターキープロバイダー (p. 7)を指定します。形式は、provider=ID のペアです。デフォルト値
aws-kms は AWS KMS を表します。この属性は、マスターキープロバイダーが AWS KMS でな
い場合にのみ必要です。

region

AWS KMS key の AWS リージョン を指定します。この属性は以下にのみ有効ですAWS KMS 
keys。key の識別子が特定のリージョンを示していない場合にのみ使用され、それ以外の場合は
無視されます。これを使用する場合は、AWS CLI の名前付きプロファイルのデフォルトのリー
ジョンよりも優先されます。

プロフィール

AWS CLI の名前付きプロファイルを識別します。この属性は以下にのみ有効ですAWS KMS 
keys。プロファイルのリージョンは、key の識別子が特定のリージョンを示しておらず、コマン
ドに region 属性がない場合にのみ使用されます。

--input (-i)

暗号化または復号するデータの場所を指定します。このパラメータは必須です。指定できる値は、
ファイルかディレクトリへのパス、またはファイル名のパターンです。コマンド (stdin) にパイピング
入力する場合は、- を使用します。

入力が存在しない場合、エラーまたは警告なしでコマンドが正常に完了します。
--recursive (-r, -R)

入力ディレクトリとそのサブディレクトリにあるファイルでオペレーションを実行します。この
パラメータは、--input の値がディレクトリの場合に必要です。

--decode

Base64-encoded 入力をデコードします。

暗号化されエンコードされたメッセージを復号する場合は、復号する前にメッセージをデコード
する必要があります。これはパラメータによって実行されます。

たとえば、暗号化コマンドで --encode パラメータを使用した場合、対応する復号コマンドで
--decode パラメータを使用します。また、このパラメータを使用して、Base64 でエンコード
された入力を暗号化する前にデコードすることもできます。

--output (-o)

出力先を指定します。このパラメータは必須です。値には、既存のディレクトリ、ファイル名、また
はコマンドライン (stdout) に出力を書き込む - を使用できます。

指定した出力ディレクトリが存在しない場合、コマンドは失敗します。入力にサブディレクトリが含
まれている場合、AWS Encryption CLI は指定した出力ディレクトリの下にサブディレクトリを再現し
ます。

デフォルトでは、AWS Encryption CLI はファイルを同じ名前で上書きします。この動作を変更するに
は、--interactive または --no-overwrite パラメータを使用します。上書きの警告を表示しな
いようにするには、--quiet パラメータを使用します。

Note

出力ファイルを上書きするコマンドが失敗した場合、出力ファイルは削除されます。
--インタラクティブ

ファイルを上書きする前にプロンプトが表示されます。
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--no-overwrite

ファイルは上書きされません。代わりに、出力ファイルが存在する場合、AWS Encryption CLI は
対応する入力をスキップします。

--サフィックス

AWS Encryption CLI が作成するファイルのカスタムファイル名のサフィックスを指定します。サ
フィックスがないことを示すには、値のないパラメータ (--suffix) を使用します。

デフォルトでは、--output パラメータでファイル名が指定されない場合、出力ファイル名は同
じ名前の入力ファイル名にサフィックスを加えたものになります。暗号化コマンドのサフィック
スは .encrypted です。復号コマンドのサフィックスは .decrypted です。

--encode

Base64 (バイナリからテキスト) エンコーディングを出力に適用します。エンコーディングにより
シェルホストプログラムが、出力テキストの非 ASCII 文字を誤って解釈するのを防ぎます。

このパラメータは、暗号化された出力を stdout (--output -) に書き込むとき、 PowerShell 特
にコンソールで、出力を別のコマンドにパイプしたり、変数に保存したりするときに使用してく
ださい。

--metadata-output

暗号化オペレーションに関するメタデータの場所を指定します。パスとファイル名を入力します。
ディレクトリが存在しない場合、コマンドは失敗します。コマンドライン (stdout) にメタデータを書
き込むには、- を使用します。

同じコマンドでコマンド出力 (--output) とメタデータ出力 (--metadata-output) を stdout に記
述することはできません また、--input や --output の値がディレクトリ (ファイル名なし) の場合
は、メタデータ出力を同じディレクトリまたはそのディレクトリのサブディレクトリに書き込むこと
はできません。

既存のファイルを指定した場合、デフォルトでは AWS Encryption CLI は新しいメタデータレコード
をファイル内の任意のコンテンツに追加します。この機能を使用すると、すべての暗号化オペレー
ションのメタデータが格納された 1 つのファイルを作成できます。既存のファイルのコンテンツを上
書きするには、--overwrite-metadata パラメータを使用します。

AWS Encryption CLI では、コマンドが実行する暗号化または復号のオペレーションごとに JSON 形
式のメタデータレコードを返します。各メタデータレコードには、入力ファイルと出力ファイル、暗
号化コンテキスト、アルゴリズムスイート、セキュリティ基準を満たしているかどうかを検証しオペ
レーションを確認するために使用できるその他の有益な情報への完全なパスが含まれます。
--overwrite-metadata

メタデータの出力ファイルでコンテンツが上書きされます。デフォルトでは、--metadata-
output パラメータはファイル内の既存のコンテンツにメタデータを追加します。

--suppress-metadata (-S)

暗号化または復号オペレーションに関するメタデータを抑制します。
--commitment-policy

暗号化および復号コマンドのコミットメントポリシー (p. 11)を指定します。コミットメントポリシー
は、キーコミットメント (p. 10)セキュリティ機能を使用してメッセージを暗号化および復号化するか
どうかを決定します。

--commitment-policy パラメータはバージョン 1.8.x で導入されました。暗号化コマンドと復号コ
マンドで有効です。

バージョン 1.8.x では、AWS Encryption CLI はすべての暗号化および復号オペレーションに forbid-
encrypt-allow-decrypt コミットメントポリシーを使用します。--wrapping-keys パラメータ
を暗号化コマンドまたは復号コマンドで使用するときには、値 forbid-encrypt-allow-decrypt
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を指定した --commitment-policy パラメータが必要です。--wrapping-keys パラメータを
使用しない場合、--commitment-policy パラメータは無効です。コミットメントポリシーを明
示的に設定すると、バージョン 2.1.x へのアップグレード時にコミットメントポリシーが自動的に
require-encrypt-require-decrypt に変更されなくなります。

バージョン 2.1.x 以降は、すべてのコミットメントポリシーの値がサポートされます。--
commitment-policy パラメータはオプションであり、デフォルト値は require-encrypt-
require-decrypt です。

このパラメータには次の値があります。
• forbid-encrypt-allow-decrypt — キーコミットメントで暗号化することはできません。キー

コミットメントが使用されているかどうかにかかわらず、暗号化された暗号化テキストを復号化で
きます。

バージョン 1.8.x では、これが唯一の有効な値です。AWS Encryption CLI はすべての暗号化および
復号オペレーションに forbid-encrypt-allow-decrypt コミットメントポリシーを使用しま
す。

• require-encrypt-allow-decrypt — キーコミットメントで暗号化します。復号化はキーコ
ミットメントの有無に関係なく行われます。この値はバージョン 2.1.x で導入されました。

• require-encrypt-require-decrypt (デフォルト) — キーコミットメントでのみ暗号化および
復号化が行われます。この値はバージョン 2.1.x で導入されました。バージョン 2.1.x 以降では、こ
れがデフォルト値です。この値を指定すると、AWS Encryption CLI では、AWS Encryption SDK の
前バージョンで暗号化された暗号化テキストは復号されません。

コミットメントポリシーの設定の詳細については、「移行するAWS Encryption SDK (p. 205)」を参
照してください。

--encryption-context (-c)

オペレーションの暗号化コンテキスト (p. 126)を指定します。このパラメータは必須ではありません
が、推奨されています。
• --encrypt コマンドでは、1 つまたは複数の name=value ペアを入力します。ペアを区切るに

は、スペースを使用します。
• --decrypt コマンドでは、name=value ペア、値のない name 要素、またはその両方を入力しま

す。

name ペアの value や name=value にスペースや特殊文字が含まれている場合、ペア全体を引用符
で囲みます。例えば、--encryption-context "department=software development"。

—buffer (-b) [バージョン 1.9.x および 2.2.x で導入]

デジタル署名が存在する場合の検証も含めて、すべての入力が処理された後にのみプレーンテキスト
が返されます。

--max-encrypted-data-keys [バージョン 1.9 で導入されました。 x と 2.2。 x]

暗号化されたメッセージ内の暗号化されたデータキーの最大数を指定します。このパラメータはオプ
ションです。

有効な値は 1～65,535 です。このパラメータを省略すると、AWS Encryption CLI では最大値が適用さ
れません。暗号化されたメッセージには、最大 65,535 (2^16 - 1) の暗号化されたデータキーを使用で
きます。

このパラメータを暗号化コマンドで使用して、不正な形式のメッセージを防ぐことができます。これ
を復号コマンドで使用して、悪意のあるメッセージを検出し、復号できない多数の暗号化されたデー
タキーを含むメッセージの復号化を回避できます。詳細と例については、「暗号化されたデータキー
の制限 (p. 41)」を参照してください。

--help (-h)

コマンドラインで使用量と構文を表示します。
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--version

AWS Encryption CLI のバージョンを取得します。
-v | -vv | -vvv | -vvvv

詳細な情報、警告、およびデバッグメッセージを表示します。出力の詳細は、パラメータ内の vs 数
とともに増加します。最も詳細な設定 (-vvvv) は、AWS Encryption CLI およびそれが使用するすべて
のコンポーネントからデバッグレベルのデータを返します。

--quiet (-q)

出力ファイルを上書きしたときに表示されるメッセージなど、警告メッセージを抑制します。
--master-keys (-m) [非推奨]

Note

—master-keys パラメータは 1.8.x で非推奨となり、バージョン 2.1.x で削除されました。代
わりに、--wrapping-keys (p. 147) パラメータを使用してください。

暗号化と復号のオペレーションで使用されるマスターキー (p. 7)を指定します。複数のマスターキーパ
ラメータを各コマンドで使用できます。

この暗号化コマンドには、--master-keys パラメータが必要です。これはカスタム (AWS KMS 以
外の) マスターキープロバイダーを使用しているときにのみ、復号コマンドで必要です。

属性: --master-keys パラメータの値は、以下の属性で構成されます。形式は
attribute_name=value です。
key

オペレーションで使用するラッピングキー (p. 7)を識別します。形式は、key=ID のペアです。す
べての暗号化コマンドには、key 属性が必要です。

暗号化コマンドで AWS KMS key を使用する場合、key 属性の値はキー ID、キー ARN、エイリ
アス名、エイリアス ARN のいずれかです。AWS KMS キー ID の詳細については、「AWS Key 
Management Service デベロッパーガイド」の「キー識別子」を参照してください。

マスターキープロバイダーが AWS KMS でない場合、復号コマンドには key 属性が必須で
す。AWS KMS key で暗号化されたデータを復号するコマンドでは、key 属性は許可されていませ
ん。

各 --master-keys パラメータ値に、複数の key 属性を指定できます。ただ
し、provider、region、および profile 属性は、パラメータ値のマスターキーすべてに適用されま
す。異なる属性値を持つマスターキーを指定するには、コマンドで複数の --master-keys パラ
メータを使用します。

provider

マスターキープロバイダー (p. 7)を指定します。形式は、provider=ID のペアです。デフォルト値
aws-kms は AWS KMS を表します。この属性は、マスターキープロバイダーが AWS KMS でな
い場合にのみ必要です。

region

AWS KMS key の AWS リージョン を指定します。この属性は以下にのみ有効ですAWS KMS 
keys。key の識別子が特定のリージョンを示していない場合にのみ使用され、それ以外の場合は
無視されます。これを使用する場合は、AWS CLI の名前付きプロファイルのデフォルトのリー
ジョンよりも優先されます。

プロフィール

AWS CLI の名前付きプロファイルを識別します。この属性は以下にのみ有効ですAWS KMS 
keys。プロファイルのリージョンは、key の識別子が特定のリージョンを示しておらず、コマン
ドに region 属性がない場合にのみ使用されます。
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高度なパラメータ
--algorithm

アルゴリズムスイート (p. 9)の代替を指定します。このパラメータはオプションであり、暗号化コマン
ドでのみ有効です。

このパラメータを省略すると、AWSEncryption CLI は、バージョン 1.8.x で導入された AWS 
Encryption SDK のデフォルトアルゴリズムスイートのいずれかを使用します。どちらのデフォルトア
ルゴリズムも、HKDF、ECDSA 署名、および 256 ビットの暗号化キーを含む AES-GCM を使用しま
す。キーコミットメントは、使用される場合と使用されない場合があります。デフォルトのアルゴリ
ズムスイートは、コマンドのコミットメントポリシー (p. 11)によって選択されます。

デフォルトアルゴリズムスイートは、ほとんどの暗号化オペレーションで推奨されます。有効な値の
リストについては、「ドキュメントを読む」の algorithm パラメータの値を参照してください。

--frame-length

指定されたフレームの長さで出力を作成します。このパラメータはオプションであり、暗号化コマン
ドでのみ有効です。

値をバイトで入力します。有効な値は、0 および 1 ～ 2^31 - 1 です。値 0 は、フレーム化されていな
いデータを示します。デフォルト値は 4096 (バイト) です。

Note

可能な限り、フレーム化されたデータを使用してください。AWS Encryption SDK では、従
来の使用方法でのみフレーム化されていないデータがサポートされます。AWS Encryption 
SDK のいくつかの言語実装では、フレーム化されていない暗号化テキストを生成できます。
サポートされているすべての言語実装では、フレーム化された暗号化テキストとフレーム化
されていない暗号化文書を復号化できます。

--max-length

暗号化されたメッセージから読み取る最大フレームサイズ (またはフレーム化されていないメッセージ
の最大コンテンツ長) をバイト数で指定します。このパラメータはオプションであり、復号コマンドで
のみ有効です。これは、悪意のある膨大な量の暗号化テキストを復号する際に保護できるように設計
されています。

値をバイトで入力します。このパラメータを省略すると、AWS Encryption SDK は、復号時のフレー
ムサイズを制限しません。

--caching

入力ファイルごとに新しいデータキーを生成する代わりに、データキーを再利用するデータキー
キャッシュ (p. 156)機能を有効にします。このパラメータでは、高度なシナリオがサポートされて
います。この機能を使用する前に、データキーキャッシュ (p. 156)のドキュメントを参照してくださ
い。

--caching パラメータには以下のような属性があります。
capacity (必須)

キャッシュのエントリの最大数を決定します。

最小値は 1 です。最大値は存在しません。
max_age (必須)

キャッシュエントリがキャッシュに追加された時点から、どのくらいの期間使用されるかを決定
します (秒単位)。

0 より大きい値を入力します。最大値は存在しません。
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max_messages_encrypted (オプション)

キャッシュされたエントリが暗号化できるメッセージの最大数を決定します。

有効な値は 1～2^32 です。デフォルト値は 2^32 (メッセージ) です。
max_bytes_encrypted (オプション)

キャッシュされたエントリが暗号化できるバイトの最大数を決定します。

有効な値は、0 および 1 ～ 2^63 - 1 です。デフォルト値は 2^63 - 1 (メッセージ) です。値を 0 に
指定することで、空のメッセージ文字列を暗号化している場合にのみデータキーキャッシュを使
用できます。

AWS Encryption CLI のバージョン
最新バージョンの AWS Encryption CLI を使用することをお勧めします。

Note

のバージョンAWSEncryption CLI のバージョンがend-of-support段階。
バージョン 2.1 から安全に更新できます。xそして後で最新バージョンにAWSコードやデータの
変更なしの暗号化 CLI。ただし、新しいセキュリティ機能 (p. 201)をバージョン 2.1 で導入し
ました。x下位互換性はありません。をバージョン 1.7 から更新します。xまたはそれである場合
は、まず最新の 1 に更新する必要があります。xのバージョンAWSEncryption CLI 詳細について
は、「移行するAWS Encryption SDK (p. 205)」を参照してください。
新しいセキュリティ機能は、AWS Encryption CLI バージョン 1.7.x および 2.0.x で最初にリリー
スされました。ただし、AWS Encryption CLI バージョン 1.7.x はバージョン 1.8.x に、AWS 
Encryption CLI 2.0.x は 2.1.x に置き換わります。詳細については、「」を参照してください。セ
キュリティアドバイザリー()aws-encryption-sdk-cliのリポジトリ GitHub。

AWS Encryption SDK の主要バージョンについては、「AWS Encryption SDK のバージョン (p. 198)」を
参照してください。

使用すべきバージョン

AWS Encryption CLI を初めて使用する場合は、最新バージョンを使用します。

のバージョンで暗号化されたデータを復号化するにはAWS Encryption SDKバージョン 1.7 以前であるx、
まず最新バージョンに移行してくださいAWSEncryption CLI 推奨される変更をすべて (p. 206)行ってか
ら、バージョン 2.1.x 以降にアップデートしてください。詳細については、「移行するAWS Encryption 
SDK (p. 205)」を参照してください。

詳細はこちら

• これらの新しいバージョンへの移行に関する変更とガイダンスについては、「移行するAWS Encryption 
SDK (p. 205)」を参照してください。

• AWS Encryption CLI の新しいパラメータと属性については、「AWS Encryption SDK CLI の構文および
パラメータのリファレンス (p. 145)」を参照してください。

次のリストでは、AWS Encryption CLI のバージョン 1.8.x と 2.1.x の変更について説明します。

バージョン 1.8xの変更点AWSEncryption CLI
• --master-keys パラメータは非推奨となります。代わりに、--wrapping-keys パラメータを使用し

ます。
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• --wrapping-keys (-w) パラメータが追加されます。--master-keys パラメータのすべての属性がサ
ポートされます。また、次のオプションの属性も追加されます。これは、AWS KMS keys で復号化する
場合にのみ有効です。
• discovery
• discovery-partition
• discovery-account

カスタムマスターキープロバイダーの場合、--encrypt と --decrypt コマンドには、--wrapping-
keys パラメータまたは --master-keys パラメータが必要です (両方ではない)。また、AWS KMS 
keys による --encrypt コマンドでは、--wrapping-keys パラメータまたは --master-keys パラ
メータが必要です (両方ではない)。

AWS KMS keys による --decrypt コマンドでは、--wrapping-keys パラメータはオプション
ですが、バージョン 2.1.x で必須であるため推奨されます。使用する場合は、key 属性を指定する
か、discovery 属性を true にする必要があります (両方ではない)。

• --commitment-policy パラメータが追加されます。唯一の有効な値は forbid-encrypt-allow-
decrypt です。forbid-encrypt-allow-decrypt コミットポリシーは、すべての暗号化と復号コマ
ンドで使用されます。

バージョン 1.8.x では、--wrapping-keys パラメータを使用するときに、値が forbid-encrypt-
allow-decrypt の --commitment-policy パラメータが必要です。値を明示的に設定すると、バー
ジョン 2.1.x へのアップグレード時にコミットメントポリシー (p. 11)が自動的に require-encrypt-
require-decrypt に変更されなくなります。

バージョン 2.1.xの変更点AWSEncryption CLI
• --master-keys パラメータは削除されます。代わりに、--wrapping-keys パラメータを使用しま

す。
• すべての暗号化コマンドと復号コマンドには、--wrapping-keys パラメータが必要です。key 属性を

指定するか、discovery 属性を true にする必要があります (両方ではない)。
• --commitment-policy パラメータでは次の値がサポートされます。詳細については、「コミットメ

ントポリシーの設定 (p. 214)」を参照してください。
• forbid-encrypt-allow-decrypt
• require-encrypt-allow-decrypt
• require-encrypt-require decrypt (デフォルト)

• バージョン 2.1.x では、--commitment-policy パラメータはオプションです。デフォルト値は
require-encrypt-require-decrypt です。

バージョン 1.9.xと 2.2xの変更点AWSEncryption CLI
• --decrypt-unsigned パラメータが追加されます。詳細については、「バージョン 2.2。

x (p. 203)」を参照してください。
• --buffer パラメータが追加されます。詳細については、「バージョン 2.2。 x (p. 203)」を参照して

ください。
• --max-encrypted-data-keys パラメータが追加されます。詳細については、「暗号化されたデータ

キーの制限 (p. 41)」を参照してください。

バージョン 3.0xの変更点AWSEncryption CLI
• AWS KMS マルチリージョンキーがサポートされるようになりました。詳細については、「マルチリー

ジョンを使用するAWS KMS keys (p. 21)」を参照してください。
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データキーキャッシュ
データキーキャッシュにより、キャッシュにデータキー (p. 6)および関連する暗号化マテリア
ル (p. 177)が保存されます。データを暗号化または復号する場合は、AWS Encryption SDK はキャッシュ
内に一致するデータキーを探します。一致が見つかった場合、新しいデータキーを生成するのではなく、
キャッシュされたデータキーを使用します。データキーキャッシュによりパフォーマンスが向上し、コス
トを削減します。また、アプリケーションの拡張の際、サービス制限内に収まるよう役立ちます。

以下の場合、アプリケーションはデータキーキャッシュからメリットを得られます。

• データキーを再利用できる場合。
• 多数のデータキーを生成する場合。
• 暗号化オペレーションが許容できないほど時間とコストがかかり、制限があり、リソースを多く使用す

る場合。

キャッシュにより、AWS Key Management Service (AWS KMS) などの暗号化サービスの使用回数を減ら
すことができます。君を叩いているならAWS KMS requests-per-second 限定では、キャッシュが役立ちま
す。アプリケーションでは、AWS KMS を呼び出すのではなく、キャッシュキーを使用してデータキーリ
クエストの一部をサービスできます。(また、AWS サポートセンターにケースを作成してアカウントの制
限を引き上げることができます。)

AWS Encryption SDK によりデータキーキャッシュを作成および管理することができます。キャッシュと
やり取りがあり、設定したセキュリティのしきい値 (p. 173)を適用するローカルキャッシュ (p. 176)お
よびキャッシュ暗号化マテリアルマネージャー (p. 177) (キャッシュ CMM) を提供します。連携によっ
て、これらのコンポーネントはシステムのセキュリティを維持しながら、データキーの再利用による効率
の恩恵を受けるのに役立ちます。

データキーキャッシュは、AWS Encryption SDK のオプション機能であり、使用には注意が必要で
す。AWS Encryption SDK は、デフォルトで、すべての暗号化操作に対して新しいデータキーを生成しま
す。この手法では、暗号化のベストプラクティスをサポートしており、過剰なデータキーの再利用を防ぎ
ます。一般的に、パフォーマンスの目標を満たすために必要な場合のみ、データキーキャッシュを使用し
ます。次に、データキーキャッシュのセキュリティしきい値 (p. 173)を使用して、コストとパフォーマン
スの目標を満たすために必要なキャッシュの最小量を使用していることを確認します。

データキーキャッシュは、AWS Encryption SDK.NET 用 (p. 81)。

これらのセキュリティトレードオフの詳細については、を参照してください。AWS Encryption SDK: デー
タキーキャッシュがアプリケーションに適しているかどうかを判断する方法のAWSセキュリティブログ。

トピック
• データキーキャッシュを使用する方法 (p. 156)
• キャッシュセキュリティのしきい値の設定 (p. 173)
• データキーキャッシュの詳細 (p. 174)
• データキーキャッシュの例 (p. 179)

データキーキャッシュを使用する方法
このトピックでは、アプリケーションのデータキーキャッシュを使用する方法について説明します。ここ
では、プロセスを手順ごとに説明します。次に、文字列を暗号化するオペレーションでデータキーキャッ
シュを使用する簡単な例の中ですべての手順を結びつけます。
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このセクションの例では、AWS Encryption SDK のバージョン 2.0.x (p. 198) 以降の使用方法について説
明します。前バージョンを使用する例については、使用中のリリースを検索してくださいリリースのリス
ト GitHub のリポジトリープログラミング言語 (p. 71)。

AWS Encryption SDK でのデータキーキャッシュの完全な使用例およびテスト済みの例については、次を
参照してください。

• C/C++: caching_cmm.cpp
• Java: SimpleDataKeyCachingExamplejava
• JavaScript ブラウザ:caching_cmm.ts
• JavaScript Node.js:caching_cmm.ts
• Python: data_key_caching_basic.py

-AWS Encryption SDK.NET の場合 (p. 81)では、データキーキャッシュはサポートされていません。

トピック
• データキーキャッシュの使用: Step-by-step (p. 157)
• データキーキャッシュの例: 文字列の暗号化 (p. 162)

データキーキャッシュの使用: Step-by-step
これら step-by-step 手順では、データキーキャッシュの実装に必要なコンポーネントを作成する方法を示
しています。

• データキーキャッシュを作成 (p. 176)します。これらの例では、AWS Encryption SDK で提供される
ローカルキャッシュを使用します。キャッシュは、10 個のデータキーに制限されています。

 
C

// Cache capacity (maximum number of entries) is required
size_t cache_capacity = 10;  
struct aws_allocator *allocator = aws_default_allocator();

struct aws_cryptosdk_materials_cache *cache = 
 aws_cryptosdk_materials_cache_local_new(allocator, cache_capacity);

Java

// Cache capacity (maximum number of entries) is required
int MAX_CACHE_SIZE = 10;  

CryptoMaterialsCache cache = new LocalCryptoMaterialsCache(MAX_CACHE_SIZE);

JavaScript Browser

const capacity = 10

const cache = getLocalCryptographicMaterialsCache(capacity)

JavaScript Node.js

const capacity = 10
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const cache = getLocalCryptographicMaterialsCache(capacity)

Python

# Cache capacity (maximum number of entries) is required
MAX_CACHE_SIZE = 10

cache = aws_encryption_sdk.LocalCryptoMaterialsCache(MAX_CACHE_SIZE)

 
• の作成マスターキープロバイダー (p. 7)(Java および Python) またはキーリング (p. 7)(C と JavaScript). 

これらの例では、AWS Key Management Service (AWS KMS) マスターキープロバイダーまたは互換性
のある AWS KMS キーリング (p. 52)を使用します。

 
C

// Create an AWS KMS keyring
//   The input is the Amazon Resource Name (ARN)  
//   of an AWS KMS key

struct aws_cryptosdk_keyring *kms_keyring = 
 Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder().Build(kms_key_arn);

Java

// Create an AWS KMS master key provider
//   The input is the Amazon Resource Name (ARN)  
//   of an AWS KMS key

MasterKeyProvider<KmsMasterKey> keyProvider = 
 KmsMasterKeyProvider.builder().buildStrict(kmsKeyArn);

JavaScript Browser

ブラウザでは、認証情報を安全に挿入する必要があります。この例では、ランタイムに認証情報を
解決する Webpack (kms.webpack.config) の認証情報を定義します。これは、 AWS KMS クライア
ントおよび認証情報から、AWS KMS クライアントプロバイダインスタンスを作成します。次に、
キーリングを作成するときに、クライアントプロバイダを AWS KMS key (generatorKeyId)) と
一緒にコンストラクタに渡します。

const { accessKeyId, secretAccessKey, sessionToken } = credentials

const clientProvider = getClient(KMS, { 
    credentials: { 
      accessKeyId, 
      secretAccessKey, 
      sessionToken 
    } 
  })

/*  Create an AWS KMS keyring 
 *  You must configure the AWS KMS keyring with at least one AWS KMS key 
 *  The input is the Amazon Resource Name (ARN)  
 */ of an AWS KMS key

const keyring = new KmsKeyringBrowser({ 
    clientProvider, 
    generatorKeyId, 
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    keyIds, 
  })

JavaScript Node.js

/* Create an AWS KMS keyring 
 *   The input is the Amazon Resource Name (ARN)  
*/   of an AWS KMS key

const keyring = new KmsKeyringNode({ generatorKeyId })

Python

# Create an AWS KMS master key provider
#  The input is the Amazon Resource Name (ARN)  
#  of an AWS KMS key

key_provider = 
 aws_encryption_sdk.StrictAwsKmsMasterKeyProvider(key_ids=[kms_key_arn])

 
• キャッシュ暗号化マテリアルマネージャー (p. 177) (キャッシュ CMM) を作成します。

 

キャッシュ CMM をキャッシュとマスターキープロバイダーまたはキーリングに関連付けます。次に、
キャッシュ CMM のキャッシュセキュリティのしきい値を設定します。 (p. 173)

 
C

AWS Encryption SDK for C では、デフォルト CMM といった基盤となる CMM から、またはキーリ
ングからキャッシュ CMM を作成できます。この例では、キーリングからキャッシュ CMM を作成
します。

キャッシュ CMM を作成したら、キーリングおよびキャッシュへのリファレンスを解放できます。
詳細については、「the section called “参照カウント” (p. 74)」を参照してください。

// Create the caching CMM
//   Set the partition ID to NULL.
//   Set the required maximum age value to 60 seconds.
struct aws_cryptosdk_cmm *caching_cmm = 
 aws_cryptosdk_caching_cmm_new_from_keyring(allocator, cache, kms_keyring, NULL, 60, 
 AWS_TIMESTAMP_SECS);

// Add an optional message threshold
//   The cached data key will not be used for more than 10 messages.
aws_status = aws_cryptosdk_caching_cmm_set_limit_messages(caching_cmm, 10);

// Release your references to the cache and the keyring.
aws_cryptosdk_materials_cache_release(cache);
aws_cryptosdk_keyring_release(kms_keyring);

Java

/* 
 * Security thresholds 
 *   Max entry age is required.  
 *   Max messages (and max bytes) per entry are optional 
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 */
int MAX_ENTRY_AGE_SECONDS = 60;
int MAX_ENTRY_MSGS = 10; 
        
//Create a caching CMM
CryptoMaterialsManager cachingCmm = 
    CachingCryptoMaterialsManager.newBuilder().withMasterKeyProvider(keyProvider) 
                                 .withCache(cache) 
                                 .withMaxAge(MAX_ENTRY_AGE_SECONDS, TimeUnit.SECONDS) 
                                 .withMessageUseLimit(MAX_ENTRY_MSGS) 
                                 .build();       

JavaScript Browser

/* 
 * Security thresholds 
 *   Max age (in milliseconds) is required. 
 *   Max messages (and max bytes) per entry are optional. 
 */
const maxAge = 1000 * 60
const maxMessagesEncrypted = 10

/* Create a caching CMM from a keyring  */
const cachingCmm = new WebCryptoCachingMaterialsManager({ 
  backingMaterials: keyring, 
  cache, 
  maxAge, 
  maxMessagesEncrypted
})

JavaScript Node.js

/* 
 * Security thresholds 
 *   Max age (in milliseconds) is required. 
 *   Max messages (and max bytes) per entry are optional. 
 */
const maxAge = 1000 * 60
const maxMessagesEncrypted = 10

/* Create a caching CMM from a keyring  */
const cachingCmm = new NodeCachingMaterialsManager({ 
  backingMaterials: keyring, 
  cache, 
  maxAge, 
  maxMessagesEncrypted
})

Python

# Security thresholds
#   Max entry age is required.  
#   Max messages (and max bytes) per entry are optional
#
MAX_ENTRY_AGE_SECONDS = 60.0
MAX_ENTRY_MESSAGES = 10 
        
# Create a caching CMM
caching_cmm = CachingCryptoMaterialsManager( 
    master_key_provider=key_provider, 
    cache=cache, 
    max_age=MAX_ENTRY_AGE_SECONDS, 
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    max_messages_encrypted=MAX_ENTRY_MESSAGES
)

必要な作業はこれだけです。次に、AWS Encryption SDK が自動でキャッシュを管理したり、独自の
キャッシュ管理ロジックを追加できるようにします。

呼び出しでデータキーキャッシュを使用してデータを暗号化または復号するためには、マスターキープロ
バイダーやその他の CMM の代わりにキャッシュ CMM を指定します。

Note

データストリーム、または不明なサイズのデータを暗号化している場合、必ずリクエストでデー
タサイズを指定してください。この AWS Encryption SDK は、不明なサイズのデータを暗号化す
る際にはデータキーキャッシュを使用しません。

C

AWS Encryption SDK for C では、キャッシュ CMM でセッションを作成し、そのセッションを処理し
ます。

デフォルトで、メッセージサイズが不明でバインドされていない場合、AWS Encryption SDK は
データキーをキャッシュしません。正確なデータサイズが不明な場合にキャッシュを許可するに
は、aws_cryptosdk_session_set_message_bound メソッドを使用してメッセージに最大サイ
ズを設定します。推定メッセージサイズよりも大きい境界を設定します。実際のメッセージサイズが
制限を超えると、暗号化オペレーションは失敗します。

/* Create a session with the caching CMM. Set the session mode to encrypt. */
struct aws_cryptosdk_session *session = aws_cryptosdk_session_new_from_cmm_2(allocator, 
 AWS_CRYPTOSDK_ENCRYPT, caching_cmm);

/* Set a message bound of 1000 bytes */
aws_status = aws_cryptosdk_session_set_message_bound(session, 1000);

/* Encrypt the message using the session with the caching CMM */
aws_status = aws_cryptosdk_session_process( 
             session, output_buffer, output_capacity, &output_produced, input_buffer, 
 input_len, &input_consumed);

/* Release your references to the caching CMM and the session. */
aws_cryptosdk_cmm_release(caching_cmm);
aws_cryptosdk_session_destroy(session);

Java

// When the call to encryptData specifies a caching CMM,
// the encryption operation uses the data key cache
final AwsCrypto encryptionSdk = AwsCrypto.standard();
return encryptionSdk.encryptData(cachingCmm, plaintext_source).getResult();

JavaScript Browser

const { result } = await encrypt(cachingCmm, plaintext)

JavaScript Node.js

AWS Encryption SDK for JavaScript for Node.js でキャッシュ CMM を使用する場合、encrypt メ
ソッドには平文の長さが必要です。これを指定しないと、データキーはキャッシュされません。長
さを指定しても、指定した平文データがその長さを超えると、暗号化オペレーションは失敗します。
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データのストリーミング時など、平文の正確な長さがわからない場合は、期待される最大の値を指定
します。

const { result } = await encrypt(cachingCmm, plaintext, { plaintextLength: 
 plaintext.length })

Python

# Set up an encryption client
client = aws_encryption_sdk.EncryptionSDKClient()

# When the call to encrypt specifies a caching CMM,
# the encryption operation uses the data key cache
#
encrypted_message, header = client.encrypt( 
    source=plaintext_source, 
    materials_manager=caching_cmm
)

データキーキャッシュの例: 文字列の暗号化
このシンプルなコード例では、文字列を暗号化するときにデータキーキャッシュを使用します。これ
は、step-by-step 手順 (p. 157)実行できるテストコードに組み込めます。

この例では、ローカルキャッシュ (p. 176)とマスターキープロバイダー (p. 7)またはキーリング (p. 7)を 
AWS KMS key のために作成します。次に、ローカルキャッシュとマスターキープロバイダーまたはキー
リングを使用して、適切なセキュリティしきい値 (p. 173)でキャッシュ CMM を作成します。Java およ
び Python では、暗号化リクエストは、キャッシュ CMM、暗号化する平文のデータ、および暗号化コンテ
キスト (p. 178)を指定します。Cでは、キャッシュ CMMがセッションで指定され、セッションが暗号化
要求に提供されます。

これらの例を実行するには、AWS KMS key の Amazon リソースネーム (ARN) を指定する必要がありま
す。データキーを生成するために、AWS KMS key を使用するためのアクセス許可 があるかどうか必ず確
認してください。

データキーキャッシュの作成と使用に関するさらに詳細な実例については、「データキーキャッシュの
例 (p. 180)」を参照してください。

C

/*  
 * Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
 *  
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You may not use  
 * this file except in compliance with the License. A copy of the License is  
 * located at  
 *  
 *     http://aws.amazon.com/apache2.0/  
 *  
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed on an  
 * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or  
 * implied. See the License for the specific language governing permissions and  
 * limitations under the License.  
 */  
  
#include <aws/cryptosdk/cache.h>  
#include <aws/cryptosdk/cpp/kms_keyring.h>  
#include <aws/cryptosdk/session.h>  
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void encrypt_with_caching(  
    uint8_t *ciphertext,     // output will go here (assumes ciphertext_capacity bytes 
 already allocated)  
    size_t *ciphertext_len,  // length of output will go here  
    size_t ciphertext_capacity,  
    const char *kms_key_arn,  
    int max_entry_age,  
    int cache_capacity) {  
    const uint64_t MAX_ENTRY_MSGS = 100;  
  
    struct aws_allocator *allocator = aws_default_allocator();  
      
    // Load error strings for debugging  
    aws_cryptosdk_load_error_strings();  
  
    // Create a keyring  
    struct aws_cryptosdk_keyring *kms_keyring = 
 Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder().Build(kms_key_arn);  
  
    // Create a cache  
    struct aws_cryptosdk_materials_cache *cache = 
 aws_cryptosdk_materials_cache_local_new(allocator, cache_capacity);  
  
    // Create a caching CMM  
    struct aws_cryptosdk_cmm *caching_cmm = 
 aws_cryptosdk_caching_cmm_new_from_keyring(  
        allocator, cache, kms_keyring, NULL, max_entry_age, AWS_TIMESTAMP_SECS);  
    if (!caching_cmm) abort();  
  
    if (aws_cryptosdk_caching_cmm_set_limit_messages(caching_cmm, MAX_ENTRY_MSGS)) 
 abort();  
  
    // Create a session  
    struct aws_cryptosdk_session *session =          
        aws_cryptosdk_session_new_from_cmm_2(allocator, AWS_CRYPTOSDK_ENCRYPT, 
 caching_cmm);  
    if (!session) abort();  
  
    // Encryption context  
    struct aws_hash_table *enc_ctx = 
 aws_cryptosdk_session_get_enc_ctx_ptr_mut(session);  
    if (!enc_ctx) abort();  
    AWS_STATIC_STRING_FROM_LITERAL(enc_ctx_key, "purpose");  
    AWS_STATIC_STRING_FROM_LITERAL(enc_ctx_value, "test");  
    if (aws_hash_table_put(enc_ctx, enc_ctx_key, (void *)enc_ctx_value, NULL)) 
 abort();  
  
    // Plaintext data to be encrypted  
    const char *my_data = "My plaintext data";  
    size_t my_data_len  = strlen(my_data);  
    if (aws_cryptosdk_session_set_message_size(session, my_data_len)) abort();  
  
    // When the session uses a caching CMM, the encryption operation uses the data key 
 cache  
    // specified in the caching CMM.  
    size_t bytes_read;  
    if (aws_cryptosdk_session_process(  
            session,  
            ciphertext,  
            ciphertext_capacity,  
            ciphertext_len,  
            (const uint8_t *)my_data,  
            my_data_len,  
            &bytes_read))  
        abort();  
    if (!aws_cryptosdk_session_is_done(session) || bytes_read != my_data_len) abort();  
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    aws_cryptosdk_session_destroy(session);  
    aws_cryptosdk_cmm_release(caching_cmm);  
    aws_cryptosdk_materials_cache_release(cache);  
    aws_cryptosdk_keyring_release(kms_keyring);  
}

Java

// Copyright Amazon.com Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
  
package com.amazonaws.crypto.examples;  
  
import com.amazonaws.encryptionsdk.AwsCrypto;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.CryptoMaterialsManager;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.MasterKeyProvider;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.caching.CachingCryptoMaterialsManager;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.caching.CryptoMaterialsCache;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.caching.LocalCryptoMaterialsCache;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.kmssdkv2.KmsMasterKey;  
import com.amazonaws.encryptionsdk.kmssdkv2.KmsMasterKeyProvider;  
import java.nio.charset.StandardCharsets;  
import java.util.Collections;  
import java.util.Map;  
import java.util.concurrent.TimeUnit;  
  
/**  
 * <p>  
 * Encrypts a string using an &KMS; key and data key caching  
 *  
 * <p>  
 * Arguments:  
 * <ol>  
 * <li>KMS Key ARN: To find the Amazon Resource Name of your &KMS; key,  
 *     see 'Find the key ID and ARN' at https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/
developerguide/find-cmk-id-arn.html  
 * <li>Max entry age: Maximum time (in seconds) that a cached entry can be used  
 * <li>Cache capacity: Maximum number of entries in the cache  
 * </ol>  
 */  
public class SimpleDataKeyCachingExample {  
  
    /*  
     * Security thresholds  
     *   Max entry age is required.  
     *   Max messages (and max bytes) per data key are optional  
     */  
    private static final int MAX_ENTRY_MSGS = 100;  
  
    public static byte[] encryptWithCaching(String kmsKeyArn, int maxEntryAge, int 
 cacheCapacity) {  
        // Plaintext data to be encrypted  
        byte[] myData = "My plaintext data".getBytes(StandardCharsets.UTF_8);  
  
        // Encryption context  
        // Most encrypted data should have an associated encryption context  
        // to protect integrity. This sample uses placeholder values.  
        // For more information see:  
        // blogs.aws.amazon.com/security/post/Tx2LZ6WBJJANTNW/How-to-Protect-the-
Integrity-of-Your-Encrypted-Data-by-Using-AWS-Key-Management  
        final Map<String, String> encryptionContext = 
 Collections.singletonMap("purpose", "test");  
  
        // Create a master key provider  
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        MasterKeyProvider<KmsMasterKey> keyProvider = KmsMasterKeyProvider.builder()  
            .buildStrict(kmsKeyArn);  
  
        // Create a cache  
        CryptoMaterialsCache cache = new LocalCryptoMaterialsCache(cacheCapacity);  
  
        // Create a caching CMM  
        CryptoMaterialsManager cachingCmm =  
            
 CachingCryptoMaterialsManager.newBuilder().withMasterKeyProvider(keyProvider)  
                .withCache(cache)  
                .withMaxAge(maxEntryAge, TimeUnit.SECONDS)  
                .withMessageUseLimit(MAX_ENTRY_MSGS)  
                .build();  
  
        // When the call to encryptData specifies a caching CMM,  
        // the encryption operation uses the data key cache  
        final AwsCrypto encryptionSdk = AwsCrypto.standard();  
        return encryptionSdk.encryptData(cachingCmm, myData, 
 encryptionContext).getResult();  
    }  
} 

JavaScript Browser

// Copyright Amazon.com Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
  
/* This is a simple example of using a caching CMM with a KMS keyring  
 * to encrypt and decrypt using the AWS Encryption SDK for Javascript in a browser.  
 */  
  
import {  
  KmsKeyringBrowser,  
  KMS,  
  getClient,  
  buildClient,  
  CommitmentPolicy,  
  WebCryptoCachingMaterialsManager,  
  getLocalCryptographicMaterialsCache,  
} from '@aws-crypto/client-browser'  
import { toBase64 } from '@aws-sdk/util-base64-browser'  
  
/* This builds the client with the REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT commitment policy,  
 * which enforces that this client only encrypts using committing algorithm suites  
 * and enforces that this client  
 * will only decrypt encrypted messages  
 * that were created with a committing algorithm suite.  
 * This is the default commitment policy  
 * if you build the client with `buildClient()`.  
 */  
const { encrypt, decrypt } = buildClient(  
  CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT  
)  
  
/* This is injected by webpack.  
 * The webpack.DefinePlugin or @aws-sdk/karma-credential-loader will replace the values 
 when bundling.  
 * The credential values are pulled from @aws-sdk/credential-provider-node  
 * Use any method you like to get credentials into the browser.  
 * See kms.webpack.config  
 */  
declare const credentials: {  
  accessKeyId: string  
  secretAccessKey: string  
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  sessionToken: string  
}  
  
/* This is done to facilitate testing. */  
export async function testCachingCMMExample() {  
  /* This example uses an &KMS; keyring. The generator key in a &KMS; keyring generates 
 and encrypts the data key.  
   * The caller needs kms:GenerateDataKey permission on the &KMS; key in 
 generatorKeyId.  
   */  
  const generatorKeyId =  
    'arn:aws:kms:us-west-2:658956600833:alias/EncryptDecrypt'  
  
  /* Adding additional KMS keys that can decrypt.  
   * The caller must have kms:Encrypt permission for every &KMS; key in keyIds.  
   * You might list several keys in different AWS Regions.  
   * This allows you to decrypt the data in any of the represented Regions.  
   * In this example, the generator key  
   * and the additional key are actually the same &KMS; key.  
   * In `generatorId`, this &KMS; key is identified by its alias ARN.  
   * In `keyIds`, this &KMS; key is identified by its key ARN.  
   * In practice, you would specify different &KMS; keys,  
   * or omit the `keyIds` parameter.  
   * This is *only* to demonstrate how the &KMS; key ARNs are configured.  
   */  
  const keyIds = [  
    'arn:aws:kms:us-west-2:658956600833:key/b3537ef1-d8dc-4780-9f5a-55776cbb2f7f',  
  ]  
  
  /* Need a client provider that will inject correct credentials.  
   * The credentials here are injected by webpack from your environment bundle is 
 created  
   * The credential values are pulled using @aws-sdk/credential-provider-node.  
   * See kms.webpack.config  
   * You should inject your credential into the browser in a secure manner  
   * that works with your application.  
   */  
  const { accessKeyId, secretAccessKey, sessionToken } = credentials  
  
  /* getClient takes a KMS client constructor  
   * and optional configuration values.  
   * The credentials can be injected here,  
   * because browsers do not have a standard credential discovery process the way 
 Node.js does.  
   */  
  const clientProvider = getClient(KMS, {  
    credentials: {  
      accessKeyId,  
      secretAccessKey,  
      sessionToken,  
    },  
  })  
  
  /* You must configure the KMS keyring with your &KMS; keys */  
  const keyring = new KmsKeyringBrowser({  
    clientProvider,  
    generatorKeyId,  
    keyIds,  
  })  
  
  /* Create a cache to hold the data keys (and related cryptographic material).  
   * This example uses the local cache provided by the Encryption SDK.  
   * The `capacity` value represents the maximum number of entries  
   * that the cache can hold.  
   * To make room for an additional entry,  
   * the cache evicts the oldest cached entry.  
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   * Both encrypt and decrypt requests count independently towards this threshold.  
   * Entries that exceed any cache threshold are actively removed from the cache.  
   * By default, the SDK checks one item in the cache every 60 seconds (60,000 
 milliseconds).  
   * To change this frequency, pass in a `proactiveFrequency` value  
   * as the second parameter. This value is in milliseconds.  
   */  
  const capacity = 100  
  const cache = getLocalCryptographicMaterialsCache(capacity)  
  
  /* The partition name lets multiple caching CMMs share the same local cryptographic 
 cache.  
   * By default, the entries for each CMM are cached separately. However, if you want 
 these CMMs to share the cache,  
   * use the same partition name for both caching CMMs.  
   * If you don't supply a partition name, the Encryption SDK generates a random name 
 for each caching CMM.  
   * As a result, sharing elements in the cache MUST be an intentional operation.  
   */  
  const partition = 'local partition name'  
  
  /* maxAge is the time in milliseconds that an entry will be cached.  
   * Elements are actively removed from the cache.  
   */  
  const maxAge = 1000 * 60  
  
  /* The maximum number of bytes that will be encrypted under a single data key.  
   * This value is optional,  
   * but you should configure the lowest practical value.  
   */  
  const maxBytesEncrypted = 100  
  
  /* The maximum number of messages that will be encrypted under a single data key.  
   * This value is optional,  
   * but you should configure the lowest practical value.  
   */  
  const maxMessagesEncrypted = 10  
  
  const cachingCMM = new WebCryptoCachingMaterialsManager({  
    backingMaterials: keyring,  
    cache,  
    partition,  
    maxAge,  
    maxBytesEncrypted,  
    maxMessagesEncrypted,  
  })  
  
  /* Encryption context is a *very* powerful tool for controlling  
   * and managing access.  
   * When you pass an encryption context to the encrypt function,  
   * the encryption context is cryptographically bound to the ciphertext.  
   * If you don't pass in the same encryption context when decrypting,  
   * the decrypt function fails.  
   * The encryption context is ***not*** secret!  
   * Encrypted data is opaque.  
   * You can use an encryption context to assert things about the encrypted data.  
   * The encryption context helps you to determine  
   * whether the ciphertext you retrieved is the ciphertext you expect to decrypt.  
   * For example, if you are are only expecting data from 'us-west-2',  
   * the appearance of a different AWS Region in the encryption context can indicate 
 malicious interference.  
   * See: https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/
concepts.html#encryption-context  
   *  
   * Also, cached data keys are reused ***only*** when the encryption contexts passed 
 into the functions are an exact case-sensitive match.  
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   * See: https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/data-
caching-details.html#caching-encryption-context  
   */  
  const encryptionContext = {  
    stage: 'demo',  
    purpose: 'simple demonstration app',  
    origin: 'us-west-2',  
  }  
  
  /* Find data to encrypt. */  
  const plainText = new Uint8Array([1, 2, 3, 4, 5])  
  
  /* Encrypt the data.  
   * The caching CMM only reuses data keys  
   * when it know the length (or an estimate) of the plaintext.  
   * However, in the browser,  
   * you must provide all of the plaintext to the encrypt function.  
   * Therefore, the encrypt function in the browser knows the length of the plaintext  
   * and does not accept a plaintextLength option.  
   */  
  const { result } = await encrypt(cachingCMM, plainText, { encryptionContext })  
  
  /* Log the plain text  
   * only for testing and to show that it works.  
   */  
  console.log('plainText:', plainText)  
  document.write('</br>plainText:' + plainText + '</br>')  
  
  /* Log the base64-encoded result  
   * so that you can try decrypting it with another AWS Encryption SDK implementation.  
   */  
  const resultBase64 = toBase64(result)  
  console.log(resultBase64)  
  document.write(resultBase64)  
  
  /* Decrypt the data.  
   * NOTE: This decrypt request will not use the data key  
   * that was cached during the encrypt operation.  
   * Data keys for encrypt and decrypt operations are cached separately.  
   */  
  const { plaintext, messageHeader } = await decrypt(cachingCMM, result)  
  
  /* Grab the encryption context so you can verify it. */  
  const { encryptionContext: decryptedContext } = messageHeader  
  
  /* Verify the encryption context.  
   * If you use an algorithm suite with signing,  
   * the Encryption SDK adds a name-value pair to the encryption context that contains 
 the public key.  
   * Because the encryption context might contain additional key-value pairs,  
   * do not include a test that requires that all key-value pairs match.  
   * Instead, verify that the key-value pairs that you supplied to the `encrypt` 
 function are included in the encryption context that the `decrypt` function returns.  
   */  
  Object.entries(encryptionContext).forEach(([key, value]) => {  
    if (decryptedContext[key] !== value)  
      throw new Error('Encryption Context does not match expected values')  
  })  
  
  /* Log the clear message  
   * only for testing and to show that it works.  
   */  
  document.write('</br>Decrypted:' + plaintext)  
  console.log(plaintext)  
  
  /* Return the values to make testing easy. */  
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  return { plainText, plaintext }  
}

JavaScript Node.js

// Copyright Amazon.com Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0  
  
import {  
  KmsKeyringNode,  
  buildClient,  
  CommitmentPolicy,  
  NodeCachingMaterialsManager,  
  getLocalCryptographicMaterialsCache,  
} from '@aws-crypto/client-node'  
  
/* This builds the client with the REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT commitment policy,  
 * which enforces that this client only encrypts using committing algorithm suites  
 * and enforces that this client  
 * will only decrypt encrypted messages  
 * that were created with a committing algorithm suite.  
 * This is the default commitment policy  
 * if you build the client with `buildClient()`.  
 */  
const { encrypt, decrypt } = buildClient(  
  CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT  
)  
  
export async function cachingCMMNodeSimpleTest() {  
  /* An &KMS; key is required to generate the data key.  
   * You need kms:GenerateDataKey permission on the &KMS; key in generatorKeyId.  
   */  
  const generatorKeyId =  
    'arn:aws:kms:us-west-2:658956600833:alias/EncryptDecrypt'  
  
  /* Adding alternate &KMS; keys that can decrypt.  
   * Access to kms:Encrypt is required for every &KMS; key in keyIds.  
   * You might list several keys in different AWS Regions.  
   * This allows you to decrypt the data in any of the represented Regions.  
   * In this example, the generator key  
   * and the additional key are actually the same &KMS; key.  
   * In `generatorId`, this &KMS; key is identified by its alias ARN.  
   * In `keyIds`, this &KMS; key is identified by its key ARN.  
   * In practice, you would specify different &KMS; keys,  
   * or omit the `keyIds` parameter.  
   * This is *only* to demonstrate how the &KMS; key ARNs are configured.  
   */  
  const keyIds = [  
    'arn:aws:kms:us-west-2:658956600833:key/b3537ef1-d8dc-4780-9f5a-55776cbb2f7f',  
  ]  
  
  /* The &KMS; keyring must be configured with the desired &KMS; keys  
   * This example passes the keyring to the caching CMM  
   * instead of using it directly.  
   */  
  const keyring = new KmsKeyringNode({ generatorKeyId, keyIds })  
  
  /* Create a cache to hold the data keys (and related cryptographic material).  
   * This example uses the local cache provided by the Encryption SDK.  
   * The `capacity` value represents the maximum number of entries  
   * that the cache can hold.  
   * To make room for an additional entry,  
   * the cache evicts the oldest cached entry.  
   * Both encrypt and decrypt requests count independently towards this threshold.  
   * Entries that exceed any cache threshold are actively removed from the cache.  
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   * By default, the SDK checks one item in the cache every 60 seconds (60,000 
 milliseconds).  
   * To change this frequency, pass in a `proactiveFrequency` value  
   * as the second parameter. This value is in milliseconds.  
   */  
  const capacity = 100  
  const cache = getLocalCryptographicMaterialsCache(capacity)  
  
  /* The partition name lets multiple caching CMMs share the same local cryptographic 
 cache.  
   * By default, the entries for each CMM are cached separately. However, if you want 
 these CMMs to share the cache,  
   * use the same partition name for both caching CMMs.  
   * If you don't supply a partition name, the Encryption SDK generates a random name 
 for each caching CMM.  
   * As a result, sharing elements in the cache MUST be an intentional operation.  
   */  
  const partition = 'local partition name'  
  
  /* maxAge is the time in milliseconds that an entry will be cached.  
   * Elements are actively removed from the cache.  
   */  
  const maxAge = 1000 * 60  
  
  /* The maximum amount of bytes that will be encrypted under a single data key.  
   * This value is optional,  
   * but you should configure the lowest value possible.  
   */  
  const maxBytesEncrypted = 100  
  
  /* The maximum number of messages that will be encrypted under a single data key.  
   * This value is optional,  
   * but you should configure the lowest value possible.  
   */  
  const maxMessagesEncrypted = 10  
  
  const cachingCMM = new NodeCachingMaterialsManager({  
    backingMaterials: keyring,  
    cache,  
    partition,  
    maxAge,  
    maxBytesEncrypted,  
    maxMessagesEncrypted,  
  })  
  
  /* Encryption context is a *very* powerful tool for controlling  
   * and managing access.  
   * When you pass an encryption context to the encrypt function,  
   * the encryption context is cryptographically bound to the ciphertext.  
   * If you don't pass in the same encryption context when decrypting,  
   * the decrypt function fails.  
   * The encryption context is ***not*** secret!  
   * Encrypted data is opaque.  
   * You can use an encryption context to assert things about the encrypted data.  
   * The encryption context helps you to determine  
   * whether the ciphertext you retrieved is the ciphertext you expect to decrypt.  
   * For example, if you are are only expecting data from 'us-west-2',  
   * the appearance of a different AWS Region in the encryption context can indicate 
 malicious interference.  
   * See: https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/
concepts.html#encryption-context  
   *  
   * Also, cached data keys are reused ***only*** when the encryption contexts passed 
 into the functions are an exact case-sensitive match.  
   * See: https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/data-
caching-details.html#caching-encryption-context  
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   */  
  const encryptionContext = {  
    stage: 'demo',  
    purpose: 'simple demonstration app',  
    origin: 'us-west-2',  
  }  
  
  /* Find data to encrypt.  A simple string. */  
  const cleartext = 'asdf'  
  
  /* Encrypt the data.  
   * The caching CMM only reuses data keys  
   * when it know the length (or an estimate) of the plaintext.  
   * If you do not know the length,  
   * because the data is a stream  
   * provide an estimate of the largest expected value.  
   *  
   * If your estimate is smaller than the actual plaintext length  
   * the AWS Encryption SDK will throw an exception.  
   *  
   * If the plaintext is not a stream,  
   * the AWS Encryption SDK uses the actual plaintext length  
   * instead of any length you provide.  
   */  
  const { result } = await encrypt(cachingCMM, cleartext, {  
    encryptionContext,  
    plaintextLength: 4,  
  })  
  
  /* Decrypt the data.  
   * NOTE: This decrypt request will not use the data key  
   * that was cached during the encrypt operation.  
   * Data keys for encrypt and decrypt operations are cached separately.  
   */  
  const { plaintext, messageHeader } = await decrypt(cachingCMM, result)  
  
  /* Grab the encryption context so you can verify it. */  
  const { encryptionContext: decryptedContext } = messageHeader  
  
  /* Verify the encryption context.  
   * If you use an algorithm suite with signing,  
   * the Encryption SDK adds a name-value pair to the encryption context that contains 
 the public key.  
   * Because the encryption context might contain additional key-value pairs,  
   * do not include a test that requires that all key-value pairs match.  
   * Instead, verify that the key-value pairs that you supplied to the `encrypt` 
 function are included in the encryption context that the `decrypt` function returns.  
   */  
  Object.entries(encryptionContext).forEach(([key, value]) => {  
    if (decryptedContext[key] !== value)  
      throw new Error('Encryption Context does not match expected values')  
  })  
  
  /* Return the values so the code can be tested. */  
  return { plaintext, result, cleartext, messageHeader }  
}

Python

# Copyright 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#  
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You  
# may not use this file except in compliance with the License. A copy of  
# the License is located at  
#  
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# http://aws.amazon.com/apache2.0/  
#  
# or in the "license" file accompanying this file. This file is  
# distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF  
# ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific  
# language governing permissions and limitations under the License.  
"""Example of encryption with data key caching."""  
import aws_encryption_sdk  
from aws_encryption_sdk import CommitmentPolicy  
  
  
def encrypt_with_caching(kms_key_arn, max_age_in_cache, cache_capacity):  
    """Encrypts a string using an &KMS; key and data key caching.  
  
    :param str kms_key_arn: Amazon Resource Name (ARN) of the &KMS; key  
    :param float max_age_in_cache: Maximum time in seconds that a cached entry can be 
 used  
    :param int cache_capacity: Maximum number of entries to retain in cache at once  
    """  
    # Data to be encrypted  
    my_data = "My plaintext data"  
  
    # Security thresholds  
    #   Max messages (or max bytes per) data key are optional  
    MAX_ENTRY_MESSAGES = 100  
  
    # Create an encryption context  
    encryption_context = {"purpose": "test"}  
  
    # Set up an encryption client with an explicit commitment policy. Note that if you 
 do not explicitly choose a  
    # commitment policy, REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT is used by default.  
    client = 
 aws_encryption_sdk.EncryptionSDKClient(commitment_policy=CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT)  
  
    # Create a master key provider for the &KMS; key  
    key_provider = 
 aws_encryption_sdk.StrictAwsKmsMasterKeyProvider(key_ids=[kms_key_arn])  
  
    # Create a local cache  
    cache = aws_encryption_sdk.LocalCryptoMaterialsCache(cache_capacity)  
  
    # Create a caching CMM  
    caching_cmm = aws_encryption_sdk.CachingCryptoMaterialsManager(  
        master_key_provider=key_provider,  
        cache=cache,  
        max_age=max_age_in_cache,  
        max_messages_encrypted=MAX_ENTRY_MESSAGES,  
    )  
  
    # When the call to encrypt data specifies a caching CMM,  
    # the encryption operation uses the data key cache specified  
    # in the caching CMM  
    encrypted_message, _header = client.encrypt(  
        source=my_data, materials_manager=caching_cmm, 
 encryption_context=encryption_context  
    )  
  
    return encrypted_message
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キャッシュセキュリティのしきい値の設定
データキーキャッシュを実装するときは、次のセキュリティしきい値を設定する必要があります。CMM 
のキャッシュ (p. 177)強制する。

セキュリティのしきい値は、各キャッシュデータキーの使用期間および各データキーで保護されるデータ
量を制限するのに役立ちます。Caching CMM は、キャッシュエントリがすべてのセキュリティしきい値
に準拠している場合にのみ、キャッシュされたデータキーを返します。キャッシュエントリがしきい値を
超えた場合、そのエントリは現在のオペレーションには使用されず、キャッシュから速やかに削除されま
す。各データキーの最初の使用 (キャッシュ前) は、これらのしきい値から除外されます。

通常、コストとパフォーマンスの目標を満たすために必要なキャッシュの最小量を使用します。

AWS Encryption SDK は、キー取得関数を使用して、暗号化されたデータキーのみをキャッシュします。
また、一部のしきい値の上限も確立します。これらの制限は暗号化の制限を超えてデータキーが再利用さ
れないことを確認します。ただし、プレーンテキストデータキーはキャッシュされるため (デフォルトで
はメモリに)、キーが保存される期間を最小限にしてください。また、キーが侵害された場合に公開される
可能性のあるデータを制限してください。

キャッシュセキュリティしきい値の設定例については、を参照してください。AWS Encryption SDK: デー
タキーキャッシュがアプリケーションに適しているかどうかを判断する方法のAWSセキュリティブログ。

Note

キャッシュ CMM には以下のすべてのしきい値が適用されます。オプションの値を指定していな
い場合、キャッシュ CMM はデフォルト値を使用します。
データキーキャッシュを一時的に無効にするために、の Java/Python 実装では、AWS Encryption 
SDK以下の内容を指定します。暗号化マテリアルキャッシュ(ヌルキャッシュ)。null キャッシュ
は、すべての GET リクエストのミスを返し、PUT リクエストに応答しません。キャッシュ容
量 (p. 176)またはセキュリティのしきい値を 0 に設定するのではなく、null キャッシュを使用す
ることをお勧めします。詳細については、「Java」および「Python」の null キャッシュを参照し
てください。

最大期限 (必須)

キャッシュされたエントリが、追加された時点から使用できる時間を決定します。この値は必須で
す。0 より大きい値を入力します。AWS Encryption SDK では、最大期限値は制限されません。

言語実装はすべて言語実装されています。AWS Encryption SDK最大経過時間を秒単位で定義する。た
だし、AWS Encryption SDK for JavaScriptとなる。これはミリ秒を使用する。

アプリケーションがキャッシュのメリットを得られる最短の間隔を使用します。最大期限しきい値を
キーローテーションポリシーのように使用できます。それを使用してデータキーの再利用を制限し、
暗号化マテリアルの公開を最小限に抑え、キャッシュされている間にポリシーが変更された可能性の
あるデータキーを排除します。

暗号化されたメッセージの最大数 (オプション)

キャッシュされたデータキーが暗号化できるメッセージの最大数を指定します。この値はオプション
です。1～2^32 の間のメッセージの値を入力します。デフォルト値は 2^32 メッセージです。

各キャッシュされたキーによって保護されるメッセージの数を、再利用の値を取得するのに十分な大
きさに、しかし、キーが侵害された場合に公開される可能性のあるメッセージの数を制限できるほど
小さく設定します。

暗号化されたバイトの最大数 (オプション)

キャッシュされたデータキーが暗号化できるバイトの最大数を指定します。この値はオプションで
す。0～2^63 - 1 の間の値を入力します。デフォルト値は 2^63 - 1 です。値を 0 に指定することで、
空のメッセージ文字列を暗号化している場合にのみデータキーキャッシュを使用できます。
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現在のリクエストのバイト数がこのしきい値を評価する際に含まれます。処理されたバイト数と現在
のバイト数がしきい値を超えている場合、キャッシュされたデータキーは、より小さいリクエストで
使用されたとしても、キャッシュから削除されます。

データキーキャッシュの詳細
ほとんどのアプリケーションで、カスタムコードを記述することなくデータキーキャッシュのデフォルト
の実装を使用できます。このセクションでは、デフォルトの実装とオプションの詳細について説明しま
す。

トピック
• データキーキャッシュの仕組み (p. 174)
• 暗号化マテリアルキャッシュの作成 (p. 176)
• キャッシュ暗号化マテリアルマネージャーの作成 (p. 177)
• データキーキャッシュエントリとは (p. 177)
• 暗号化コンテキスト: キャッシュエントリの選択方法 (p. 178)
• アプリケーションはキャッシュされたデータキーを使用していますか？ (p. 178)

データキーキャッシュの仕組み
データキーキャッシュをリクエストで使用してデータを暗号化または復号すると、AWS Encryption SDK 
はまずリクエストに一致するデータキーのキャッシュを検索します。有効な一致が見つかった場合、
キャッシュされたデータキーを使用してデータを暗号化します。それ以外の場合は、新しいデータキーを
生成します。キャッシュがない場合も同じ動作になります。

ストリームデータなど、不明なサイズのデータにデータキーキャッシュは使用されません。これにより、
キャッシュ CMM は最大バイトしきい値 (p. 173)。この動作を避けるには、暗号化リクエストにメッセー
ジサイズを追加します。

キャッシュに加えて、データキーキャッシュはキャッシュ暗号化マテリアルマネージャー (p. 177)(CMM 
をキャッシュ)。キャッシングCMMは特化したものです暗号化マテリアルマネージャー (CMM) (p. 9)それ
はと相互作用するキャッシュ (p. 176)そして根底にあるCMM (p. 9)。(を指定した場合マスターキープロ
バイダー (p. 7)またはキーリング、AWS Encryption SDKデフォルトの CMM を作成します。) キャッシュ 
CMM は、基盤となる CMM が返すデータキーをキャッシュします。また、キャッシュ CMM は、ユーザー
が設定したキャッシュセキュリティしきい値を適用します。

キャッシュで誤ったデータキーが選択されないように、互換性のあるすべてのキャッシュ CMM では、
キャッシュされた暗号化マテリアルの次のプロパティがマテリアルリクエストと一致している必要があり
ます。

• アルゴリズムスイート (p. 9)
• 暗号化コンテキスト (p. 178) (空の場合も含む)
• パーティション名 (キャッシュ CMM を識別する文字列)
• (説明のみ) 暗号化されたデータキー

Note

この AWS Encryption SDK は、アルゴリズムスイート (p. 9)がキー取得関数を使用する場合にの
みデータキーをキャッシュします。

次のワークフローでは、データを暗号化するリクエストがデータキーキャッシュがある場合とない場合に
どのように処理されるかを示します。キャッシュおよび CMM を含む、ユーザーが作成したキャッシュコ
ンポーネントがプロセス内でどのように使用されるかが示されます。
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キャッシュを使用しないでデータを暗号化する
キャッシュせずに暗号化マテリアルを取得するには:

1. アプリケーションが、AWS Encryption SDK にデータを暗号化するよう要求します。

このリクエストは、マスターキープロバイダーまたはキーリングを指定します。-AWS Encryption SDK
は、マスターキープロバイダーまたはキーリングとやり取りするデフォルトの CMM を作成します。

2. -AWS Encryption SDKCMM に暗号化マテリアルのを求めます (暗号化マテリアルを取得)。
3. CMMはそれに尋ねるキーリング (p. 7)(C とJavaScript) またはマスターキープロバイダー (p. 7)暗号化マ

テリアル用 (Java および Python) これには、AWS Key Management Service (AWS KMS) などの暗号化
サービスの呼び出しが含まれる場合があります。CMM は暗号化マテリアルをAWS Encryption SDK。

4. AWS Encryption SDK はプレーンテキストのデータキーを使ってデータを暗号化します。また、暗号化
されたデータキーと復号されたデータキーは暗号化されたメッセージ (p. 9)に保存され、ユーザーに返
ります。

キャッシュを使用してデータを暗号化する
データキーキャッシュを使用して暗号化マテリアルを取得するには:

1. アプリケーションが、AWS Encryption SDK にデータを暗号化するよう要求します。

このリクエストで、キャッシュ暗号化マテリアルマネージャー (キャッシュ CMM) (p. 177)基盤とな
る暗号化マテリアルマネージャー (CMM) に関連付けられています。マスターキープロバイダーまたは
キーリングを指定した場合、AWS Encryption SDKデフォルトの CMM を作成します。

2. SDK は、指定したキャッシュ CMM に暗号化マテリアルを要求します。
3. キャッシュ CMM は、キャッシュに暗号化マテリアルを要求します。

a. キャッシュで一致が見つかった場合、一致したキャッシュエントリの値を使用して、キャッシュされ
た暗号化マテリアルをキャッシュ CMM に返します。

キャッシュエントリがそれに準拠している場合セキュリティしきい値 (p. 173)の場合、キャッシュ 
CMM はそれを SDK に返します。それ以外の場合は、一致がなかったものとしてキャッシュがエン
トリを削除し続行するように指示します。

175



AWS Encryption SDK デベロッパーガイド
暗号化マテリアルキャッシュの作成

b. キャッシュで有効な一致が見つからない場合、キャッシュ CMM は基盤となる CMM に新しいデータ
キーを生成するよう要求します。

基盤となる CMM は、そのキーリングから暗号化マテリアルを取得します (C およびJavaScript) 
またはマスターキープロバイダー (Java および Python) を使用します。これには、AWS Key 
Management Service などのサービスの呼び出しが含まれる場合があります。基盤となる CMM は、
データキーのプレーンテキストおよび暗号化されたコピーをキャッシュ CMM に返します。

キャッシュ CMM は、新しい暗号化マテリアルをキャッシュに保存します。
4. キャッシュ CMM は、暗号化マテリアルをAWS Encryption SDK。
5. AWS Encryption SDK はプレーンテキストのデータキーを使ってデータを暗号化します。また、暗号化

されたデータキーと復号されたデータキーは暗号化されたメッセージ (p. 9)に保存され、ユーザーに返
ります。

暗号化マテリアルキャッシュの作成
AWS Encryption SDK は、データキーキャッシュで使用される暗号化マテリアルキャッシュ
の要件を定義します。また、ローカルキャッシュを提供します。ローカルキャッシュは、
設定可能なインメモリです。最も少なく使用されていない (LRU) キャッシュ。ローカル
キャッシュのインスタンスを作成するには、LocalCryptoMaterialsCacheJava および 
Python のコンストラクタでは、getLocalCryptographicMaterialsCacheの関数JavaScript、また
はaws_cryptosdk_materials_cache_local_newC のコンストラクター

ローカルキャッシュには、キャッシュされたエントリの追加、削除、一致とキャッシュの保持を含む基本
的なキャッシュ管理のロジックが含まれます。カスタムキャッシュ管理ロジックを作成する必要はありま
せん。ローカルキャッシュをそのまま使用でき、カスタマイズしたり、または任意の互換性のあるキャッ
シュで置き換えることができます。

ローカルキャッシュを作成するときは、ローカルキャッシュを設定します。容量キャッシュが保持できる
エントリの最大数です。この設定は、データキーの再利用が制限されている際に効率的なキャッシュを設
計するのに役立ちます。
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-AWS Encryption SDK for JavaとAWS Encryption SDK for Pythonまた、暗号化マテリアルキャッ
シュ(NullCryptoMaterialsCache). NullCryptoMaterialsCache は、すべての GET オペレーションのミスを
返し、PUT オペレーションには応答しません。NullCryptoMaterialsCache をテストで使用したり、キャッ
シュコードを含むアプリケーションで一時的にキャッシュを無効にするために使用できます。

左AWS Encryption SDKの場合、各暗号化マテリアルキャッシュはキャッシュ暗号化マテリアルマネー
ジャー (p. 177)(CMM をキャッシュ)。キャッシュ CMM は、キャッシュからデータキーを取得し、
キャッシュにデータキーを格納してセキュリティしきい値 (p. 173)あなたが設定していること。キャッ
シュ CMM 作成時に、使用するキャッシュ、基盤となる CMM またはキャッシュするデータキーを生成す
るマスターキープロバイダを指定します。

キャッシュ暗号化マテリアルマネージャーの作成
データキーキャッシュを有効にするには、キャッシュ (p. 176)とキャッシュ暗号化マテリアルマネー
ジャー(CMM をキャッシュ)。次に、データを暗号化または復号するリクエストで、標準ではなくキャッ
シュ CMM を指定します。暗号化マテリアルマネージャー (CMM) (p. 9), またはマスターキープロバイ
ダー (p. 7)またはキーリング (p. 7)。

CMM には 2 つのタイプがあります。いずれもデータキー (および関連する暗号化マテリアル) を取得しま
すが、以下のようにさまざまな方法があります。

• CMM はキーリングに関連付けられています (C またはJavaScript) またはマスターキープロバイダー 
(Java および Python) を使用します。SDK よりに暗号化マテリアルまたは復号マテリアルが求められ
ると、CMM はそのキーリングまたはマスターキープロバイダからそのマテリアルを取得します。Java 
および Python では、CMM はマスターキーを使用して、データキーを生成、暗号化、または復号しま
す。C および JavaScript では、キーリングは暗号化マテリアルを生成し、暗号化して返します。

• キャッシュ CMM は、1 つのキャッシュ (など) に関連付けられています。ローカルキャッ
シュ (p. 176)、そして根底にあるCMM。SDK がキャッシュ CMM に暗号化マテリアルを要求すると、
キャッシュ CMM はキャッシュからそれらを取得しようとします。一致が見つからない場合、キャッ
シュ CMM は基盤となる CMM にマテリアルを要求します。次に、発信者に返す前に、新しい暗号化マ
テリアルをキャッシュします。

キャッシュ CMM も強制しますセキュリティしきい値 (p. 173)キャッシュエントリごとに設定した値で
す。セキュリティしきい値はキャッシュ CMM で設定され適用されるため、キャッシュが機密性情報向け
に設計されていなくても、互換性があるすべてのキャッシュが使用できます。

データキーキャッシュエントリとは
データキーキャッシュにより、キャッシュにデータキーおよび関連する暗号化マテリアルが保存されま
す。各エントリには、以下に示す要素が含まれます。この情報は、データキーキャッシュ機能を使用する
かどうかを決定するとき、およびキャッシュ暗号化マテリアルマネージャ (CMM のキャッシュ) でセキュ
リティしきい値を設定する場合に役立ちます。

暗号化リクエストのキャッシュされたエントリ

暗号化オペレーションの結果としてデータキーキャッシュに追加されたエントリには、次の要素が含まれ
ます。

• プレーンテキストのデータキー
• 暗号化されたデータキー (1 つ以上)
• 暗号化コンテキスト (p. 178)
• メッセージ署名キー (使用している場合)
• アルゴリズムスイート (p. 9)
• セキュリティしきい値を適用するための使用量カウンターを含む、メタデータ
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復号リクエストのキャッシュされたエントリ

復号オペレーションの結果としてデータキーキャッシュに追加されたエントリには、次の要素が含まれま
す。

• プレーンテキストのデータキー
• 署名の検証キー (使用している場合)
• セキュリティしきい値を適用するための使用量カウンターを含む、メタデータ

暗号化コンテキスト: キャッシュエントリの選択方法
任意のリクエストで暗号化リクエストを指定してデータを暗号化できます。ただし、暗号化コンテキスト
はデータキーキャッシュで特別な役割を果たします。データキーが同じキャッシュ CMM から発生してい
る場合であっても、キャッシュ内でデータキーのサブグループを作成できます。

暗号化コンテキスト (p. 8)は、任意のシークレットデータを含まない、一連のキーと値のペアです。暗号化
中、暗号化コンテキストは暗号化されたデータに暗号化されてバインドされます。これにより、データを
復号するために同じ暗号化コンテキストが必要になります。AWS Encryption SDK では、暗号化コンテキ
ストは、暗号化されたデータおよびデータキーと共に、暗号化されたメッセージ (p. 9)に保存されます。

データキーキャッシュを使用する場合、暗号化コンテキストを使用して、暗号化オペレーションに特定
のキャッシュされたデータキーを選択することもできます。暗号化コンテキストは、データキー (キャッ
シュエントリ ID の一部) を使用してキャッシュエントリに保存されます。キャッシュされたデータキー
は、その暗号化がコンテキストと一致する場合にのみ再利用されます。暗号化リクエストに特定のデータ
キーを再利用する場合、同じ暗号化コンテキストを指定します。これらのデータキーを回避するには、別
の暗号化コンテキストを指定します。

暗号化コンテキストは常にオプションですが、推奨されています。リクエストで暗号化コンテキストを指
定しない場合、空の暗号化コンテキストがキャッシュエントリ ID に含められ、各リクエストに照合されま
す。

アプリケーションはキャッシュされたデータキーを使
用していますか？
データキーキャッシュは、特定のアプリケーションやワークロードに対して非常に効果的な最適化戦略で
す。ただし、リスクが伴うため、状況にどれほど効果があるかを判断し、その利点がリスクを上回るかど
うかを判断することが重要です。

データキーキャッシュはデータキーを再利用するため、最も明白な効果は、新しいデータキーを生成する
ための呼び出し回数を減らすことです。データキーキャッシュが実装されている場合、キャッシュがミス
したとき、初期データキーを作成するためだけにAWS Encryption SDK は AWS KMS GenerateDataKey
オペレーションを呼び出します。しかし、同じ暗号化コンテキストとアルゴリズムスイートを含む、同じ
特性を持つ多数のデータキーを生成するアプリケーションでのみキャッシュのパフォーマンスが知覚的に
向上します。

AWS Encryption SDK の実装が実際にキャッシュからのデータキーを使用しているかどうかを確認するに
は、次の方法を試してください。

• マスターキーインフラストラクチャのログで、新しいデータキーを作成する呼び出しの頻度を確認
します。データキーキャッシュが有効な場合、新しいキーを作成するための呼び出しの数は目に見え
て低下します。たとえば、AWS KMSマスターキープロバイダーまたはキーリング、CloudTrailの ロ
グGenerateDataキーを呼び出します。

• を比較するには暗号化されたメッセージ (p. 9)ということはAWS Encryption SDKは、異なる暗号化要
求に応答して返します。たとえば、AWS Encryption SDK for Javaを比較すると、ParsedCiphertext異
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なる暗号化呼び出しからのオブジェクトです。左AWS Encryption SDK for JavaScriptの内容を比較する
と、encryptedDataKeysの財産MessageHeader。データキーを再利用すると、暗号化されたメッセー
ジ内の暗号化されたデータキーは同じになります。

データキーキャッシュの例
この例ではを使用しますデータキーキャッシュ (p. 156)とローカルキャッシュ (p. 176)複数のデバイス
によって生成されたデータが暗号化されて異なるリージョンに保存されるアプリケーションを高速化しま
す。

このシナリオでは、複数のデータプロデューサーでデータを生成、暗号化し、Kinesis ストリーミング各
リージョン。AWS Lambda関数 (コンシューマ) はストリームを復号し、リージョン内の DynamoDB テー
ブルにプレーンテキストのデータを書き込みます。データプロデューサーおよびコンシューマーはAWS 
Encryption SDKとAWS KMSマスターキープロバイダー (p. 7)。KMS への呼び出しを減らすために、各プ
ロデューサーおよびコンシューマーには独自のローカルキャッシュがあります。

これらの例のソースコードは、にあります。Java および Python (p. 180)。サンプルには、サンプルのリ
ソースを定義する AWS CloudFormation テンプレートも含まれます。
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ローカルキャッシュの結果
以下の表は、ローカルキャッシュが、この例で KMS への合計呼び出し (リージョンごとに 1 秒あたり) が
元の値の 1% に縮小していることを示しています。

プロデューサーリクエスト

1 秒あたり、クライアントあたりのリクエスト 

データキーの生
成 (us-west-2)

データキーの
暗号化 (eu-
central-1)

合計 (リージョ
ンあたり)

リージョンあた
りのクライアン
ト

1 秒あたり、
リージョンあた
りの平均リクエ
スト

キャッシュなし 1 1 1 500 500

ローカルキャッ
シュ

1 rps/100 を使
用

1 rps/100 を使
用

1 rps/100 を使
用

500 5

コンシューマーリクエスト

1 秒あたり、クライアントあたりのリクエスト 

データキーを復
号

プロデューサー 合計

リージョンあた
りのクライアン
ト

1 秒あたり、
リージョンあた
りの平均リクエ
スト

キャッシュなし 1 rps/プロ
デューサー

500 500 2 1,000

ローカルキャッ
シュ

1 rps/プロ
デューサー/100 
を使用

500 5 2 10

データキーキャッシュの例
このコード例は、ローカルキャッシュ (p. 176)Java と Python では このコードは、ローカルキャッシュ
の 2 つのインスタンスを作成します。1 つはデータプロデューサー (p. 181)それはデータを暗号化し、別
のものを暗号化していますデータコンシューマー (p. 184)(AWS Lambda関数）がデータを復号化してい
る。言語別のデータキーキャッシュの実装の詳細については、JavadocそしてPython ドキュメント向けの
AWS Encryption SDK。

データキーキャッシングは、すべてのユーザーが利用できます。のプログラミング言語 (p. 71)ということ
はAWS Encryption SDKは次をサポートしています。

AWS Encryption SDK でのデータキーキャッシュの完全な使用例およびテスト済みの例については、次を
参照してください。

• C/C++: caching_cmm.cpp
• Java: SimpleDataKeyCachingExample.java
• JavaScriptブラウザ:caching_cmm.ts
• JavaScriptNode.js:caching_cmm.ts
• Python: data_key_caching_basic.py
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プロデューサー
プロデューサーはマップを取得して JSON に変換し、AWS Encryption SDKそれを暗号化し、暗号テキス
トレコードをKinesis ストリーミングでは、それぞれにAWS リージョン。

このコードでは、暗号化マテリアルのキャッシュマネージャー (p. 177)(CMM をキャッシュ) し、ローカ
ルキャッシュ (p. 176)そして根底にあるAWS KMSマスターキープロバイダー (p. 7)。キャッシュ CMM 
はデータキーをキャッシュします（および関連する暗号化マテリアルの作成 (p. 177)) をマスターキープ
ロバイダーから取得します。また、SDK に代わってキャッシュとのやり取りを行い、設定したセキュリ
ティしきい値を適用します。

encrypt メソッドの呼び出しでは、通常のメソッドではなくキャッシュ CMM が指定されるため暗号化マ
テリアルマネージャー (CMM) (p. 9)またはマスターキープロバイダーの場合、暗号化はデータキーキャッ
シュを使用します。

Java

/* 
 * Copyright 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
 * 
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You may not use this 
 file except 
 * in compliance with the License. A copy of the License is located at 
 * 
 * http://aws.amazon.com/apache2.0 
 * 
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed on an "AS 
 IS" BASIS, 
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the 
 License for the 
 * specific language governing permissions and limitations under the License. 
 */
package com.amazonaws.crypto.examples.kinesisdatakeycaching;

import com.amazonaws.encryptionsdk.AwsCrypto;
import com.amazonaws.encryptionsdk.CommitmentPolicy;
import com.amazonaws.encryptionsdk.CryptoResult;
import com.amazonaws.encryptionsdk.MasterKeyProvider;
import com.amazonaws.encryptionsdk.caching.CachingCryptoMaterialsManager;
import com.amazonaws.encryptionsdk.caching.LocalCryptoMaterialsCache;
import com.amazonaws.encryptionsdk.kmssdkv2.KmsMasterKey;
import com.amazonaws.encryptionsdk.kmssdkv2.KmsMasterKeyProvider;
import com.amazonaws.encryptionsdk.multi.MultipleProviderFactory;
import com.amazonaws.util.json.Jackson;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.UUID;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.kinesis.KinesisClient;
import software.amazon.awssdk.services.kms.KmsClient;

/** 
 * Pushes data to Kinesis Streams in multiple Regions. 
 */
public class MultiRegionRecordPusher { 

    private static final long MAX_ENTRY_AGE_MILLISECONDS = 300000; 
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    private static final long MAX_ENTRY_USES = 100; 
    private static final int MAX_CACHE_ENTRIES = 100; 
    private final String streamName_; 
    private final ArrayList<KinesisClient> kinesisClients_; 
    private final CachingCryptoMaterialsManager cachingMaterialsManager_; 
    private final AwsCrypto crypto_; 

    /** 
     * Creates an instance of this object with Kinesis clients for all target Regions 
 and a cached 
     * key provider containing KMS master keys in all target Regions. 
     */ 
    public MultiRegionRecordPusher(final Region[] regions, final String kmsAliasName, 
        final String streamName) { 
        streamName_ = streamName; 
        crypto_ = AwsCrypto.builder() 
            .withCommitmentPolicy(CommitmentPolicy.RequireEncryptRequireDecrypt) 
            .build(); 
        kinesisClients_ = new ArrayList<>(); 

        AwsCredentialsProvider credentialsProvider = 
 DefaultCredentialsProvider.builder().build(); 

        // Build KmsMasterKey and AmazonKinesisClient objects for each target region 
        List<KmsMasterKey> masterKeys = new ArrayList<>(); 
        for (Region region : regions) { 
            kinesisClients_.add(KinesisClient.builder() 
                .credentialsProvider(credentialsProvider) 
                .region(region) 
                .build()); 

            KmsMasterKey regionMasterKey = KmsMasterKeyProvider.builder() 
                .defaultRegion(region) 
                .builderSupplier(() -> 
 KmsClient.builder().credentialsProvider(credentialsProvider)) 
                .buildStrict(kmsAliasName) 
                .getMasterKey(kmsAliasName); 

            masterKeys.add(regionMasterKey); 
        } 

        // Collect KmsMasterKey objects into single provider and add cache 
        MasterKeyProvider<?> masterKeyProvider = 
 MultipleProviderFactory.buildMultiProvider( 
            KmsMasterKey.class, 
            masterKeys 
        ); 

        cachingMaterialsManager_ = CachingCryptoMaterialsManager.newBuilder() 
            .withMasterKeyProvider(masterKeyProvider) 
            .withCache(new LocalCryptoMaterialsCache(MAX_CACHE_ENTRIES)) 
            .withMaxAge(MAX_ENTRY_AGE_MILLISECONDS, TimeUnit.MILLISECONDS) 
            .withMessageUseLimit(MAX_ENTRY_USES) 
            .build(); 
    } 

    /** 
     * JSON serializes and encrypts the received record data and pushes it to all 
 target streams. 
     */ 
    public void putRecord(final Map<Object, Object> data) { 
        String partitionKey = UUID.randomUUID().toString(); 
        Map<String, String> encryptionContext = new HashMap<>(); 
        encryptionContext.put("stream", streamName_); 

        // JSON serialize data 
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        String jsonData = Jackson.toJsonString(data); 

        // Encrypt data 
        CryptoResult<byte[], ?> result = crypto_.encryptData( 
            cachingMaterialsManager_, 
            jsonData.getBytes(), 
            encryptionContext 
        ); 
        byte[] encryptedData = result.getResult(); 

        // Put records to Kinesis stream in all Regions 
        for (KinesisClient regionalKinesisClient : kinesisClients_) { 
            regionalKinesisClient.putRecord(builder -> 
                builder.streamName(streamName_) 
                    .data(SdkBytes.fromByteArray(encryptedData)) 
                    .partitionKey(partitionKey)); 
        } 
    }
}

Python

"""
Copyright 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
  
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You may not use this 
 file except
in compliance with the License. A copy of the License is located at 
  
https://aws.amazon.com/apache-2-0/ 
  
or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed on an "AS IS" 
 BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the 
 License for the
specific language governing permissions and limitations under the License.
"""
import json
import uuid 
  
from aws_encryption_sdk import EncryptionSDKClient, StrictAwsKmsMasterKeyProvider, 
 CachingCryptoMaterialsManager, LocalCryptoMaterialsCache, CommitmentPolicy
from aws_encryption_sdk.key_providers.kms import KMSMasterKey
import boto3 
  
  
class MultiRegionRecordPusher(object): 
    """Pushes data to Kinesis Streams in multiple Regions.""" 
    CACHE_CAPACITY = 100 
    MAX_ENTRY_AGE_SECONDS = 300.0 
    MAX_ENTRY_MESSAGES_ENCRYPTED = 100 
  
    def __init__(self, regions, kms_alias_name, stream_name): 
        self._kinesis_clients = [] 
        self._stream_name = stream_name 
  
        # Set up EncryptionSDKClient 
        _client = EncryptionSDKClient(CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT) 
  
        # Set up KMSMasterKeyProvider with cache 
        _key_provider = StrictAwsKmsMasterKeyProvider(kms_alias_name) 
  
        # Add MasterKey and Kinesis client for each Region 
        for region in regions: 
            self._kinesis_clients.append(boto3.client('kinesis', region_name=region)) 
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            regional_master_key = KMSMasterKey( 
                client=boto3.client('kms', region_name=region), 
                key_id=kms_alias_name 
            ) 
            _key_provider.add_master_key_provider(regional_master_key) 
  
        cache = LocalCryptoMaterialsCache(capacity=self.CACHE_CAPACITY) 
        self._materials_manager = CachingCryptoMaterialsManager( 
            master_key_provider=_key_provider, 
            cache=cache, 
            max_age=self.MAX_ENTRY_AGE_SECONDS, 
            max_messages_encrypted=self.MAX_ENTRY_MESSAGES_ENCRYPTED 
        ) 
  
    def put_record(self, record_data): 
        """JSON serializes and encrypts the received record data and pushes it to all 
 target streams. 
  
        :param dict record_data: Data to write to stream 
        """ 
        # Kinesis partition key to randomize write load across stream shards 
        partition_key = uuid.uuid4().hex 
  
        encryption_context = {'stream': self._stream_name} 
  
        # JSON serialize data 
        json_data = json.dumps(record_data) 
  
        # Encrypt data 
        encrypted_data, _header = _client.encrypt( 
            source=json_data, 
            materials_manager=self._materials_manager, 
            encryption_context=encryption_context 
        ) 
  
        # Put records to Kinesis stream in all Regions 
        for client in self._kinesis_clients: 
            client.put_record( 
                StreamName=self._stream_name, 
                Data=encrypted_data, 
                PartitionKey=partition_key 
            )

コンシューマー
データコンシューマはAWS Lambdaによってトリガーされる関数Kinesisイベント. これは、それぞれのレ
コードを復号および逆シリアル化し、プレーンテキストのレコードをAmazon DynamoDB同じリージョン
ののテーブル。

プロデューサーコードと同様に、復号メソッドへの呼び出しにキャッシュ暗号化マテリアルマネージャー 
(キャッシュCMM) を使用することで、コンシューマーコードはデータキーキャッシュを有効にします。

Java コードは、でマスターキープロバイダーを構築します。strict モード指定されたAWS KMS key。Strict
モードは復号時に必須ではありませんが、ベストプラクティス (p. 18)。Python コードでは、検出モードと
なる。これにより、AWS Encryption SDKデータキーを暗号化したラッピングキーを使用して復号します。

Java

このコードは、strict モードで復号するためのマスターキープロバイダーを作成します。-AWS 
Encryption SDKのみ使用できるAWS KMS keysメッセージの復号化を指定します。

/* 
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 * Copyright 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
 * 
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You may not use this 
 file except 
 * in compliance with the License. A copy of the License is located at 
 * 
 * http://aws.amazon.com/apache2.0 
 * 
 * or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed on an "AS 
 IS" BASIS, 
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the 
 License for the 
 * specific language governing permissions and limitations under the License. 
 */
package com.amazonaws.crypto.examples.kinesisdatakeycaching;

import com.amazonaws.encryptionsdk.AwsCrypto;
import com.amazonaws.encryptionsdk.CommitmentPolicy;
import com.amazonaws.encryptionsdk.CryptoResult;
import com.amazonaws.encryptionsdk.caching.CachingCryptoMaterialsManager;
import com.amazonaws.encryptionsdk.caching.LocalCryptoMaterialsCache;
import com.amazonaws.encryptionsdk.kmssdkv2.KmsMasterKeyProvider;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.KinesisEvent;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.KinesisEvent.KinesisEventRecord;
import com.amazonaws.util.BinaryUtils;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbEnhancedClient;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.DynamoDbTable;
import software.amazon.awssdk.enhanced.dynamodb.TableSchema;

/** 
 * Decrypts all incoming Kinesis records and writes records to DynamoDB. 
 */
public class LambdaDecryptAndWrite { 

    private static final long MAX_ENTRY_AGE_MILLISECONDS = 600000; 
    private static final int MAX_CACHE_ENTRIES = 100; 
    private final CachingCryptoMaterialsManager cachingMaterialsManager_; 
    private final AwsCrypto crypto_; 
    private final DynamoDbTable<Item> table_; 

    /** 
     * Because the cache is used only for decryption, the code doesn't set the max 
 bytes or max 
     * message security thresholds that are enforced only on on data keys used for 
 encryption. 
     */ 
    public LambdaDecryptAndWrite() { 
        String kmsKeyArn = System.getenv("CMK_ARN"); 
        cachingMaterialsManager_ = CachingCryptoMaterialsManager.newBuilder() 
            
 .withMasterKeyProvider(KmsMasterKeyProvider.builder().buildStrict(kmsKeyArn)) 
            .withCache(new LocalCryptoMaterialsCache(MAX_CACHE_ENTRIES)) 
            .withMaxAge(MAX_ENTRY_AGE_MILLISECONDS, TimeUnit.MILLISECONDS) 
            .build(); 

        crypto_ = AwsCrypto.builder() 
            .withCommitmentPolicy(CommitmentPolicy.RequireEncryptRequireDecrypt) 
            .build(); 

        String tableName = System.getenv("TABLE_NAME"); 
        DynamoDbEnhancedClient dynamodb = DynamoDbEnhancedClient.builder().build(); 
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        table_ = dynamodb.table(tableName, TableSchema.fromClass(Item.class)); 
    } 

    /** 
     * @param event 
     * @param context 
     */ 
    public void handleRequest(KinesisEvent event, Context context) 
        throws UnsupportedEncodingException { 
        for (KinesisEventRecord record : event.getRecords()) { 
            ByteBuffer ciphertextBuffer = record.getKinesis().getData(); 
            byte[] ciphertext = BinaryUtils.copyAllBytesFrom(ciphertextBuffer); 

            // Decrypt and unpack record 
            CryptoResult<byte[], ?> plaintextResult = 
 crypto_.decryptData(cachingMaterialsManager_, 
                ciphertext); 

            // Verify the encryption context value 
            String streamArn = record.getEventSourceARN(); 
            String streamName = streamArn.substring(streamArn.indexOf("/") + 1); 
            if (!
streamName.equals(plaintextResult.getEncryptionContext().get("stream"))) { 
                throw new IllegalStateException("Wrong Encryption Context!"); 
            } 

            // Write record to DynamoDB 
            String jsonItem = new String(plaintextResult.getResult(), 
 StandardCharsets.UTF_8); 
            System.out.println(jsonItem); 
            table_.putItem(Item.fromJSON(jsonItem)); 
        } 
    } 

    private static class Item { 

        static Item fromJSON(String jsonText) { 
            // Parse JSON and create new Item 
            return new Item(); 
        } 
    }
}

Python

この Python コードは、検出モードでマスターキープロバイダーを使用して復号します。これ
は、AWS Encryption SDKデータキーを暗号化したラッピングキーを使用して復号します。復号に使用
できるラッピングキーを指定するStrict モードは、ベストプラクティス (p. 18)。

"""
Copyright 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved. 
  
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"). You may not use this 
 file except
in compliance with the License. A copy of the License is located at 
  
https://aws.amazon.com/apache-2-0/ 
  
or in the "license" file accompanying this file. This file is distributed on an "AS IS" 
 BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the 
 License for the
specific language governing permissions and limitations under the License.
"""

186



AWS Encryption SDK デベロッパーガイド
コードの例

import base64
import json
import logging
import os 
  
from aws_encryption_sdk import EncryptionSDKClient, DiscoveryAwsKmsMasterKeyProvider, 
 CachingCryptoMaterialsManager, LocalCryptoMaterialsCache, CommitmentPolicy
import boto3 
  
_LOGGER = logging.getLogger(__name__)
_is_setup = False
CACHE_CAPACITY = 100
MAX_ENTRY_AGE_SECONDS = 600.0 
  
def setup(): 
    """Sets up clients that should persist across Lambda invocations.""" 
    global encryption_sdk_client 
    encryption_sdk_client = 
 EncryptionSDKClient(CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT) 
  
    global materials_manager 
    key_provider = DiscoveryAwsKmsMasterKeyProvider() 
    cache = LocalCryptoMaterialsCache(capacity=CACHE_CAPACITY) 
            
    #  Because the cache is used only for decryption, the code doesn't set 
    #   the max bytes or max message security thresholds that are enforced 
    #   only on on data keys used for encryption. 
    materials_manager = CachingCryptoMaterialsManager( 
        master_key_provider=key_provider, 
        cache=cache, 
        max_age=MAX_ENTRY_AGE_SECONDS 
    ) 
    global table 
    table_name = os.environ.get('TABLE_NAME') 
    table = boto3.resource('dynamodb').Table(table_name) 
    global _is_setup 
    _is_setup = True 
  
  
def lambda_handler(event, context): 
    """Decrypts all incoming Kinesis records and writes records to DynamoDB.""" 
    _LOGGER.debug('New event:') 
    _LOGGER.debug(event) 
    if not _is_setup: 
        setup() 
    with table.batch_writer() as batch: 
        for record in event.get('Records', []): 
            # Record data base64-encoded by Kinesis 
            ciphertext = base64.b64decode(record['kinesis']['data']) 
  
            # Decrypt and unpack record 
            plaintext, header = encryption_sdk_client.decrypt( 
                source=ciphertext, 
                materials_manager=materials_manager 
            ) 
            item = json.loads(plaintext) 
  
            # Verify the encryption context value 
            stream_name = record['eventSourceARN'].split('/', 1)[1] 
            if stream_name != header.encryption_context['stream']: 
                raise ValueError('Wrong Encryption Context!') 
  
            # Write record to DynamoDB 
            batch.put_item(Item=item)
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データキーキャッシュの例:AWS CloudFormationテン
プレート
このAWS CloudFormationテンプレートは、必要なすべての設定をセットアップします。AWS再現するた
めのリソースデータキーキャッシュの例 (p. 179)。

JSON

{ 
    "Parameters": { 
        "SourceCodeBucket": { 
            "Type": "String", 
            "Description": "S3 bucket containing Lambda source code zip files" 
        }, 
        "PythonLambdaS3Key": { 
            "Type": "String", 
            "Description": "S3 key containing Python Lambda source code zip file" 
        }, 
        "PythonLambdaObjectVersionId": { 
            "Type": "String", 
            "Description": "S3 version id for S3 key containing Python Lambda source 
 code zip file" 
        }, 
        "JavaLambdaS3Key": { 
            "Type": "String", 
            "Description": "S3 key containing Python Lambda source code zip file" 
        }, 
        "JavaLambdaObjectVersionId": { 
            "Type": "String", 
            "Description": "S3 version id for S3 key containing Python Lambda source 
 code zip file" 
        }, 
        "KeyAliasSuffix": { 
            "Type": "String", 
            "Description": "Suffix to use for KMS key Alias (ie: alias/
<KeyAliasSuffix>)" 
        }, 
        "StreamName": { 
            "Type": "String", 
            "Description": "Name to use for Kinesis Stream" 
        } 
    }, 
    "Resources": { 
        "InputStream": { 
            "Type": "AWS::Kinesis::Stream", 
            "Properties": { 
                "Name": { 
                    "Ref": "StreamName" 
                }, 
                "ShardCount": 2 
            } 
        }, 
        "PythonLambdaOutputTable": { 
            "Type": "AWS::DynamoDB::Table", 
            "Properties": { 
                "AttributeDefinitions": [ 
                    { 
                        "AttributeName": "id", 
                        "AttributeType": "S" 
                    } 
                ], 
                "KeySchema": [ 
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                    { 
                        "AttributeName": "id", 
                        "KeyType": "HASH" 
                    } 
                ], 
                "ProvisionedThroughput": { 
                    "ReadCapacityUnits": 1, 
                    "WriteCapacityUnits": 1 
                } 
            } 
        }, 
        "PythonLambdaRole": { 
            "Type": "AWS::IAM::Role", 
            "Properties": { 
                "AssumeRolePolicyDocument": { 
                    "Version": "2012-10-17", 
                    "Statement": [ 
                        { 
                            "Effect": "Allow", 
                            "Principal": { 
                                "Service": "lambda.amazonaws.com" 
                            }, 
                            "Action": "sts:AssumeRole" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                "ManagedPolicyArns": [ 
                    "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole" 
                ], 
                "Policies": [ 
                    { 
                        "PolicyName": "PythonLambdaAccess", 
                        "PolicyDocument": { 
                            "Version": "2012-10-17", 
                            "Statement": [ 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "dynamodb:DescribeTable", 
                                        "dynamodb:BatchWriteItem" 
                                    ], 
                                    "Resource": { 
                                        "Fn::Sub": "arn:aws:dynamodb:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:table/${PythonLambdaOutputTable}" 
                                    } 
                                }, 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "dynamodb:PutItem" 
                                    ], 
                                    "Resource": { 
                                        "Fn::Sub": "arn:aws:dynamodb:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:table/${PythonLambdaOutputTable}*" 
                                    } 
                                }, 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "kinesis:GetRecords", 
                                        "kinesis:GetShardIterator", 
                                        "kinesis:DescribeStream", 
                                        "kinesis:ListStreams" 
                                    ], 
                                    "Resource": { 
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                                        "Fn::Sub": "arn:aws:kinesis:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:stream/${InputStream}" 
                                    } 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
        "PythonLambdaFunction": { 
            "Type": "AWS::Lambda::Function", 
            "Properties": { 
                "Description": "Python consumer", 
                "Runtime": "python2.7", 
                "MemorySize": 512, 
                "Timeout": 90, 
                "Role": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "PythonLambdaRole", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "Handler": 
 "aws_crypto_examples.kinesis_datakey_caching.consumer.lambda_handler", 
                "Code": { 
                    "S3Bucket": { 
                        "Ref": "SourceCodeBucket" 
                    }, 
                    "S3Key": { 
                        "Ref": "PythonLambdaS3Key" 
                    }, 
                    "S3ObjectVersion": { 
                        "Ref": "PythonLambdaObjectVersionId" 
                    } 
                }, 
                "Environment": { 
                    "Variables": { 
                        "TABLE_NAME": { 
                            "Ref": "PythonLambdaOutputTable" 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        }, 
        "PythonLambdaSourceMapping": { 
            "Type": "AWS::Lambda::EventSourceMapping", 
            "Properties": { 
                "BatchSize": 1, 
                "Enabled": true, 
                "EventSourceArn": { 
                    "Fn::Sub": "arn:aws:kinesis:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:stream/${InputStream}" 
                }, 
                "FunctionName": { 
                    "Ref": "PythonLambdaFunction" 
                }, 
                "StartingPosition": "TRIM_HORIZON" 
            } 
        }, 
        "JavaLambdaOutputTable": { 
            "Type": "AWS::DynamoDB::Table", 
            "Properties": { 
                "AttributeDefinitions": [ 
                    { 
                        "AttributeName": "id", 

190



AWS Encryption SDK デベロッパーガイド
AWS CloudFormation テンプレート

                        "AttributeType": "S" 
                    } 
                ], 
                "KeySchema": [ 
                    { 
                        "AttributeName": "id", 
                        "KeyType": "HASH" 
                    } 
                ], 
                "ProvisionedThroughput": { 
                    "ReadCapacityUnits": 1, 
                    "WriteCapacityUnits": 1 
                } 
            } 
        }, 
        "JavaLambdaRole": { 
            "Type": "AWS::IAM::Role", 
            "Properties": { 
                "AssumeRolePolicyDocument": { 
                    "Version": "2012-10-17", 
                    "Statement": [ 
                        { 
                            "Effect": "Allow", 
                            "Principal": { 
                                "Service": "lambda.amazonaws.com" 
                            }, 
                            "Action": "sts:AssumeRole" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                "ManagedPolicyArns": [ 
                    "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole" 
                ], 
                "Policies": [ 
                    { 
                        "PolicyName": "JavaLambdaAccess", 
                        "PolicyDocument": { 
                            "Version": "2012-10-17", 
                            "Statement": [ 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "dynamodb:DescribeTable", 
                                        "dynamodb:BatchWriteItem" 
                                    ], 
                                    "Resource": { 
                                        "Fn::Sub": "arn:aws:dynamodb:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:table/${JavaLambdaOutputTable}" 
                                    } 
                                }, 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "dynamodb:PutItem" 
                                    ], 
                                    "Resource": { 
                                        "Fn::Sub": "arn:aws:dynamodb:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:table/${JavaLambdaOutputTable}*" 
                                    } 
                                }, 
                                { 
                                    "Effect": "Allow", 
                                    "Action": [ 
                                        "kinesis:GetRecords", 
                                        "kinesis:GetShardIterator", 
                                        "kinesis:DescribeStream", 

191



AWS Encryption SDK デベロッパーガイド
AWS CloudFormation テンプレート

                                        "kinesis:ListStreams" 
                                    ], 
                                    "Resource": { 
                                        "Fn::Sub": "arn:aws:kinesis:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:stream/${InputStream}" 
                                    } 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        }, 
        "JavaLambdaFunction": { 
            "Type": "AWS::Lambda::Function", 
            "Properties": { 
                "Description": "Java consumer", 
                "Runtime": "java8", 
                "MemorySize": 512, 
                "Timeout": 90, 
                "Role": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "JavaLambdaRole", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "Handler": 
 "com.amazonaws.crypto.examples.kinesisdatakeycaching.LambdaDecryptAndWrite::handleRequest", 
                "Code": { 
                    "S3Bucket": { 
                        "Ref": "SourceCodeBucket" 
                    }, 
                    "S3Key": { 
                        "Ref": "JavaLambdaS3Key" 
                    }, 
                    "S3ObjectVersion": { 
                        "Ref": "JavaLambdaObjectVersionId" 
                    } 
                }, 
                "Environment": { 
                    "Variables": { 
                        "TABLE_NAME": { 
                            "Ref": "JavaLambdaOutputTable" 
                        }, 
                        "CMK_ARN": { 
                            "Fn::GetAtt": [ 
                                "RegionKinesisCMK", 
                                "Arn" 
                            ] 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
        }, 
        "JavaLambdaSourceMapping": { 
            "Type": "AWS::Lambda::EventSourceMapping", 
            "Properties": { 
                "BatchSize": 1, 
                "Enabled": true, 
                "EventSourceArn": { 
                    "Fn::Sub": "arn:aws:kinesis:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:stream/${InputStream}" 
                }, 
                "FunctionName": { 
                    "Ref": "JavaLambdaFunction" 
                }, 
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                "StartingPosition": "TRIM_HORIZON" 
            } 
        }, 
        "RegionKinesisCMK": { 
            "Type": "AWS::KMS::Key", 
            "Properties": { 
                "Description": "Used to encrypt data passing through Kinesis Stream in 
 this region", 
                "Enabled": true, 
                "KeyPolicy": { 
                    "Version": "2012-10-17", 
                    "Statement": [ 
                        { 
                            "Effect": "Allow", 
                            "Principal": { 
                                "AWS": { 
                                    "Fn::Sub": "arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:root" 
                                } 
                            }, 
                            "Action": [ 
                                "kms:Encrypt", 
                                "kms:GenerateDataKey", 
                                "kms:CreateAlias", 
                                "kms:DeleteAlias", 
                                "kms:DescribeKey", 
                                "kms:DisableKey", 
                                "kms:EnableKey", 
                                "kms:PutKeyPolicy", 
                                "kms:ScheduleKeyDeletion", 
                                "kms:UpdateAlias", 
                                "kms:UpdateKeyDescription" 
                            ], 
                            "Resource": "*" 
                        }, 
                        { 
                            "Effect": "Allow", 
                            "Principal": { 
                                "AWS": [ 
                                    { 
                                        "Fn::GetAtt": [ 
                                            "PythonLambdaRole", 
                                            "Arn" 
                                        ] 
                                    }, 
                                    { 
                                        "Fn::GetAtt": [ 
                                            "JavaLambdaRole", 
                                            "Arn" 
                                        ] 
                                    } 
                                ] 
                            }, 
                            "Action": "kms:Decrypt", 
                            "Resource": "*" 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        "RegionKinesisCMKAlias": { 
            "Type": "AWS::KMS::Alias", 
            "Properties": { 
                "AliasName": { 
                    "Fn::Sub": "alias/${KeyAliasSuffix}" 
                }, 
                "TargetKeyId": { 
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                    "Ref": "RegionKinesisCMK" 
                } 
            } 
        } 
    }
}

YAML

Parameters: 
    SourceCodeBucket: 
        Type: String 
        Description: S3 bucket containing Lambda source code zip files 
    PythonLambdaS3Key: 
        Type: String 
        Description: S3 key containing Python Lambda source code zip file 
    PythonLambdaObjectVersionId: 
        Type: String 
        Description: S3 version id for S3 key containing Python Lambda source code zip 
 file 
    JavaLambdaS3Key: 
        Type: String 
        Description: S3 key containing Python Lambda source code zip file 
    JavaLambdaObjectVersionId: 
        Type: String 
        Description: S3 version id for S3 key containing Python Lambda source code zip 
 file 
    KeyAliasSuffix: 
        Type: String 
        Description: 'Suffix to use for KMS CMK Alias (ie: alias/<KeyAliasSuffix>)' 
    StreamName: 
        Type: String 
        Description: Name to use for Kinesis Stream
Resources: 
    InputStream: 
        Type: AWS::Kinesis::Stream 
        Properties: 
            Name: !Ref StreamName 
            ShardCount: 2 
    PythonLambdaOutputTable: 
        Type: AWS::DynamoDB::Table 
        Properties: 
            AttributeDefinitions: 
                - 
                    AttributeName: id 
                    AttributeType: S 
            KeySchema: 
                - 
                    AttributeName: id 
                    KeyType: HASH 
            ProvisionedThroughput: 
                ReadCapacityUnits: 1 
                WriteCapacityUnits: 1 
    PythonLambdaRole: 
        Type: AWS::IAM::Role 
        Properties: 
            AssumeRolePolicyDocument: 
                Version: 2012-10-17 
                Statement: 
                    - 
                        Effect: Allow 
                        Principal: 
                            Service: lambda.amazonaws.com 
                        Action: sts:AssumeRole 
            ManagedPolicyArns: 
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                - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole 
            Policies: 
                - 
                    PolicyName: PythonLambdaAccess 
                    PolicyDocument: 
                        Version: 2012-10-17 
                        Statement: 
                            - 
                                Effect: Allow 
                                Action: 
                                    - dynamodb:DescribeTable 
                                    - dynamodb:BatchWriteItem 
                                Resource: !Sub arn:aws:dynamodb:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:table/${PythonLambdaOutputTable} 
                            - 
                                Effect: Allow 
                                Action: 
                                    - dynamodb:PutItem 
                                Resource: !Sub arn:aws:dynamodb:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:table/${PythonLambdaOutputTable}* 
                            - 
                                Effect: Allow 
                                Action: 
                                    - kinesis:GetRecords 
                                    - kinesis:GetShardIterator 
                                    - kinesis:DescribeStream 
                                    - kinesis:ListStreams 
                                Resource: !Sub arn:aws:kinesis:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:stream/${InputStream} 
    PythonLambdaFunction: 
        Type: AWS::Lambda::Function 
        Properties: 
            Description: Python consumer 
            Runtime: python2.7 
            MemorySize: 512 
            Timeout: 90 
            Role: !GetAtt PythonLambdaRole.Arn 
            Handler: 
 aws_crypto_examples.kinesis_datakey_caching.consumer.lambda_handler 
            Code: 
                S3Bucket: !Ref SourceCodeBucket 
                S3Key: !Ref PythonLambdaS3Key 
                S3ObjectVersion: !Ref PythonLambdaObjectVersionId 
            Environment: 
                Variables: 
                    TABLE_NAME: !Ref PythonLambdaOutputTable 
    PythonLambdaSourceMapping: 
        Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping 
        Properties: 
            BatchSize: 1 
            Enabled: true 
            EventSourceArn: !Sub arn:aws:kinesis:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:stream/${InputStream} 
            FunctionName: !Ref PythonLambdaFunction 
            StartingPosition: TRIM_HORIZON 
    JavaLambdaOutputTable: 
        Type: AWS::DynamoDB::Table 
        Properties: 
            AttributeDefinitions: 
                - 
                    AttributeName: id 
                    AttributeType: S 
            KeySchema: 
                - 
                    AttributeName: id 
                    KeyType: HASH 

195



AWS Encryption SDK デベロッパーガイド
AWS CloudFormation テンプレート

            ProvisionedThroughput: 
                ReadCapacityUnits: 1 
                WriteCapacityUnits: 1 
    JavaLambdaRole: 
        Type: AWS::IAM::Role 
        Properties: 
            AssumeRolePolicyDocument: 
                Version: 2012-10-17 
                Statement: 
                    - 
                        Effect: Allow 
                        Principal: 
                            Service: lambda.amazonaws.com 
                        Action: sts:AssumeRole 
            ManagedPolicyArns: 
                - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaBasicExecutionRole 
            Policies: 
                - 
                    PolicyName: JavaLambdaAccess 
                    PolicyDocument: 
                        Version: 2012-10-17 
                        Statement: 
                            - 
                                Effect: Allow 
                                Action: 
                                    - dynamodb:DescribeTable 
                                    - dynamodb:BatchWriteItem 
                                Resource: !Sub arn:aws:dynamodb:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:table/${JavaLambdaOutputTable} 
                            - 
                                Effect: Allow 
                                Action: 
                                    - dynamodb:PutItem 
                                Resource: !Sub arn:aws:dynamodb:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:table/${JavaLambdaOutputTable}* 
                            - 
                                Effect: Allow 
                                Action: 
                                    - kinesis:GetRecords 
                                    - kinesis:GetShardIterator 
                                    - kinesis:DescribeStream 
                                    - kinesis:ListStreams 
                                Resource: !Sub arn:aws:kinesis:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:stream/${InputStream} 
    JavaLambdaFunction: 
        Type: AWS::Lambda::Function 
        Properties: 
            Description: Java consumer 
            Runtime: java8 
            MemorySize: 512 
            Timeout: 90 
            Role: !GetAtt JavaLambdaRole.Arn 
            Handler: 
 com.amazonaws.crypto.examples.kinesisdatakeycaching.LambdaDecryptAndWrite::handleRequest 
            Code: 
                S3Bucket: !Ref SourceCodeBucket 
                S3Key: !Ref JavaLambdaS3Key 
                S3ObjectVersion: !Ref JavaLambdaObjectVersionId 
            Environment: 
                Variables: 
                    TABLE_NAME: !Ref JavaLambdaOutputTable 
                    CMK_ARN: !GetAtt RegionKinesisCMK.Arn 
    JavaLambdaSourceMapping: 
        Type: AWS::Lambda::EventSourceMapping 
        Properties: 
            BatchSize: 1 
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            Enabled: true 
            EventSourceArn: !Sub arn:aws:kinesis:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:stream/${InputStream} 
            FunctionName: !Ref JavaLambdaFunction 
            StartingPosition: TRIM_HORIZON 
    RegionKinesisCMK: 
        Type: AWS::KMS::Key 
        Properties: 
            Description: Used to encrypt data passing through Kinesis Stream in this 
 region 
            Enabled: true 
            KeyPolicy: 
                Version: 2012-10-17 
                Statement: 
                    - 
                        Effect: Allow 
                        Principal: 
                            AWS: !Sub arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:root 
                        Action: 
                            # Data plane actions 
                            - kms:Encrypt 
                            - kms:GenerateDataKey 
                            # Control plane actions 
                            - kms:CreateAlias 
                            - kms:DeleteAlias 
                            - kms:DescribeKey 
                            - kms:DisableKey 
                            - kms:EnableKey 
                            - kms:PutKeyPolicy 
                            - kms:ScheduleKeyDeletion 
                            - kms:UpdateAlias 
                            - kms:UpdateKeyDescription 
                        Resource: '*' 
                    - 
                        Effect: Allow 
                        Principal: 
                            AWS: 
                                - !GetAtt PythonLambdaRole.Arn 
                                - !GetAtt JavaLambdaRole.Arn 
                        Action: kms:Decrypt 
                        Resource: '*' 
    RegionKinesisCMKAlias: 
        Type: AWS::KMS::Alias 
        Properties: 
            AliasName: !Sub alias/${KeyAliasSuffix} 
            TargetKeyId: !Ref RegionKinesisCMK
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AWS Encryption SDK のバージョン
AWS Encryption SDK の言語実装ではセマンティックバージョニングを使用し、各リリースの変更の規模
を識別しやすくしています。1.x.x から 2.x.x のようなメジャーバージョン番号の変更は、コードの変更と
計画的デプロイが必要になる可能性のある重大な変更を示します。x.1.x から x.2.x のようなマイナーバー
ジョンの変更では、常に下位互換性がありますが、非推奨の要素が含まれている可能性があります。

可能な場合は、選択したプログラミング言語で AWS Encryption SDK の最新バージョンを使用してくださ
い。各バージョンのメンテナンスとサポートのポリシーは (p. 3)、プログラミング言語の実装によって異な
ります。使用しているプログラミング言語別のサポートバージョンの詳細については、GitHubリポジトリ
のSUPPORT_POLICY.rst (p. 2)ファイルを参照してください。

アップグレードに暗号化または復号化エラーを避けるために特別な設定を必要とする新機能が含まれてい
る場合は、中間バージョンとその使用方法の詳細な説明を提供します。たとえば、1.7 など。 x と 1.8。 x
は 1.7 より前のバージョンからのアップグレードに役立つ移行バージョンとして設計されています。 x を
バージョン 2.0 に。 x 以降。詳細については、「移行するAWS Encryption SDK (p. 205)」を参照してく
ださい。

使用しているプログラミング言語別の変更の詳細については、各リポジトリの変更履歴を参照してくださ
い。

• AWS Encryption SDK for C— CHANGELOG.md
• C# /.NET — 変更履歴.md
• AWS Encryption CLI — AWS Encryption CLI のバージョン (p. 154) および CHANGELOG.rst
• AWS Encryption SDK for Java— CHANGELOG.md
• AWS Encryption SDK for JavaScript— CHANGELOG.md
• AWS Encryption SDK for Python— 変更ログ.rst

Note

バージョン番号の x は、メジャーバージョンとマイナーバージョンのパッチを示します。例え
ば、バージョン 1.7.x は 1.7 で始まるすべてのバージョンを表し、1.7.1 および 1.7.9 が含まれま
す。
新しいセキュリティ機能は、AWS Encryption CLI バージョン 1.7.x および 2.0.x で最初にリリー
スされました。ただし、AWS暗号化 CLI バージョン 1.8 です。 x がバージョン 1.7 に置き換わ
ります。 xAWS および暗号化 CLI 2.1. 2.0 は x に置き換わります。 x。詳細については、aws-
encryption-sdk-cli上のリポジトリにある関連するセキュリティアドバイザリを参照してください
GitHub。

以下のリストでは、AWS Encryption SDK でサポートされているバージョンの主な相違点を示します。

トピック
• 1.7 より前のバージョン 1.7 より前のバージョン 1.7 より前 x (p. 199)
• バージョン 1.7。 x (p. 199)
• バージョン 1.8。 x (p. 201)
• バージョン 1.9 です。 x (p. 201)
• バージョン 2.0。 x (p. 201)
• バージョン 2.1。 x (p. 202)
• バージョン 2.2。 x (p. 203)
• バージョン 2.3。 x (p. 203)
• バージョン 2.4、2.4。 x (p. 204)
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1.7 より前のバージョン 1.7 よ
り前のバージョン 1.7 より前 x

• バージョン 3.0。 x (p. 204)

1.7 より前のバージョン 1.7 より前のバージョン 
1.7 より前 x

Note

すべて 1. x。 の xAWS Encryption SDKend-of-support バージョンは現在準備中です。できるだ
け早く、AWS Encryption SDKご使用のプログラミング言語に対応した最新バージョンにアップ
グレードしてください。1.7AWS Encryption SDK より前のバージョンからアップグレードするた
め。 x、まず 1.7 にアップグレードする必要があります。 x。詳細については、「移行するAWS 
Encryption SDK (p. 205)」を参照してください。

1.7 より前のバージョン 1.7AWS Encryption SDK より前のバージョン 1.7 より前のバージョンです。 x
は、Galois/Counter モード (AES-GCM) での高度暗号化関数 ( extract-and-expand HKDF)、署名、256 ビッ
ト暗号化キーを含む重要なセキュリティ機能を提供します。ただし、これらのバージョンでは、キーコ
ミットメント (p. 10)など、推奨ベストプラクティス (p. 17)がサポートされません。

バージョン 1.7。 x
Note

すべて 1. x。 の xAWS Encryption SDKend-of-support バージョンは現在準備中です。

バージョン 1.7。 x は、以前のバージョンのユーザがバージョン 2.0AWS Encryption SDK にアップグレー
ドできるように設計されています。 x 以降。AWS Encryption SDK を初めて使用する場合は、このバー
ジョンをスキップして、使用しているプログラミング言語で利用可能な最新バージョンから始めることが
できます。

バージョン 1.7.x には完全な下位互換性があり、重大な変更の導入や AWS Encryption SDK の動作の変更
はありません。上位互換性もあり、バージョン 2.0.x と互換性があるようにコードを更新できます。これ
には新機能が含まれますが、完全に有効になるわけではありません。また、準備が整うまで、すべての新
機能をすぐには採用できないようにする設定値が必要です。

バージョン 1.7.x には次の変更が含まれています。

AWS KMS マスターキープロバイダーの更新 (必須)

バージョン 1.7.x では、AWS Encryption SDK for Java および AWS Encryption SDK for Python に新し
いコンストラクタが導入され、Strict モードか Discovery モードで AWS KMS マスターキープロバイ
ダーが明示的に作成されます。このバージョンでは、同様の変更が AWS Encryption SDK コマンドラ
インインターフェイス (CLI) にも追加されます。詳細については、「AWS KMS マスターキープロバ
イダーの更新 (p. 208)」を参照してください。
• AWS KMS マスターキープロバイダーでは、Strict モードの場合、ラッピングキーのリストが必要

で、指定したラッピングキーのみで暗号化と復号化が行われます。これが AWS Encryption SDK の
ベストプラクティスで、使用を意図したラッピングキーを使用していることが保証されます。

• AWS KMS マスターキープロバイダーでは、Discovery モードの場合、ラッピングキーが使用され
ません。ラッピングキーを暗号化に使用することはできません。復号時には、ラッピングキーを使
用して、暗号化されたデータキーを復号できます。ただし、復号化に使用するラッピングキーは、
特定の AWS アカウント のものに制限できます。アカウントのフィルタリングはオプションです
が、お勧めのベストプラクティス (p. 17)です。

前バージョンの AWS KMS マスターキープロバイダーを作成するコンストラクタは、バージョン 
1.7.x で非推奨となり、バージョン 2.0.x で削除されます。これらのコンストラクタは、指定したラッ
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ピングキーを使用して暗号化するマスターキープロバイダーをインスタンス化します。ただし、指定
したラッピングキーに関係なく、暗号化したラッピングキーを使用して、暗号化されたデータキーを
復号化します。ユーザーは、他の AWS アカウント とリージョンの AWS KMS keys など、使用を意
図しないラッピングキーでメッセージを意図せずに復号化する可能性があります。

AWS KMS マスターキーのコンストラクタに変更はありません。AWS KMS マスターキーでは、暗号
化および復号化を行うとき、指定した AWS KMS key のみが使用されます。

AWS KMS キーリングの更新 (オプション)

バージョン 1.7.x では、新しいフィルターが AWS Encryption SDK for C と AWS Encryption SDK 
for JavaScript の実装に追加され、AWS KMS 探索キーリング (p. 58)が特定の AWS アカウント に
制限されます。この新しいアカウントフィルターはオプションですが、お勧めのベストプラクティ
ス (p. 17)です。詳細については、「AWS KMS キーリングの更新 (p. 213)」を参照してください。

AWS KMS キーリングのコンストラクタに変更はありません。標準の AWS KMS キーリングは、Strict 
モードでマスターキープロバイダーのように動作します。AWS KMS 探索キーリングは探索モードで
明示的に作成されます。

キー ID を AWS KMS 復号化に渡す

バージョン 1.7.x 以降、暗号化されたデータキーを復号化する場合、AWS Encryption SDK では AWS 
KMS復号化オペレーションの呼び出しで AWS KMS key を常に指定します。AWS Encryption SDK 
は、暗号化された各データキーのメタデータから AWS KMS key のキー ID 値を取得します。この機
能では、コードの変更は必要ありません。

対称で暗号化された暗号化テキストを復号化するために、のキー ID を指定する必要はありません
が、AWS KMS keyこれがAWS KMSのベストプラクティスです。キープロバイダーでラッピングキー
を指定するのと同様に、この方法では、使用を意図したラッピングキーを使用する場合のみ AWS 
KMS が復号化されることが保証されます。

キーコミットメントで暗号化テキストを復号化する

バージョン 1.7.x では、キーコミットメント (p. 10)を使用しているかどうかに関係なく、暗号化され
た暗号化テキストを復号化できます。ただし、キーコミットメントによって暗号化テキストを暗号化
することはできません。このプロパティを使用すると、キーコミットメントで暗号化された暗号化テ
キストを復号化できるアプリケーションを完全にデプロイしてから、そのような暗号化テキストを処
理できます。このバージョンでは、キーコミットメントなしで暗号化されたメッセージを復号化する
ため、暗号化テキストを再暗号化する必要はありません。

この動作を実装するため、バージョン 1.7.x には、AWS Encryption SDK がキーコミットメ
ントを使用して暗号化または復号化できるかどうかを判断する、新しいコミットメントポリ
シー (p. 11)設定が含まれています。バージョン 1.7.x では、コミットメントポリシーの有効な
値、ForbidEncryptAllowDecrypt が暗号化と復号化のすべてのオペレーションで使用されます。
この値により、AWS Encryption SDK がキーコミットメントを含む新しいアルゴリズムスイートのい
ずれかで暗号化することが防止されます。AWS Encryption SDK は、キーコミットメントを使用して
いるかどうかにかかわらず暗号化テキストを復号化できます。

バージョン 1.7.x には有効なコミットメントポリシーの値が 1 つしかありませんが、このリリース
で導入された新しい API を使用する場合は、この値を明示的に設定してください。値を明示的に設
定すると、バージョン 2.1.x へのアップグレード時にコミットメントポリシーが自動的に require-
encrypt-require-decrypt に変更されなくなります。その代わりに、コミットメントポリシーを
段階的に移行 (p. 214)できます。

キーコミットメントを使用するアルゴリズムスイート

バージョン 1.7.xには新しい 2 つのアルゴリズムスイート (p. 14)が組み込まれて、キーコミットメン
トがサポートされます。一方は署名を含み、もう一方は署名を含みません。以前サポートされてい
たアルゴリズムスイートと同様に、これらの新しいアルゴリズムスイートには、256 ビット暗号化
キー、HMAC ベースのキー取得関数 (HKDF)、HKDF ( extract-and-expand キー取得関数 (HKDF) が含
まれます。
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ただし、暗号化に使用されるデフォルトのアルゴリズムスイートは変更されません。これらのアルゴ
リズムスイートは 1.7 に更新。 x を押して、これらをバージョン 2.0 で使用できるようにアプリケー
ションを準備します。 x 以降。

CMM 実装の変更

バージョン 1.7.x では、キーコミットメントをサポートするために、デフォルト暗号化マテリアルマ
ネージャ (CMM) インターフェイスが変更されました。この変更は、カスタム CMM を作成した場合に
のみ影響します。詳細については、使用しているプログラミング言語 (p. 71)の API GitHub ドキュメ
ントまたはリポジトリを参照してください。

バージョン 1.8。 x
Note

すべて 1. x。 の xAWS Encryption SDKend-of-support バージョンは現在準備中です。

AWS Encryption CLI の場合、バージョン 1.8.xは、1.7.x より前のバージョンとバージョン 2.1.x 以降の間
の移行バージョンです。AWS Encryption CLI の場合、バージョン 1.8.x には完全な下位互換性があり、重
大な変更の導入や AWS Encryption SDK の動作の変更はありません。上位互換性もあり、バージョン 2.0.x
と互換性があるようにコードを更新できます。これには新機能が含まれますが、完全に有効になるわけで
はありません。準備が整うまで、すべての新機能をすぐには採用できないようにする設定値が必要です。

AWS Encryption CLI のバージョン 1.8.x の詳細については、バージョン 1.7。 x (p. 199) を参照してくだ
さい。

バージョン 1.9 です。 x
Note

すべて 1. x。 の xAWS Encryption SDKend-of-support バージョンは現在準備中です。

バージョン 1.9 です。 x は、バージョン 2.2 で強化されたデジタル署名のセキュリティ機能をサポートし
ています。 x。現在、アプリケーションでデジタル署名を使用していて、バージョン 2.0AWS Encryption 
SDK より前のバージョンを使用している場合。 x、バージョン 1.9 にアップグレードする必要がありま
す。 x を押して、改善する。

バージョン 1.9.x では、信頼できないソースから復号するメッセージ内の暗号化されたデータキーの数の
制限もサポートされます。このベストプラクティス機能を使用すると、メッセージを暗号化するときに
誤って構成されたマスターキープロバイダーまたはキーリングを検出し、メッセージの復号化時には悪意
のある暗号テキストを検出できます。

バージョン 1.7 のように。 x、バージョン 1.9。 x は 1.7 より前のバージョンとの下位互換性を確保して
います。 x 以降はバージョン 2.0 と互換性があります。 x 以降。バージョン 2.0 にある新しい機能が含ま
れています。 x 以降ですが、安全なデフォルトを実装しています。バージョン 1.9 を使用している場合。
x、バージョン 2.2 に安全にアップグレードできます。 x。コミットメントポリシー設定を移行する方法の
詳細については、「」を参照してくださいコミットメントポリシーの設定 (p. 214)。

バージョン 2.0。 x
バージョン 2.0.x では、指定されたラッピングキーとキーコミットメントなど、AWS Encryption SDK で提
供される新しいセキュリティ機能がサポートされます。バージョン 2.0.x では、これらの機能をサポート
するため、前バージョンの AWS Encryption SDK が大きく変更されています。バージョン 1.7.x をデプロ
イすれば、これらの変更に備えることができます。バージョン 2.0.x には、バージョン 1.7.x で導入された
すべての新機能が含まれており、以下の追加・変更点もあります。
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Note

バージョン 2。 x。 の xAWS Encryption SDK for PythonAWS と暗号化 CLI end-of-supportは
フェーズ中です。
AWS Encryption SDKお好みのプログラミング言語でのこのバージョンのサポートとメンテナン
スについては (p. 3)、SUPPORT_POLICY.rstGitHubリポジトリ内のファイルを参照してくださ
い (p. 2)。

AWS KMS マスターキープロバイダー

バージョン 1.7.x で非推奨となった元の AWS KMS マスターキープロバイダーコンストラクタは、
バージョン 2.0.x で削除されます。AWS KMS マスターキープロバイダーは、Strict モードまたは 
Discovery モード (p. 208)で明示的に構築する必要があります。

キーコミットメントによる暗号化テキストの暗号化と復号化

バージョン 2.0.x では、キーコミットメント (p. 10)を使用しているかどうかに関係なく、暗号化テキ
ストの暗号化と復号化ができます。その動作は、コミットメントポリシー設定によって決まります。
デフォルトでは、常にキーコミットメントで暗号化し、キーコミットメントで暗号化された暗号化テ
キストのみを復号します。コミットメントポリシーを変更しない限り、AWS Encryption SDK では、
バージョン 1.7.x を含む AWS Encryption SDK の旧バージョンで暗号化された暗号化テキストが復号
化されません。

Important

デフォルトの場合、バージョン 2.0.x では、キーコミットメントなしで暗号化された暗号化テ
キストは復号化されません。キーコミットなしで暗号化された暗号化テキストをアプリケー
ションで処理する可能性がある場合は、コミットメントポリシーの値を AllowDecrypt で
設定してください。

バージョン 2.0.x の場合、コミットメントポリシー設定には次の 3 つの有効な値があります。
• ForbidEncryptAllowDecrypt — AWS Encryption SDK では、キーコミットメントで暗号化する

ことはできません。キーコミットメントが使用されているかどうかにかかわらず、暗号化された暗
号化テキストを復号化できます。

• RequireEncryptAllowDecrypt — AWS Encryption SDK では、キーコミットメントで暗号化す
る必要があります。キーコミットメントが使用されているかどうかにかかわらず、暗号化された暗
号化テキストを復号化できます。

• RequireEncryptRequireDecrypt (デフォルト) — AWS Encryption SDK では、キーコミット
メントで暗号化する必要があります。キーコミットメントによる暗号化テキストのみを復号化しま
す。

AWS Encryption SDK の前バージョンからバージョン 2.0.x に移行する場合は、アプリケーションで処
理する可能性のある既存の暗号化テキストをすべて復号化できる値にコミットメントポリシーを設定
します。この設定は時間の経過とともに調整することになる可能性があります。

バージョン 2.1。 x
Note

バージョン 2。 x。 の xAWS Encryption SDK for PythonAWS と暗号化 CLI end-of-supportは
フェーズ中です。
AWS Encryption SDKお好みのプログラミング言語でのこのバージョンのサポートとメンテナン
スについては (p. 3)、SUPPORT_POLICY.rstGitHubリポジトリ内のファイルを参照してくださ
い (p. 2)。

AWS Encryption CLI の場合、バージョン 2.1.x は、指定されたラッピングキーとキーコミットメントを含
むバージョンです。その他のプログラミング言語では、バージョン 2.0.x と同等です。
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バージョン 2.2。 x

AWS Encryption CLI のバージョン 2.1.x の詳細については、バージョン 2.0。 x (p. 201) を参照してくだ
さい。

バージョン 2.2。 x
デジタル署名のサポートを追加し、暗号化されたデータキーを制限します。

Note

バージョン 2。 x。 の xAWS Encryption SDK for PythonAWS と暗号化 CLI end-of-supportは
フェーズ中です。
AWS Encryption SDKお好みのプログラミング言語でのこのバージョンのサポートとメンテナン
スについては (p. 3)、SUPPORT_POLICY.rstGitHubリポジトリ内のファイルを参照してくださ
い (p. 2)。

デジタル署名

復号化時のデジタル署名 (p. 12)の取り扱いを改善するため、AWS Encryption SDK には次の機能が含
まれます。
• 非ストリーミングモード — デジタル署名が存在する場合の検証を含め、すべての入力を処理した後

にのみプレーンテキストを返します。この機能を使用すると、デジタル署名を検証するまでプレー
ンテキストを使用できなくなります。この機能は、デジタル署名 (デフォルトのアルゴリズムスイー
ト) で暗号化されたデータを復号化するときに使用します。例えば、AWS Encryption CLI は常にス
トリーミングモードでデータを処理するため、デジタル署名による暗号化テキストを復号化すると
きは --buffer パラメータを使用します。

• 署名なし専用復号モード — この機能では署名なし暗号化テキストのみを復号化します。復号化で暗
号化テキスト内にデジタル署名が検出されると、オペレーションは失敗します。この機能を使用し
て、署名を検証する前に、署名付きメッセージのプレーンテキストを意図せずに処理しないように
します。

暗号化されたデータキーの制限

暗号化されたメッセージ内の暗号化されたデータキーの数を制限 (p. 41)できます。この機能は、暗号
化時に誤って構成されたマスターキープロバイダーまたはキーリングを検出したり、復号時に悪意の
ある暗号化テキストを特定したりするのに役立ちます。

信頼できない送信元からのメッセージを復号する場合は、暗号化されたデータキーを制限してくださ
い。不必要でコストがかかり、潜在的に網羅的な方法によって、キーインフラストラクチャを呼び出
すことを防止できます。

バージョン 2.3。 x
AWS KMS マルチリージョンキーがサポートされるようになりました。詳細については、「マルチリー
ジョンを使用するAWS KMS keys (p. 21)」を参照してください。

Note

AWS Encryption CLI では、バージョン 3.0.x (p. 204) からマルチリージョンキーがサポートされ
ます。
バージョン 2。 x。 の xAWS Encryption SDK for PythonAWS と暗号化 CLI end-of-supportは
フェーズ中です。
AWS Encryption SDKお好みのプログラミング言語でのこのバージョンのサポートとメンテナン
スについては (p. 3)、SUPPORT_POLICY.rstGitHubリポジトリ内のファイルを参照してくださ
い (p. 2)。
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バージョン 2.4、2.4。 x
Note

バージョン 2。 x。 の xAWS Encryption SDK for PythonAWS と暗号化 CLI end-of-supportは
フェーズ中です。

AWS Encryption SDK for Javaバージョン 2.4.0 では、AWS SDK for Java 2.xのサポートが追加されてい
ます。バージョン 2.4.0 以降、AWS SDK for Javaはバージョン 1AWS Encryption SDK for Java をサポー
トします。 x とバージョン 2。 x。AWS SDK for Javaの使用は任意です。は、AWS Key Management 
Service (AWS KMS)AWS Encryption SDK for JavaAWS SDK for Java をマスターキープロバイダとして使
用する場合にのみ必要です。

詳細については、「前提条件 (p. 88)」を参照してください。

バージョン 3.0。 x
Note

バージョン 3。 x。 AWS暗号化 CLI の xend-of-support はフェーズ中です。
AWS Encryption SDKお好みのプログラミング言語でのこのバージョンのサポートとメンテナン
スについては (p. 3)、SUPPORT_POLICY.rstGitHubリポジトリ内のファイルを参照してくださ
い (p. 2)。

AWS Encryption CLI バージョン 3.0.x から、AWS KMS マルチリージョンキーがサポートされます。詳細
については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドを参照してください。(その他の AWS 
Encryption SDK プログラミング言語では、マルチリージョンキーがバージョン 2.3.x (p. 203) からサポー
トされます。)

.NETAWS Encryption SDK 用にを導入しました。
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移行するAWS Encryption SDK
-AWS Encryption SDK複数の相互運用性をサポートプログラミング言語実装 (p. 71)、それぞれがオープン
ソースのリポジトリで開発されています GitHub。ベストプラクティス (p. 17)として、言語ごとに AWS 
Encryption SDK の最新バージョンを使用することをお勧めします。

バージョン 2.0 から安全にアップグレードできます。x以降AWS Encryption SDKを最新バージョンに更
新します。ただし AWS Encryption SDK の 2.0.x バージョンでは重要な新しいセキュリティ機能が導入さ
れ、その一部は重大な変更です。1.7 より前のバージョンからアップグレードします。xをバージョン 2.0 
に更新。xその後、まず最新の 1 にアップグレードする必要があります。xバージョン。このセクションの
トピックは、変更を理解し、アプリケーションの正しいバージョンを選択し、の最新バージョンに安全か
つ正常に移行できるように設計されていますAWS Encryption SDK。

AWS Encryption SDK の主要バージョンについては、「AWS Encryption SDK のバージョン (p. 198)」を参
照してください。

Important

1.7 より前のバージョンから直接アップグレードしないでください。xバージョン 2.0 以降xまた
は後で最初に最新の 1 にアップグレードせずに。xバージョン。バージョン 2.0 に直接アップグ
レードする場合。xまたは後ですべての新機能をすぐに有効にすると、AWS Encryption SDKの古
いバージョンでは暗号化テキストを復号できなくなりますAWS Encryption SDK。

Note

の最も初期のバージョンAWS Encryption SDK.NET のバージョンは 3.0 です。x。のすべてのバー
ジョンAWS Encryption SDK.NET では、2.0 で導入されたセキュリティのベストプラクティスを
サポートします。xのAWS Encryption SDK。コードやデータを変更することなく、最新バージョ
ンに安全にアップグレードできます。
AWSEncryption CLI: この移行ガイドを読むときは、1.7 を使用してください。xの移行手順AWS
暗号化 CLIxそして2.0を使用してください。xの移行手順AWS暗号化 CLI 2.1x。詳細については、
「AWS Encryption CLI のバージョン (p. 154)」を参照してください。
新しいセキュリティ機能は、AWS Encryption CLI バージョン 1.7.x および 2.0.x で最初にリリー
スされました。ただし、AWS Encryption CLI バージョン 1.7.x はバージョン 1.8.x に、AWS 
Encryption CLI 2.0.x は 2.1.x に置き換わります。詳細については、関連の「」を参照してくださ
い。セキュリティ勧告()aws-encryption-sdk-clirepository on GitHub。

新規のユーザー

を初めて使用する場合AWS Encryption SDK、の最新バージョンをインストールしますAWS 
Encryption SDKあなたのプログラミング言語用 デフォルト値では、のすべてのセキュリティ機能
が有効になります。AWS Encryption SDK（署名による暗号化、鍵導出、およびキーコミットメン
ト (p. 10). のAWS Encryption SDK

現在のユーザー

できるだけ早く現在のバージョンから最新のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
すべて 1.xのバージョンAWS Encryption SDKにいるend-of-support 段階、一部のプログラミング言語
の新しいバージョンも同様です。のサポート、メンテナンス状況の詳細についてはAWS Encryption 
SDKご使用のプログラミング言語では、Support メンテナンス (p. 3)。

AWS Encryption SDKバージョン 2.0xその後、データを保護するための新しいセキュリティ機能を提
供します。ただし、AWS Encryption SDKバージョン 2.0x下位互換性のない重大な変更が含まれま
す。安全に移行するには、まず現在のバージョンから最新のバージョンに移行します。xあなたのプ
ログラミング言語で 最新のとき 1.xバージョンは、完全にデプロイされて正常に動作しているので、
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バージョン 2.0 に安全に移行できます。x以降。この 2 段階のプロセス (p. 206)は、特に分散アプリ
ケーションでは重要です。

の詳細についてはAWS Encryption SDKこれらの変更の根底にあるセキュリティ機能については、を参照し
てください。クライアント側の暗号化の改善: 明示的 KeyIds とキーコミットメント()AWSセキュリティブ
ログ。

の使用に関するヘルプを探していますAWS Encryption SDK for JavaとAWS SDK for Java 2.x? 前提条
件 (p. 88) を参照してください。

トピック
• AWS Encryption SDK を移行してデプロイする方法 (p. 206)
• AWS KMS マスターキープロバイダーの更新 (p. 208)
• AWS KMS キーリングの更新 (p. 213)
• コミットメントポリシーの設定 (p. 214)
• 最新バージョンへの移行に関するトラブルシューティング (p. 220)

AWS Encryption SDK を移行してデプロイする方法
から移行する場合AWS Encryption SDK1.7 より前のバージョンxをバージョン 2.0 に更新xまたは後で、安
全に暗号化に移行する必要がありますキーコミットメント (p. 10)。そうしないと、アプリケーションは復
号できない暗号化テキストを検出します。を使用している場合AWS KMSマスターキープロバイダーの場
合は、Strict モードまたは Discovery モードでマスターキープロバイダーを作成する新しいコンストラクタ
に更新する必要があります。

Note

このトピックは、の以前のバージョンから移行するユーザーを対象としていますAWS Encryption 
SDKをバージョン 2.0 に更新x以降。AWS Encryption SDK を初めて使用する場合は、利用可能な
最新バージョンをデフォルト設定ですぐに使い始めることができます。

読む必要がある暗号化テキストを復号化できない重大な状況を回避するには、複数の異なるステージで移
行およびデプロイすることをお勧めします。各ステージを完了して完全にデプロイしたことを確認してか
ら、次のステージを開始してください。これは、複数のホストがある分散アプリケーションでは特に重要
です。

ステージ 1: アプリケーションを最新のものに更新し
ます。x版
を最新の 1 に更新xプログラミング言語用のバージョン 慎重にテストし、変更をデプロイして、更新がす
べての送信先ホストに反映されていることを確認してから、ステージ 2 を開始します。

Important

が最新の 1.xバージョンは、バージョンx以降AWS Encryption SDK。

最新の 1.xのバージョンAWS Encryption SDKのレガシーバージョンとの下位互換性はありますかAWS 
Encryption SDKバージョン 2.0 との前方互換性を確保します。x以降。バージョン 2.0 にある新機能が含ま
れています。xただし、この移行用に設計された安全なデフォルトを含めてください。これにより、をアッ
プグレードできますAWS KMSキープロバイダーを必要に応じてマスターし、キーコミットメントによる
暗号化テキストを復号化できるアルゴリズムスイートで完全にデプロイします。

• レガシー AWS KMS マスターキープロバイダーのコンストラクタなど、非推奨の要素を置き換えま
す。Python では、非推奨の警告をオンにしてください。最新バージョンで廃止されたコード要素 
1.xバージョンは 2.0 から削除されます。x以降。
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• コミットメントポリシーを明示的に ForbidEncryptAllowDecrypt に設定してください。が最新の 
1 ではこれが唯一の有効な値ですが。xでは、この設定は、このリリースで導入された API を使用する
場合に必要です。これにより、バージョン 2.0 への移行時に、キーコミットメントなしで暗号化された
暗号化テキストがアプリケーションで拒否されるのを防ぎます。x以降。詳細については、「the section 
called “コミットメントポリシーの設定” (p. 214)」を参照してください。

• AWS KMS マスターキープロバイダーを使用する場合は、Strict モードと Discovery モードをサポートす
るマスターキープロバイダーにレガシーマスターキープロバイダーを更新する必要があります。この更
新は、AWS Encryption SDK for Java、AWS Encryption SDK for Python、AWS Encryption CLI で必要で
す。Discovery モードでマスターキープロバイダーを使用する場合は、検出フィルターを実装して、使
用するラッピングキーを特にのものに制限することをお勧めします。AWS アカウント。この更新はオプ
ションですが、お勧めのベストプラクティス (p. 17)です。詳細については、「AWS KMS マスターキー
プロバイダーの更新 (p. 208)」を参照してください。

• 使用するものAWS KMSディスカバリーキーリング (p. 58)では、復号化に使用されるラッピングキーを
特にのものに制限することをお勧めしますAWS アカウント。この更新はオプションですが、お勧めのベ
ストプラクティス (p. 17)です。詳細については、「AWS KMS キーリングの更新 (p. 213)」を参照し
てください。

ステージ 2: アプリケーションを最新バージョンに更
新します
最新版をデプロイした後 1.xを最新ホストで正常に更新できます。バージョン 2.0 にアップグレードできま
す。x以降。バージョン 2.0.x では、すべての前バージョンの AWS Encryption SDK が大きく変更されてい
ます。ただし、ステージ 1 で推奨されるコードの変更を行うと、最新バージョンに移行するときにエラー
を回避できます。

最新バージョンに更新する前に、コミットメントポリシーが一貫して次のように設定され
ていることを確認してくださいForbidEncryptAllowDecrypt。次に、データ構成に応じ
て、自分のペースで RequireEncryptAllowDecrypt に移行してからデフォルト設定の
RequireEncryptRequireDecrypt に移行できます。次のパターンのような一連の移行手順を推奨しま
す。

1. 最初はコミットメントポリシー (p. 214)を ForbidEncryptAllowDecrypt に設定します。AWS 
Encryption SDK ではキーコミットメントによるメッセージを復号化できますが、キーコミットメントで
はまだ暗号化しません。

2. 準備ができたら、コミットメントポリシーを次のように更新しま
す。RequireEncryptAllowDecrypt。AWS Encryption SDK でキーコミットメント (p. 10)による
データの暗号化を開始します。キーコミットメントを使用しているかどうかにかかわらず、暗号化テキ
ストを復号化できます。

コミットメントポリシーを最新する前にRequireEncryptAllowDecrypt、最新の 1 を確認してくだ
さい。xバージョンは、生成した暗号化テキストを復号化するアプリケーションのホストを含め、すべ
てのホストにバージョンがデプロイされます。バージョン 1.7.x より前の AWS Encryption SDK では、
キーコミットメントで暗号化されたメッセージを復号化できません。

この時点でアプリケーションにメトリクスを追加し、キーコミットメントによらない暗号化テキス
トをまだ処理しているかどうかを調査することもお勧めします。これにより、いつコミットメントポ
リシー設定を RequireEncryptRequireDecrypt に更新しても安全かを判断できるようになりま
す。Amazon SQS キュー内のメッセージを暗号化するアプリケーションなど、一部のアプリケーション
では、古いバージョンで暗号化されたすべての暗号化テキストが再暗号化または削除されるのに時間が
かかることがあります。暗号化された S3 オブジェクトなどの他のアプリケーションでは、すべてのオ
ブジェクトをダウンロード、再暗号化、および再アップロードする必要がある場合があります。

3. キーコミットメントなしで暗号化されたメッセージがないことが確認できたら、コミットメントポリ
シーを RequireEncryptRequireDecrypt に更新できます。この値により、キーコミットメントで
データが常に暗号化、復号化されます。この設定はデフォルトであるため、明示的に設定する必要は
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ありませんが、推奨されています。明示的に設定すると、アプリケーションがキーコミットメントなし
で暗号化された暗号化テキストを検出した場合に必要となる可能性のあるデバッグ (p. 220)とロール
バックが容易になります。

AWS KMS マスターキープロバイダーの更新
最新版に移行するには 1. の x バージョンをAWS Encryption SDK、次にバージョン 2.0 に変更します。
x 以降は、AWS KMS従来のマスターキープロバイダーを、strict モードまたは検出モードで明示的に作
成されたマスターキープロバイダーに置き換える必要があります (p. 199)。レガシーマスターキープロ
バイダーは、バージョン 1.7.x で非推奨となり、バージョン 2.0.x で削除されます。この変更は、AWS 
Encryption SDK for Java (p. 88)、AWS Encryption SDK for Python (p. 107)、AWS Encryption CLI (p. 116)
を使用するアプリケーションとスクリプトで必要となります。このセクションの例では、コードの更新方
法について説明します。

Note

Python では、非推奨の警告をオンにしてください。コードの更新が必要な部分を特定できるよう
になります。

AWS KMS マスターキー (マスターキープロバイダーではない) を使用している場合は、この手順をスキッ
プできます。AWS KMS マスターキーは非推奨でなく、削除されません。このマスターキーでは、指定し
たラッピングキーでのみ暗号化および復号化が行われます。

このセクションの例では、変更する必要があるコードの要素に焦点を当てています。更新されたコードの
完全な例については、使用しているプログラミング言語 (p. 71)の GitHub Recovery セクションを参照して
ください。また、これらの例では通常、キー ARN を使用して AWS KMS keys を表します。暗号化用のマ
スターキープロバイダーを作成するときは、有効な AWS KMS キー識別子を使用して AWS KMS key を表
すことができます。復号用のマスターキープロバイダーを作成するときは、キー ARN を使用する必要が
あります。

移行の詳細

すべての AWS Encryption SDK ユーザーのために、コミットメントポリシーの設定について「the section 
called “コミットメントポリシーの設定” (p. 214)」で説明します。

AWS Encryption SDK for C および AWS Encryption SDK for JavaScript のユーザーのために、キーリング
のオプションのアップデートについて AWS KMS キーリングの更新 (p. 213) で説明します。

トピック
• Strict モードへの移行 (p. 208)
• Discovery モードへの移行 (p. 211)

Strict モードへの移行
最新のものにアップデートした後 1. の x バージョンではAWS Encryption SDK、従来のマスターキープロ
バイダーを strict モードのマスターキープロバイダーに置き換えてください。Strict モードでは、暗号化時
および復号化時に使用するラッピングキーを指定する必要があります。AWS Encryption SDK では、指定
したラッピングキーのみが使用されます。非推奨のマスターキープロバイダーは、さまざまな AWS アカ
ウント とリージョンの AWS KMS keys など、データキーを暗号化した AWS KMS key を使用してデータ
を復号できます。

Strict モードのマスターキープロバイダーは、AWS Encryption SDK バージョン 1.7.x で導入されま
す。1.7.x で非推奨となって 2.0.x で削除されるレガシーマスターキープロバイダーは置き換えられま
す。Strict モードでマスターキープロバイダーを使用することは、AWS Encryption SDK のベストプラク
ティス (p. 17)です。
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次のコードでは Strict モードでマスターキープロバイダーを作成し、暗号化と復号に使用できるようにし
ています。

Java

この例は、AWS Encryption SDK for Java のバージョン 1.6.2 以前を使用するアプリケーションのコー
ドを表しています。

このコードでは KmsMasterKeyProvider.builder() メソッドを使用して、1 つの AWS KMS key 
をラッピングキーとして使用する AWS KMS マスターキープロバイダーをインスタンス化します。

// Create a master key provider
// Replace the example key ARN with a valid one
String awsKmsKey = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";

KmsMasterKeyProvider masterKeyProvider = KmsMasterKeyProvider.builder()
    .withKeysForEncryption(awsKmsKey) 
    .build();

この例は、AWS Encryption SDK for Java のバージョン 1.7.x 以降を使用するアプリケーションのコー
ドを表しています。完全な例については、BasicEncryptionExample.java を参照してください。

前の例で使用した Builder.build() および Builder.withKeysForEncryption() メソッド
は、バージョン 1.7.x で非推奨となり、バージョン 2.0.x で削除されます。

Strict モードのマスターキープロバイダーに更新するため、このコードでは非推奨メソッドの呼び出
しを新しい Builder.buildStrict() メソッドの呼び出しに置き換えます。この例では、1 つの 
AWS KMS key をラッピングキーとして指定しますが、Builder.buildStrict() メソッドは複数
の AWS KMS keys のリストを取ることができます。

// Create a master key provider in strict mode
// Replace the example key ARN with a valid one from your AWS #####.
String awsKmsKey = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";

KmsMasterKeyProvider masterKeyProvider = KmsMasterKeyProvider.builder() 
     .buildStrict(awsKmsKey);

Python

この例は、AWS Encryption SDK for Python のバージョン 1.4.1 を使用するアプリケーションのコー
ドを表しています。このコードでは KMSMasterKeyProvider を使用しますが、これはバージョン 
1.7.x で非推奨となり、バージョン 2.0.x から削除されます。復号化するときは、指定した AWS KMS 
keys に関係なく、データキーを暗号化した AWS KMS key を使用します。

KMSMasterKey は非推奨にならず、削除されません。暗号化および復号化を行うとき、指定した 
AWS KMS key のみが使用されます。

# Create a master key provider
# Replace the example key ARN with a valid one
key_1 = "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
key_2 = "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321"

aws_kms_master_key_provider = KMSMasterKeyProvider( 
   key_ids=[key_1, key_2]
)

この例は、AWS Encryption SDK for Python のバージョン 1.7.x を使用するアプリケーションのコード
を表しています。詳しい例については、「basic_encryption.py」を参照してください。
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Strict モードのマスターキープロバイダーに更新するため、このコードでは
KMSMasterKeyProvider() の呼び出しを StrictAwsKmsMasterKeyProvider() の呼び出しに置
き換えます。

# Create a master key provider in strict mode
# Replace the example key ARNs with valid values from your AWS #####
key_1 = "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
key_2 = "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321"

aws_kms_master_key_provider = StrictAwsKmsMasterKeyProvider( 
    key_ids=[key_1, key_2]
)

AWS Encryption CLI

この例では、AWS Encryption CLI バージョン 1.1.7 以前を使用して暗号化および復号化する方法を示
します。

バージョン 1.1.7 以前では、暗号化時に AWS KMS key などの 1 つ以上のマスターキー (ラッピング
キー) を指定します。復号化時には、カスタムのマスターキープロバイダーを使用していない限り、
ラッピングキーを指定することはできません。AWS Encryption CLI では、データキーを暗号化した任
意のラッピングキーを使用できます。

\\ Replace the example key ARN with a valid one
$ keyArn=arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

\\ Encrypt your plaintext data
$ aws-encryption-cli --encrypt \ 
                     --input hello.txt \ 
                      --master-keys key=$keyArn \
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --encryption-context purpose=test \ 
                     --output .

\\ Decrypt your ciphertext                
$ aws-encryption-cli --decrypt \ 
                     --input hello.txt.encrypted \ 
                     --encryption-context purpose=test \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --output .   

この例では、AWS Encryption CLI バージョン 1.7.x 以降を使用して暗号化および復号化する方法を示
します。完全な例については、「の例AWS暗号化 CLI (p. 129)」を参照してください。

--master-keys パラメータはバージョン 1.7.x で非推奨となり、バージョン 2.0.x で削除されます。
これは --wrapping-keys パラメータに置き換わり、すべての暗号化コマンドと復号コマンドに必要
となります。このパラメータでは、Strict モードと Discovery モードがサポートされます。Strict モー
ドが AWS Encryption SDK のベストプラクティスで、意図したラッピングキーを使用していることが
保証されます。

Strict モードにアップグレードするには、--wrapping-keysパラメータの key 属性を使用して、暗
号化時および復号時のラッピングキーを指定します。

\\ Replace the example key ARN with a valid value
$ keyArn=arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

\\ Encrypt your plaintext data
$ aws-encryption-cli --encrypt \ 
                     --input hello.txt \ 
                      --wrapping-keys key=$keyArn \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --encryption-context purpose=test \ 
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                     --output .

\\ Decrypt your ciphertext                
$ aws-encryption-cli --decrypt \ 
                     --input hello.txt.encrypted \ 
                     --wrapping-keys key=$keyArn \ 
                     --encryption-context purpose=test \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --output .

Discovery モードへの移行
をバージョン 1.7 に更新。 x、AWS Encryption SDKAWS KMSマスターキープロバイダーには厳密モード
を使うのがベストプラクティスです (p. 17)。つまり、暗号化と復号化時にラップキーを指定することで
す。暗号化するときは、常にラッピングキーを指定する必要があります。しかし状況によっては、AWS 
KMS keys のキー ARN を復号化用に指定することが実用的でないことがあります。例えば、暗号化時にエ
イリアスを使用して AWS KMS keys を識別している場合、復号時にキー ARN を一覧表示しなければなら
ないと、エイリアスのメリットが失われます。また、Discovery モードのマスターキープロバイダーは元
のマスターキープロバイダーと同様に動作するため、移行戦略の一部として一時的にそれを使用し、後で 
Strict モードのマスターキープロバイダーにアップグレードできます。

このような場合は、マスターキープロバイダーを Discovery モードで使用できます。これらのマスター
キープロバイダーではラッピングキーを指定できないため、暗号化には使用できません。復号時には、
データキーを暗号化したラッピングキーを使用できます。ただし、同じ動作をするレガシーマスターキー
プロバイダーとは異なり、Discovery モードで明示的に作成します。Discovery モードでマスターキープロ
バイダーを使用する場合、使用できるラッピングキーを特に AWS アカウント のものに制限できます。こ
のDiscovery フィルターはオプションですが、お勧めのベストプラクティスです。AWSパーティションと
アカウントの詳細については、の「Amazon リソースネーム」を参照してくださいAWS 全般のリファレン
ス。

以下の例では、Strict モードの AWS KMS マスターキープロバイダーを暗号化用に、Discovery モードの 
AWS KMS マスターキープロバイダーを復号化用に作成します。Discovery モードのマスターキープロバ
イダーは、検出フィルターを使用して、復号に使用するラッピングキーを aws パーティションと特定の 
AWS アカウント 例に制限します。この単純な例ではアカウントフィルターは必要ありませんが、あるア
プリケーションがデータを暗号化し、別のアプリケーションがデータを復号化する場合に非常に有益なベ
ストプラクティスです。

Java

この例は、AWS Encryption SDK for Java のバージョン 1.7.x 以降を使用するアプリケーションのコー
ドを表しています。完全な例については、DiscoveryDecryptionExample.java を参照してください。

暗号化では Strict モードでマスターキープロバイダーをインスタンス化するために、この例では
Builder.buildStrict() メソッドを使用します。復号化では Discovery モードでマスターキー
プロバイダーをインスタンス化するため、Builder.buildDiscovery()メソッドを使用しま
す。Builder.buildDiscovery() メソッドは DiscoveryFilter を受け取り、指定した AWS 
パーティションとアカウントで AWS Encryption SDK を AWS KMS keys に制限します。

// Create a master key provider in strict mode for encrypting
// Replace the example alias ARN with a valid one from your AWS #####.
String awsKmsKey = "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/ExampleAlias";

KmsMasterKeyProvider encryptingKeyProvider = KmsMasterKeyProvider.builder() 
     .buildStrict(awsKmsKey);

// Create a master key provider in discovery mode for decrypting
// Replace the example account IDs with valid values.
DiscoveryFilter accounts = new DiscoveryFilter("aws", Arrays.asList("111122223333", 
 "444455556666"));
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KmsMasterKeyProvider decryptingKeyProvider = KmsMasterKeyProvider.builder() 
     .buildDiscovery(accounts);

Python

この例は、AWS Encryption SDK for Python のバージョン 1.7.x 以降を使用するアプリケーションの
コードを表しています。詳しい例については、discovery_kms_provider.py を参照してください。

暗号化では Strict モードでマスターキープロバイダーを作成するために、この例では
StrictAwsKmsMasterKeyProvider を使用します。復号化では Discovery モードでマスターキープ
ロバイダーを作成するため、DiscoveryAwsKmsMasterKeyProvider と DiscoveryFilter を併
用し、指定した AWS Encryption SDK パーティションとアカウントで AWS KMS keys を AWS に制限
します。

# Create a master key provider in strict mode
# Replace the example key ARN and alias ARNs with valid values from your AWS #####.
key_1 = "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/ExampleAlias"
key_2 = "arn:aws:kms:us-west-2:444455556666:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d"

aws_kms_master_key_provider = StrictAwsKmsMasterKeyProvider( 
    key_ids=[key_1, key_2]
)

# Create a master key provider in discovery mode for decrypting
# Replace the example account IDs with valid values
accounts = DiscoveryFilter( 
    partition="aws", 
    account_ids=["111122223333", "444455556666"]
)
aws_kms_master_key_provider = DiscoveryAwsKmsMasterKeyProvider( 
        discovery_filter=accounts
)

AWS Encryption CLI

この例では、AWS Encryption CLI バージョン 1.7.x 以降を使用して暗号化および復号化する方法を示
します。バージョン 1.7.x 以降は、--wrapping-keys パラメータが暗号化および復号化時に必要と
なります。--wrapping-keys パラメータでは、Strict モードと Discovery モードがサポートされま
す。完全な例については、「the section called “例” (p. 129)」を参照してください。

この例では、暗号化時に必須のラッピングキーを指定します。復号化時には、--wrapping-keys パ
ラメータの discovery 属性の値を true にして、Discovery モードを明示的に選択します。

AWS Encryption SDK が Discovery モードで使用できるラッピングキーを特に AWS アカウント のも
のに制限するため、この例では --wrapping-keys パラメータの discovery-partition 属性と
discovery-account 属性を使用します。これらのオプションの属性は、discovery 属性を true
に設定しているときに限って有効です。discovery-partition 属性と discovery-account 属性
は一緒に使用する必要があります。単独では有効ではありません。

\\ Replace the example key ARN with a valid value
$ keyAlias=arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/ExampleAlias

\\ Encrypt your plaintext data
$ aws-encryption-cli --encrypt \ 
                     --input hello.txt \ 
                      --wrapping-keys key=$keyAlias \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --encryption-context purpose=test \ 
                     --output .

\\ Decrypt your ciphertext
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\\ Replace the example account IDs with valid values            
$ aws-encryption-cli --decrypt \ 
                     --input hello.txt.encrypted \ 
                      --wrapping-keys discovery=true \ 
                                     discovery-partition=aws \ 
                                     discovery-account=111122223333 \ 
                                     discovery-account=444455556666 \
                     --encryption-context purpose=test \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --output .   

AWS KMS キーリングの更新
-AWS KMSのキーリングAWS Encryption SDK for C (p. 71)、AWS Encryption SDK.NET 用 (p. 81)、およ
びAWS Encryption SDK for JavaScript (p. 98)サポートベストプラクティス (p. 17)暗号化と復号化の際に
ラッピングキーを指定できるようにすることで AWS KMS 検出キーリング (p. 58)を作成する場合は、明示
的に作成します。

Note

の最も初期のバージョンAWS Encryption SDK.NET のバージョン 3.0x。のすべてのバージョン
AWS Encryption SDK.NET では、2.0 で導入されたセキュリティのベストプラクティスをサポー
トします。xのAWS Encryption SDK。コードやデータを変更することなく、最新バージョンに安
全にアップグレードできます。

最新版に更新すると 1.xのバージョンAWS Encryption SDK、を使用すると、検出フィルター (p. 58)ラッピ
ングキーを制限するにはAWS KMSディスカバリーキーリング (p. 58)またはAWS KMSリージョナルディス
カバリーキーリング (p. 60)特に復号するときに使うAWS アカウント。検出キーリングのフィルタリング
は AWS Encryption SDK のベストプラクティス (p. 17)です。

このセクションの例では、検出フィルターを AWS KMS リージョン検出キーリングに追加する方法を示し
ます。

移行の詳細

すべての AWS Encryption SDK ユーザーのために、コミットメントポリシーの設定について「the section 
called “コミットメントポリシーの設定” (p. 214)」で説明します。

AWS Encryption SDK for Java、AWS Encryption SDK for Python、AWS Encryption CLI のユーザーのため
に、マスターキープロバイダーへの必要な更新について the section called “AWS KMS マスターキープロバ
イダーの更新” (p. 208) で説明します。

 

アプリケーションでは、コードは次のようなものになります。この例では、AWS KMS米国西部 (オレ
ゴン) (us-west-2) リージョンでのみラッピングキーを使用できるリージョナル検出キーリング この例
は、1.7.x より前の AWS Encryption SDK バージョンのコードを表しています。ただし、バージョン 1.7.x
以降でも有効です。

C

struct aws_cryptosdk_keyring *kms_regional_keyring = 
 Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder() 
       .WithKmsClient(create_kms_client(Aws::Region::US_WEST_2)).BuildDiscovery());

JavaScript Browser

const clientProvider = getClient(KMS, { credentials })
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const discovery = true
const clientProvider = limitRegions(['us-west-2'], getKmsClient)
const keyring = new KmsKeyringBrowser({ clientProvider, discovery })

JavaScript Node.js

const discovery = true
const clientProvider = limitRegions(['us-west-2'], getKmsClient)
const keyring = new KmsKeyringNode({ clientProvider, discovery })

バージョン 1.7.x 以降では、どのような AWS KMS 検出キーリングにも検出フィルターを追加できます。
この検出フィルターでは、AWS Encryption SDK が復号に使用できる AWS KMS keys が、指定したパー
ティションとアカウントのものに制限されます。このコードを使用する前に、必要に応じてパーティショ
ンを変更し、サンプルアカウント ID を有効なアカウント ID に置き換えます。

C

詳しい例については、kms_discovery.cpp を参照してください。

std::shared_ptr<KmsKeyring::DiscoveryFilter> discovery_filter( 
    KmsKeyring::DiscoveryFilter::Builder("aws") 
        .AddAccount("111122223333") 
        .AddAccount("444455556666") 
        .Build());

struct aws_cryptosdk_keyring *kms_regional_keyring = 
 Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder() 
       
 .WithKmsClient(create_kms_client(Aws::Region::US_WEST_2)).BuildDiscovery(discovery_filter));

JavaScript Browser

const clientProvider = getClient(KMS, { credentials })

const discovery = true
const clientProvider = limitRegions(['us-west-2'], getKmsClient)
const keyring = new KmsKeyringBrowser(clientProvider, { 
    discovery, 
    discoveryFilter: { accountIDs: ['111122223333', '444455556666'], partition: 'aws' }
})

JavaScript Node.js

詳しい例については、kms_filtered_discovery.ts を参照してください。

const discovery = true
const clientProvider = limitRegions(['us-west-2'], getKmsClient)
const keyring = new KmsKeyringNode({ 
    clientProvider, 
    discovery, 
    discoveryFilter: { accountIDs: ['111122223333', '444455556666'], partition: 'aws' }
})

コミットメントポリシーの設定
キーコミットメント (p. 10)により、暗号化されたデータは常に同じプレーンテキストに復号化されるよ
うになります。このセキュリティプロパティを提供するため、バージョン 1.7 以降。 x、AWS Encryption 
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SDKはキーコミットメント付きの新しいアルゴリズムスイートを使用しています (p. 14)。データをキーコ
ミットメントで暗号化および復号化するかどうかを決めるには、コミットメントポリシー (p. 11)構成設定
を使用します。キーコミットメントによるデータの暗号化と復号化は、AWS Encryption SDK のベストプ
ラクティス (p. 17)です。

コミットメントポリシーの設定は、移行プロセスの 2 番目のステップ、つまり最新の 1 からの移行の重
要な部分です。 2 つのバージョン 2.0AWS Encryption SDK の x バージョン x 以降。コミットメントポリ
シーを設定および変更したら、アプリケーションを徹底的にテストしてから本番環境にデプロイしてくだ
さい。移行ガイダンスについては、「AWS Encryption SDK を移行してデプロイする方法 (p. 206)」を参
照してください。

バージョン 2.0. x では、コミットメントポリシー設定には次の 3 つの有効な値があります。 x 以降。最新
では 1. x バージョン (バージョン 1.7 以降) x)ForbidEncryptAllowDecrypt のみ有効です。

• ForbidEncryptAllowDecrypt — AWS Encryption SDK では、キーコミットメントで暗号化すること
はできません。キーコミットメントが使用されているかどうかにかかわらず、暗号化された暗号化テキ
ストを復号化できます。

最新では 1. x では、これが唯一の有効な値です。これにより、キーコミットメントで復号化する準備が
完全に整うまで、キーコミットメントで暗号化しないようになります。値を明示的に設定すると、バー
ジョン 2.0. x へのアップグレード時にコミットメントポリシーが自動的に 20. xrequire-encrypt-
require-decrypt へのアップグレード時に自動的に変更されなくなります。 x またはそれ以降。その
代わりに、コミットメントポリシーを段階的に移行 (p. 214)できます。

• RequireEncryptAllowDecrypt—AWS Encryption SDK では常にキーコミットメントで暗号化されま
す。キーコミットメントが使用されているかどうかにかかわらず、暗号化された暗号化テキストを復号
化できます。この値はバージョン 2.0.x で追加されました。

• RequireEncryptRequireDecrypt—AWS Encryption SDK では常にキーコミットメントで暗号化お
よび復号化が行われます。この値はバージョン 2.0.x で追加されました。バージョン 2.0 では、これが
デフォルト値です。 x 以降。

最新では 1. x では、唯一の有効なコミットメントポリシー値はですForbidEncryptAllowDecrypt。
バージョン 2.0. x への移行後。 x 以降は、準備が整い次第、コミットメントポリシーを段階的に変更でき
ます (p. 206)。すべてのメッセージがキーコミットメントで暗号化されることが確認できるまで、コミッ
トメントポリシーを RequireEncryptRequireDecrypt に更新しないでください。

以下の例では、最新のコミットメントポリシーの設定方法を示します。 x バージョンとバージョン 2.0 x
以降。この手法はプログラミング言語によって異なります。

移行の詳細

AWS Encryption SDK for Java、AWS Encryption SDK for Python、AWS Encryption CLI の場合は、マス
ターキープロバイダーへの必要な変更について the section called “AWS KMS マスターキープロバイダーの
更新” (p. 208) で説明します。

AWS Encryption SDK for C および AWS Encryption SDK for JavaScript の場合は、キーリングのオプショ
ンのアップデートについて AWS KMS キーリングの更新 (p. 213) で説明します。

コミットメントポリシーの設定方法
コミットメントポリシーの設定に使用する手法は、言語実装ごとに若干異なります。以下の例ではその方
法を示します。コミットメントポリシーを変更する前に、「移行してデプロイする方法 (p. 206)」で多段
階のアプローチを確認してください。

C

AWS Encryption SDK for C のバージョン 1.7.x 以降
は、aws_cryptosdk_session_set_commitment_policy 関数を使用して、暗号化および復号
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セッションにコミットメントポリシーを設定します。設定したコミットメントポリシーは、そのセッ
ションで呼び出されるすべての暗号化および復号オペレーションに適用されます。

aws_cryptosdk_session_new_from_keyring 関数および
aws_cryptosdk_session_new_from_cmm 関数は、バージョン 1.7.x で非
推奨となり、バージョン 2.0.x で削除されます。これらの関数は、セッショ
ンを返す aws_cryptosdk_session_new_from_keyring_2 関数および
aws_cryptosdk_session_new_from_cmm_2 関数に置き換わります。

aws_cryptosdk_session_new_from_keyring_2aws_cryptosdk_session_new_from_cmm_2最
新のバージョンでとを使用する場合 1. x バージョンで
は、aws_cryptosdk_session_set_commitment_policyCOMMITMENT_POLICY_FORBID_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPTコ
ミットメントポリシーの値を使用して関数を呼び出す必要があります。バージョン 
2.0 の場合。 x 以降、この関数の呼び出しはオプションであり、すべての有効な値
を取ります。バージョン 2.0 のデフォルトのコミットメントポリシー。 x 以降はで
すCOMMITMENT_POLICY_REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT。

詳しい例については、string.cpp を参照してください。

/* Load error strings for debugging */
aws_cryptosdk_load_error_strings();

/* Create an AWS KMS keyring */
const char * key_arn = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
struct aws_cryptosdk_keyring *kms_keyring = 
 Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder().Build(key_arn);

/* Create an encrypt session with a CommitmentPolicy setting */
struct aws_cryptosdk_session *encrypt_session = 
 aws_cryptosdk_session_new_from_keyring_2( 
    alloc, AWS_CRYPTOSDK_ENCRYPT, kms_keyring);

aws_cryptosdk_keyring_release(kms_keyring);
aws_cryptosdk_session_set_commitment_policy(encrypt_session, 
    COMMITMENT_POLICY_FORBID_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT);

...
/* Encrypt your data */

size_t plaintext_consumed_output;
aws_cryptosdk_session_process(encrypt_session, 
                              ciphertext_output, 
                              ciphertext_buf_sz_output, 
                              ciphertext_len_output, 
                              plaintext_input, 
                              plaintext_len_input, 
                              &plaintext_consumed_output)
...

/* Create a decrypt session with a CommitmentPolicy setting */

struct aws_cryptosdk_keyring *kms_keyring = 
 Aws::Cryptosdk::KmsKeyring::Builder().Build(key_arn);
struct aws_cryptosdk_session *decrypt_session = 
 *aws_cryptosdk_session_new_from_keyring_2( 
        alloc, AWS_CRYPTOSDK_DECRYPT, kms_keyring);
aws_cryptosdk_keyring_release(kms_keyring);
aws_cryptosdk_session_set_commitment_policy(decrypt_session, 
        COMMITMENT_POLICY_FORBID_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT);

/* Decrypt your ciphertext */
size_t ciphertext_consumed_output;
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aws_cryptosdk_session_process(decrypt_session, 
                              plaintext_output, 
                              plaintext_buf_sz_output, 
                              plaintext_len_output, 
                              ciphertext_input, 
                              ciphertext_len_input, 
                              &ciphertext_consumed_output)

C# / .NET

require-encrypt-require-decryptこの値はAWS Encryption SDK for .NET のすべてのバー
ジョンにおけるデフォルトのコミットメントポリシーです。ベストプラクティスとして明示的に
設定できますが、必須ではありません。ただし、AWS Encryption SDK for .NET を使用してAWS 
Encryption SDK Without key Commitment の別の言語実装で暗号化された暗号文を復号化する場合
は、REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPTコミットメントポリシーの値をまたはに変更する必要があ
りますFORBID_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT。さもないと、暗号化テキストを復号化することができ
ません。

AWS Encryption SDKfor .NET では、のインスタンスにコミットメントポリシーを設定しますAWS 
Encryption SDK。AwsEncryptionSdkConfigCommitmentPolicyパラメータを使用してオブジェ
クトをインスタンス化し、AWS Encryption SDK設定オブジェクトを使用してインスタンスを作成しま
す。次に、Encrypt()Decrypt()AWS Encryption SDK設定したインスタンスのおよびメソッドを呼
び出します。

この例ではコミットメントポリシーをに設定しますrequire-encrypt-allow-decrypt。

// Instantiate the material providers
var materialProviders = 
    
 AwsCryptographicMaterialProvidersFactory.CreateDefaultAwsCryptographicMaterialProviders();

// Configure the commitment policy on the AWS Encryption SDK instance
var config = new AwsEncryptionSdkConfig
{ 
    CommitmentPolicy = CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT
};
var encryptionSdk = AwsEncryptionSdkFactory.CreateAwsEncryptionSdk(config);

string keyArn = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";

var encryptionContext = new Dictionary<string, string>()
{ 
    {"purpose", "test"}encryptionSdk
};

var createKeyringInput = new CreateAwsKmsKeyringInput
{ 
    KmsClient = new AmazonKeyManagementServiceClient(), 
    KmsKeyId = keyArn
};
var keyring = materialProviders.CreateAwsKmsKeyring(createKeyringInput);

// Encrypt your plaintext data
var encryptInput = new EncryptInput
{ 
    Plaintext = plaintext, 
    Keyring = keyring, 
    EncryptionContext = encryptionContext
};
var encryptOutput = encryptionSdk.Encrypt(encryptInput);

// Decrypt your ciphertext
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var decryptInput = new DecryptInput
{ 
    Ciphertext = ciphertext, 
    Keyring = keyring
};
var decryptOutput = encryptionSdk.Decrypt(decryptInput);

AWS Encryption CLI

AWS Encryption CLI でコミットメントポリシーを設定するには、--commitment-policy パラメー
タを使用します。このパラメータはバージョン 1.8.x で導入されました。

最新では 1. x バージョンでは、--encrypt or--wrapping-keys--decrypt コマンドでパラメータ
を使用する場合は、--commitment-policyforbid-encrypt-allow-decrypt値を含むパラメー
タが必要です。そうでない場合、--commitment-policy パラメータは無効です。

バージョン 2.1. x の場合。 x 以降、--commitment-policyパラメータはオプションであり、デ
フォルトで、キーコミットメントなしで暗号化された暗号化テキストは暗号化または復号化されませ
ん。require-encrypt-require-decryptただし、メンテナンスとトラブルシューティングに役立
つように、すべての暗号化および復号呼び出しでコミットメントポリシーを明示的に設定することを
お勧めします。

この例ではコミットメントポリシーを設定します。また、バージョン 1.8.x 以降、--master-keys
パラメータを置き換える --wrapping-keys パラメータを使用します。詳細については、「the 
section called “AWS KMS マスターキープロバイダーの更新” (p. 208)」を参照してください。完全な
例については、「の例AWS暗号化 CLI (p. 129)」を参照してください。

\\ To run this example, replace the fictitious key ARN with a valid value.  
$ keyArn=arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

\\ Encrypt your plaintext data - no change to algorithm suite used
$ aws-encryption-cli --encrypt \ 
                     --input hello.txt \ 
                     --wrapping-keys key=$keyArn \ 
                      --commitment-policy forbid-encrypt-allow-decrypt \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --encryption-context purpose=test \ 
                     --output .

\\ Decrypt your ciphertext - supports key commitment on 1.7 and later
$ aws-encryption-cli --decrypt \ 
                     --input hello.txt.encrypted \ 
                     --wrapping-keys key=$keyArn \ 
                      --commitment-policy forbid-encrypt-allow-decrypt \ 
                     --encryption-context purpose=test \ 
                     --metadata-output ~/metadata \ 
                     --output .

Java

AWS Encryption SDK for Java のバージョン 1.7.x 以降、AWS Encryption SDK クライアントを表すオ
ブジェクトである AwsCrypto のインスタンスにコミットメントポリシーを設定します。このコミッ
トメントポリシーは、そのクライアントで呼び出されるすべての暗号化および復号オペレーションに
適用されます。

AwsCrypto()コンストラクターは最新の1では廃止されました。 の x バージョンはAWS 
Encryption SDK for Java、バージョン 2.0 で削除されました。 x。これは、新しい Builder クラ
ス、Builder.withCommitmentPolicy() メソッド、CommitmentPolicy 列挙型に置き換わりま
す。

最新では 1. x バージョンで
は、BuilderBuilder.withCommitmentPolicy()CommitmentPolicy.ForbidEncryptAllowDecryptク

218



AWS Encryption SDK デベロッパーガイド
コミットメントポリシーの設定方法

ラスにはメソッドと引数が必要です。バージョン 2.0.x 以
降、Builder.withCommitmentPolicy() メソッドはオプションであり、デフォルト値は
CommitmentPolicy.RequireEncryptRequireDecrypt です。

完全な例については、SetCommitmentPolicyExample.java を参照してください。

// Instantiate the client
final AwsCrypto crypto = AwsCrypto.builder()
    .withCommitmentPolicy(CommitmentPolicy.ForbidEncryptAllowDecrypt)
    .build();

// Create a master key provider in strict mode (p. 208)
String awsKmsKey = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";

KmsMasterKeyProvider masterKeyProvider = KmsMasterKeyProvider.builder() 
    .buildStrict(awsKmsKey);

// Encrypt your plaintext data
CryptoResult<byte[], KmsMasterKey> encryptResult = crypto.encryptData( 
    masterKeyProvider, 
    sourcePlaintext, 
    encryptionContext);
byte[] ciphertext = encryptResult.getResult();

// Decrypt your ciphertext
CryptoResult<byte[], KmsMasterKey> decryptResult = crypto.decryptData( 
        masterKeyProvider, 
        ciphertext);
byte[] decrypted = decryptResult.getResult();

JavaScript

AWS Encryption SDK for JavaScript のバージョン 1.7.x 以降では、AWS Encryption SDK クライアン
トをインスタンス化する新しい buildClient 関数を呼び出すときにコミットメントポリシーを設
定できます。buildClient 関数は、コミットメントポリシーを表す列挙値を取ります。更新された
encrypt 関数と decrypt 関数が返されて、暗号化および復号化時にコミットメントポリシーが適用
されます。

最新では 1. x バージョンの場
合、buildClientCommitmentPolicy.FORBID_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPTこの関数には引数が必
要です。バージョン 2.0.x 以降、コミットメントポリシー引数はオプションであり、デフォルト値は
CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT です。

Node.js とブラウザのコードは、ブラウザが認証情報を設定するためのステートメントを必要とする
点を除いて、この目的では同じです。

次の例では、AWS KMS キーリングを使用してデータを暗号化します。buildClient新しい関数は、
コミットメントポリシーをFORBID_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT、最新のデフォルト値の 1 に設定し
ます。 x バージョン buildClient が返すアップグレード済みの encrypt 関数と decrypt 関数で
は、設定したコミットメントポリシーが適用されます。

import { buildClient } from '@aws-crypto/client-node'
const { encrypt, decrypt } = buildClient(CommitmentPolicy.FORBID_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT)

// Create an AWS KMS keyring
const generatorKeyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/ExampleAlias'
const keyIds = ['arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab']
const keyring = new KmsKeyringNode({ generatorKeyId, keyIds })
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// Encrypt your plaintext data
const { ciphertext } = await encrypt(keyring, plaintext, { encryptionContext: 
 context })

// Decrypt your ciphertext
const { decrypted, messageHeader } = await decrypt(keyring, ciphertext)

Python

AWS Encryption SDK for Python のバージョン 1.7.x 以降、AWS Encryption SDK クライアントを表
す新しいオブジェクトである EncryptionSDKClient のインスタンスにコミットメントポリシーを
設定します。設定したコミットメントポリシーは、クライアントのインスタンスを使用するすべての
encrypt 呼び出しと decrypt 呼び出しに適用されます。

最新では 1. x バージョンで
は、EncryptionSDKClientCommitmentPolicy.FORBID_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPTコンストラ
クターには列挙値が必要です。バージョン 2.0.x 以降、コミットメントポリシー引数はオプションで
あり、デフォルト値は CommitmentPolicy.REQUIRE_ENCRYPT_REQUIRE_DECRYPT です。

この例では新しい EncryptionSDKClient コンストラクタを使用して、コミットメントポリ
シーを 1.7.x のデフォルト値に設定します。コンストラクタは、AWS Encryption SDK を表すク
ライアントをインスタンス化します。このクライアントで、encrypt、decrypt、stream の
いずれかのメソッドを呼び出すと、設定したコミットメントポリシーが適用されます。この例で
は、StrictAwsKmsMasterKeyProvider クラスに新しいコンストラクタも使用し、暗号化時と復
号化時に AWS KMS keys を指定します。

詳しい例については、「set_commitment.py」を参照してください。

# Instantiate the client
client = 
 aws_encryption_sdk.EncryptionSDKClient(commitment_policy=CommitmentPolicy.FORBID_ENCRYPT_ALLOW_DECRYPT)

// Create a master key provider in strict mode (p. 208)
aws_kms_key = "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
aws_kms_strict_master_key_provider = StrictAwsKmsMasterKeyProvider( 
        key_ids=[aws_kms_key]
)

# Encrypt your plaintext data
ciphertext, encrypt_header = client.encrypt( 
        source=source_plaintext, 
        encryption_context=encryption_context, 
        master_key_provider=aws_kms_strict_master_key_provider
)

# Decrypt your ciphertext
decrypted, decrypt_header = client.decrypt( 
        source=ciphertext, 
        master_key_provider=aws_kms_strict_master_key_provider
)

最新バージョンへの移行に関するトラブルシュー
ティング

アプリケーションをバージョン 2.0 に更新する前にx以降AWS Encryption SDK、を最新に更新。xのバー
ジョンAWS Encryption SDKそして完全に展開してください。これにより、バージョン 2.0 への更新時に
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発生する可能性のあるほとんどのエラーを回避できます。x以降。例を含む詳細なガイダンスについては、
「移行するAWS Encryption SDK (p. 205)」を参照してください。

Important

最新のことを確認する 1.xバージョンはをバージョン 1.7 に更新。x以降AWS Encryption SDK。

Note

AWSEnenption CLI: 本ガイドでのバージョン 1.7 への参照情報xのAWS Encryption SDKをバー
ジョン 1.8 に更新。xのAWSEnenption CLI。このガイドで AWS Encryption SDK のバージョン 
2.0.x について言及することは、AWS Encryption CLI のバージョン 2.1.x にも適用されます。
新しいセキュリティ機能は、AWS Encryption CLI バージョン 1.7.x および 2.0.x で最初にリリー
スされました。ただし、AWS Encryption CLI バージョン 1.7.x はバージョン 1.8.x に、AWS 
Encryption CLI 2.0.x は 2.1.x に置き換わります。詳細については、関連の「」を参照してくださ
いセキュリティアドバイザリー()aws-encryption-sdk-cliのリension GitHub。

このトピックは、発生する可能性のある最も一般的なエラーを認識し、解決するのに役立つように設計さ
れています。

トピック
• 非推奨または削除されたオブジェクト (p. 221)
• 構成の競合: コミットメントポリシーとアルゴリズムスイート (p. 221)
• 構成の競合: コミットメントポリシーと暗号化テキスト (p. 222)
• キーコミットメントの検証の失敗 (p. 222)
• その他の暗号化の失敗 (p. 223)
• その他の復号化の失敗 (p. 223)
• ロールバックに関する考慮事項 (p. 223)

非推奨または削除されたオブジェクト
バージョン 2.0.x には、バージョン 1.7.x で非推奨になったレガシーコンストラクタ、メソッド、関数、ク
ラスの削除など、いくつかの重大な変更が含まれています。コンパイラのエラー、インポートエラー、構
文エラー、シンボルが見つからないエラー (プログラミング言語によって異なります) を回避するには、ま
ず、最新の 1 にアップグレードしてください。xのバージョンAWS Encryption SDKあなたのプログラミン
グ言語に更新。(これはバージョン 1.7 に更新。x以降。) 最新のものを使用しながら 1.xバージョン、元の
シンボルが削除される前に置換要素の使用を開始できます。

バージョン 2.0 にアップグレードする必要がある場合。xまたは後で直ちに、changelog を参照す
る (p. 198)使用中のプログラミング言語に合わせて、レガシーシンボルを変更履歴が推奨するシンボルに
置き換えます。

構成の競合: コミットメントポリシーとアルゴリズム
スイート
コミットメントポリシー (p. 11)と競合するアルゴリズムスイートを指定した場合は、暗号化の呼び出し
が構成の競合というエラーで失敗します。

このタイプのエラーを回避するには、アルゴリズムスイートを指定しないでください。デフォルトで
は、AWS Encryption SDK は、コミットメントポリシーと互換性のある最も安全なアルゴリズムを選択し
ます。ただし、署名なしなどのアルゴリズムスイートを指定する必要がある場合は、コミットメントポリ
シーと互換性のあるアルゴリズムスイートを必ず選択してください。
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コミットメントポリシー 互換性のあるアルゴリズムスイート

ForbidEncryptAllowDecrypt 次のようにキーコミットメントのないアルゴリズ
ムスイート
AES_256_GCM_IV12_TAG16_HKDF_SHA384_ECDSA_P384
(03 78 (p. 246)) (署名付き)

AES_256_GCM_IV12_TAG16_HKDF_SHA256 (01 
78 (p. 246)) (署名なし)

RequireEncryptAllowDecrypt

RequireEncryptRequireDecrypt

次のようにキーコミットメントのあるアルゴリズ
ムスイート
AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY_ECDSA_P384
(05 78 (p. 246)) (署名付き)

AES_256_GCM_HKDF_SHA512_COMMIT_KEY (04 
78 (p. 246)) (署名なし)

アルゴリズムスイートを指定していないときにこのエラーが発生した場合は、競合するアルゴリズムス
イートが暗号化マテリアルマネージャー (p. 9) (CMM) によって選択されている可能性があります。デフォ
ルト CMM では、競合するアルゴリズムスイートは選択されませんが、カスタム CMM はそれを選択する
可能性があります。ヘルプについては、カスタム CMM のドキュメントを参照してください。

構成の競合: コミットメントポリシーと暗号化テキス
ト
RequireEncryptRequireDecrypt コミットメントポリシー (p. 11)では、AWS Encryption SDK はキー
コミットメント (p. 10)なしで暗号化されたメッセージを復号できません。キーコミットメントのないメッ
セージの復号を AWS Encryption SDK に要求すると、構成の競合というエラーが返されます。

このエラーを回避するには、RequireEncryptRequireDecrypt コミットメントポリシーの設
定前に、キーコミットメントなしで暗号化されたすべての暗号化テキストを復号してキーコミット
メントありで再暗号化するか、別のアプリケーションによって処理してください。このエラーが発
生した場合は、競合する暗号化テキストのエラーを返すか、コミットメントポリシーを一時的に
RequireEncryptAllowDecrypt に変更できます。

バージョン 2.0 にアップグレードしたためにこのエラーが発生した場合。x1.7 より前のバージョン以
降。x最初に最新の 1 にアップグレードせずに。xバージョン 1.7. xxまたはそれ以降）、検討してくださ
いロールバック (p. 223)最新の1に。xバージョン2.0にアップグレードする前に、そのバージョンをすべ
てのホストにデプロイします。x以降。ヘルプについては、「AWS Encryption SDK を移行してデプロイす
る方法 (p. 206)」を参照してください。

キーコミットメントの検証の失敗
キーコミットメントで暗号化されたメッセージを復号するとき、「キーコミットメントの検証に失敗しま
した」というエラーメッセージが表示される場合があります。これは、暗号化されたメッセージ (p. 6)の
データキーがメッセージの一意のデータキーと同一ではないために復号呼び出しが失敗したことを示しま
す。復号時にデータキーを検証すると、キーコミットメント (p. 10)により、複数のプレーンテキストが生
成される可能性のあるメッセージを復号化しないように保護されます。

このエラーは、復号しようとした暗号化されたメッセージが、AWS Encryption SDK によって返されな
かったことを示します。これは、手動で作成されたメッセージであるか、データ破損の結果である可能性
があります。このエラーが発生した場合、アプリケーションはメッセージを拒否して続行するか、新しい
メッセージの処理を停止できます。
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その他の暗号化の失敗
暗号化は複数の理由で失敗する可能性があります。Discovery モードでは、AWS KMS 検出キーリン
グ (p. 58)またはマスターキープロバイダー (p. 208)を使用してメッセージを暗号化できません。

使用許可 (p. 52)のあるラッピングキーを含むキーリングまたはマスターキープロバイダーを暗号化に指定
してください。AWS KMS keys の権限に関するヘルプについては、「AWS Key Management Service デベ
ロッパーガイド」の「キーポリシーの表示」および「AWS KMS key へのアクセスの特定」を参照してく
ださい。

その他の復号化の失敗
暗号化されたメッセージを復号化しようとして失敗した場合は、AWS Encryption SDK がメッセージ内の
暗号化されたデータキーを復号できなかった (またはしなかった) ことを示します。

ラッピングキーを指定するキーリングまたはマスターキープロバイダーを使用した場合、AWS Encryption 
SDK では、指定したラッピングキーのみが使用されます。意図したラッピングキーを使用していて、
ラッピングキーの少なくとも 1 つに対する kms:Decrypt 権限があることを確認してください。AWS 
KMS keys を使用している場合は、フォールバックとして、Discovery モードで AWS KMS 検出キーリン
グ (p. 58)またはマスターキープロバイダー (p. 208)を使用してメッセージの復号を試すことができま
す。オペレーションが成功した場合は、プレーンテキストを返す前に、メッセージの復号に使用される
キーが信頼できるキーであることを確認します。

ロールバックに関する考慮事項
アプリケーションがデータの暗号化または復号化に失敗した場合は、通常、コードシンボル、キーリン
グ、マスターキープロバイダー、またはコミットメントポリシー (p. 11)を更新すると問題が解決すること
があります。ただし、場合によっては、アプリケーションを以前のバージョンの AWS Encryption SDK に
ロールバックすることが最善であると判断することもあります。

ロールバックする必要がある場合は、注意して実行してください。バージョン 1.7.x より前の AWS 
Encryption SDK では、キーコミットメント (p. 10)で暗号化された暗号化テキストを復号化できません。

• 最新からのロールバック 1.xを以前のバージョンに更新AWS Encryption SDK一般的に安全です。以前の
バージョンでサポートされていないシンボルやオブジェクトを使用するには、コードに加えた変更を元
に戻さなければならない場合があります。

• キーコミットメントを使用して暗号化を開始したら (コミットメントポリシーを次のように設
定)RequireEncryptAllowDecrypt) をバージョン 2.0 に更新。x以降、をバージョン 1.7 にロール
バックできます。xただし、以前のバージョンには適用されません。バージョン 1.7.x より前の AWS 
Encryption SDK では、キーコミットメント (p. 10)で暗号化された暗号化テキストを復号化できません。

すべてのホストがキーコミットメントで復号化できるようになる前に、誤ってキーコミットによる暗号化
を有効にした場合は、ロールバックするのではなく、ロールアウトを続行することをお勧めします。メッ
セージが一時的であるか、安全にドロップできる場合は、メッセージの損失を伴うロールバックを検討し
てください。ロールバックが必要な場合は、すべてのメッセージを復号化して再暗号化するツールを作成
することを検討してください。
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よくある質問
• AWS Encryption SDK と AWS SDK の違いはなんですか? (p. 224)
• AWS Encryption SDK と Amazon S3 暗号化クライアントの違いはなんですか? (p. 224)
• AWS Encryption SDK では、どのような暗号化アルゴリズムがサポートされていますか? また、デフォ

ルトは何ですか? (p. 225)
• 初期化ベクター (IV) はどのように生成され、どこに保存されますか? (p. 225)
• 各データキーはどのように生成、暗号化、および復号されますか? (p. 225)
• データを暗号化するために使用されたデータキーを追跡するにはどうすればよいですか? (p. 225)
• AWS Encryption SDK は、暗号化されたデータと暗号化されたデータキーをどのように保存します

か? (p. 225)
• AWS Encryption SDK のメッセージ形式によって、暗号化されたデータに生じるオーバーヘッドはどの

くらいですか? (p. 226)
• 独自のマスターキープロバイダーを使用できますか? (p. 226)
• 複数のラッピングキーでデータを暗号化できますか? (p. 226)
• AWS Encryption SDK では、どのデータ型を暗号化できますか? (p. 226)
• AWS Encryption SDK はどのように入力/出力 (I/O) ストリームの暗号化と復号を行いますか? (p. 226)

AWS Encryption SDK と AWS SDK の違いはなんですか?

-AWSSDKAmazon Web Services やり取りするためのライブラリを提供する (AWS) を含む。AWS 
Key Management Service(AWS KMS). 言語実装のいくつかは、AWS Encryption SDKなどであ
る。AWS Encryption SDK.NET の場合 (p. 81)とすると、常に必要とするAWS同じプログラミング言
語の SDK。他の言語実装では、対応する言語が必要です。AWSSDK を使用する場合のみAWS KMS
キーリングまたはマスターキープロバイダーのキー。詳細については、のプログラミング言語に関す
るトピックを参照してください。AWS Encryption SDK のプログラミング言語 (p. 71)。

♪AWS対話する SDKAWS KMS、少量のデータ（対称暗号化キーで最大4,096バイト）の暗号化と復
号化、クライアント側の暗号化用のデータキーの生成などが含まれます。ただし、データキーを生成
するときは、外部のデータキーを使用してデータを暗号化するなど、暗号化と復号化のプロセス全体
を管理する必要があります。AWS KMSで、プレーンテキストデータキーを安全に破棄し、暗号化さ
れたデータキーを保存してから、データキーを復号化してデータを復号化します。-AWS Encryption 
SDKは、このプロセスを処理します。

-AWS Encryption SDKには、業界標準とベストプラクティスを使用してデータを暗号化および復号で
きます。データキーを生成し、指定したラッピングキーで暗号化して暗号化されたメッセージでは、
暗号化されたデータと復号に必要な暗号化されたデータキーを含むポータブルデータオブジェクトで
す。復号化するときには、暗号化されたメッセージと少なくとも1つのラッピングキー（オプション）
を渡し、AWS Encryption SDKはプレーンテキストのデータを返します。

次を使用できます。AWS KMS keysでキーをラッピングしてAWS Encryption SDKが必須ではありま
せん。生成した暗号化キー、およびキーマネージャまたはオンプレミスのハードウェアセキュリティ
モジュールから暗号化キーを使用できます。♪AWS Encryption SDKがなくてもAWSアカウント.

AWS Encryption SDK と Amazon S3 暗号化クライアントの違いはなんですか?

-Amazon S3 暗号化クライアントのAWSSDK は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に保
存したデータの暗号化と復号を行います。これらのクライアントは、Amazon S3 と緊密に連携してお
り、そこに格納されているデータにのみ使用されることを意図しています。

AWS Encryption SDK は、どこに保存したデータでも暗号化と復号を行うことができます。AWS 
Encryption SDK と Amazon S3 の暗号化クライアントは、これらが異なるデータ形式で暗号化テキス
トを生成するため、互換性がありません。
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AWS Encryption SDK では、どのような暗号化アルゴリズムがサポートされていますか? また、デフォル
トは何ですか?

-AWS Encryption SDKでは、AES-GCM (Advanced Encryption Standard (AES) 対称アルゴリズムの 
Galois/Counter Mode (GCM) を使用して、データを暗号化します。複数の対称アルゴリズムと非対称
アルゴリズムから選択して、データを暗号化するデータキーを暗号化できます。

AES-GCM の場合、デフォルトのアルゴリズムスイートは 256 ビットキー、キー派生 (HKDF) を持つ 
AES-GCM です。デジタル署名 (p. 12), およびキーコミットメント (p. 10)。AWS Encryption SDKま
た、デジタル署名およびキーコミットメントなしで 192 ビット、128 ビットの暗号化キーおよび暗号
化アルゴリズムをサポートしています。

すべてのケースで、初期化ベクター (IV) の長さは 12 バイトで、認証タグの長さは 16 バイトです。デ
フォルトでは、SDK はデータキーを HMAC ベースへの入力として使用します。 extract-and-expand 
キー取得関数 (HKDF) を使用して AES-GCM 暗号化キーを取得します。また、Elliptic Curve Digital 署
名アルゴリズム (ECDSA) 署名を追加します。

使用するアルゴリズムの選択については、「サポートされているアルゴリズムスイート (p. 14)」を参
照してください。

サポートされているアルゴリズムの実装の詳細については、「アルゴリズムのリファレン
ス (p. 246)」を参照してください。

初期化ベクター (IV) はどのように生成され、どこに保存されますか?

-AWS Encryption SDKでは、フレームごとに異なる IV 値を構築します。この手順では、IV がメッ
セージ内で繰り返されないことが保証されます。(以前のバージョン 1.3.0 よりAWS Encryption SDK 
for JavaとAWS Encryption SDK for Pythonとすると、AWS Encryption SDKフレームごとに一意の IV 
値をランダムに生成します。

IV は暗号化されたメッセージに保存されます。AWS Encryption SDKはを返します。詳細について
は、「AWS Encryption SDK のメッセージ形式のリファレンス (p. 228)」を参照してください。

各データキーはどのように生成、暗号化、および復号されますか?

このメソッドは、使用するキーリングまたはマスターキープロバイダーによって異なります。

-AWS KMSのキーリングおよびマスターキープロバイダーAWS Encryption SDKを使用します。AWS 
KMS GenerateDataKey各データキーを生成し、ラッピングキーの下で暗号化する API オペレーショ
ン。追加の KMS キーでデータキーのコピーを暗号化するには、AWS KMS Encryptオペレーション. 
データキーを復号化するには、AWS KMS Decryptオペレーション. 詳細については、「」を参照して
ください。AWS KMSキーリングのAWS Encryption SDKの仕様 GitHub。

他のキーリングでは、各プログラミング言語のベストプラクティス方法を使用して、データキーを生
成し、暗号化し、復号化します。詳細については、のキーリングまたはマスターキープロバイダーの
仕様を参照してください。フレームワークのセクションのAWS Encryption SDKの仕様 GitHub。

データを暗号化するために使用されたデータキーを追跡するにはどうすればよいですか?

これは、AWS Encryption SDK によって行われます。データを暗号化する場合、SDK によってデータ
キーが暗号化され、返された暗号化されたメッセージ (p. 9)の暗号化されたデータと共に暗号化された
キーが保存されます。データを復号する場合、AWS Encryption SDK は暗号化されたメッセージから
暗号化されたデータキーを抽出し、それを復号してデータの復号に使用します。

AWS Encryption SDK は、暗号化されたデータと暗号化されたデータキーをどのように保存しますか?

AWS Encryption SDK の暗号化オペレーションでは、暗号化されたデータとその暗号化されたデータ
キーを含む単一のデータ構造である暗号化されたメッセージ (p. 9)が返されます。メッセージ形式は
少なくとも 2 つの部分 (ヘッダーと本文) で構成されます。メッセージヘッダーには、暗号化された
データキーと、メッセージ本文の構成に関する情報が含まれています。メッセージ本文には、暗号化
データが含まれます。アルゴリズムスイートにデジタル署名 (p. 12)が含まれる場合、メッセージ形式
には、署名を含むフッターが含まれます。(詳細については、「AWS Encryption SDK のメッセージ形
式のリファレンス (p. 228)」を参照してください)
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AWS Encryption SDK のメッセージ形式によって、暗号化されたデータに生じるオーバーヘッドはどのく
らいですか?

AWS Encryption SDK によって生じるオーバーヘッドの大きさは、以下のようないくつかの要因に
よって異なります。
• プレーンテキストデータのサイズ
• どのサポートされているアルゴリズムが使用されているか
• 追加認証データ (AAD) が提供されているかどうか、およびその AAD の長さ
• ラッピングキーまたはマスターキーの数と種類
• フレームサイズ (フレームデータ (p. 235)が使用される場合)

AWS Encryption SDK をデフォルト設定 (ラッピングキー (またはマスターキー) として 1 個の AWS 
KMS key、AAD なし、フレーム化されていないデータ、署名付き暗号化アルゴリズム) で使用する場
合、オーバーヘッドは約 600 バイトです。一般的に、AWS Encryption SDK で生じるオーバーヘッ
ドは、AAD がない場合で 1 KB 以下と考えることができます。(詳細については、「AWS Encryption 
SDK のメッセージ形式のリファレンス (p. 228)」を参照してください)

独自のマスターキープロバイダーを使用できますか?

はい。実装の詳細は、どのサポートされているプログラミング言語 (p. 71)を使用するかによって異
なります。ただし、サポートされているすべての言語で、カスタムの暗号化マテリアルマネージャー 
(CMM) (p. 9)、マスターキープロバイダー、キーリング、マスターキー、およびラッピングキーを定
義できます。

複数のラッピングキーでデータを暗号化できますか?

はい。追加のラッピングキー (またはマスターキー) を使用してデータキーを暗号化することで、キー
が別のリージョンにある場合や復号のために使用できない場合に備えて冗長性を保つことができま
す。

複数のラッピングキーでデータを暗号化するには、複数のラッピングキーを持つキーリングまたはマ
スターキープロバイダーを作成します。キーリングを使用する場合は、複数のラッピングキーを持つ 
1 つのキーリング (p. 53)かマルチキーリング (p. 68)を作成できます。

複数のラッピングキーでデータを暗号化すると、AWS Encryption SDK1 つのラッピングキーを使用し
て、プレーンテキストデータキーを生成します。データキーは一意であり、ラッピングキーと数学的
に無関係です。このオペレーションでは、プレーンテキストのデータキーと、ラッピングキーで暗号
化されたデータキーのコピーが返されます。次に、暗号化メソッドは、データキーを他のラッピング
キーで暗号化します。結果として得られる暗号化されたメッセージ (p. 9)には、暗号化されたデータと
各ラッピングキーで 1 つずつ暗号化された一組のデータキーが含まれます。

暗号化されたメッセージは、暗号化オペレーションで使用されるラッピングキーのいずれかを使用し
て復号できます。-AWS Encryption SDKは、ラッピングキーを使用して、暗号化されたデータキーを
復号します。次に、そのプレーンテキストのデータキーを使用してデータを復号します。

AWS Encryption SDK では、どのデータ型を暗号化できますか?

のプログラミング言語実装のほとんどAWS Encryption SDKは、未加工のバイト (バイト配列)、I/O ス
トリーム (バイトストリーム)、文字列を暗号化できます。-AWS Encryption SDK.NET では I/O スト
リームはサポートされていません。AWS では、サポートされている各プログラミング言語 (p. 71)で
のコード例を提供しています。

AWS Encryption SDK はどのように入力/出力 (I/O) ストリームの暗号化と復号を行いますか?

AWS Encryption SDK は元の I/O ストリームをラップする暗号化ストリームまたは復号ストリームを
作成します。暗号化や復号のストリームは、読み取りまたは書き込みの呼び出しに対して暗号化オ
ペレーションを実行します。たとえば、基盤となるストリームでプレーンテキストのデータを読み
取り、結果を返す前に暗号化できます。または、基盤となるストリームから暗号化テキストを読み取
り、結果を返す前に復号できます。では、ストリームを暗号化および復号するためのサンプルコード
を提供します。サポートされているプログラミング言語 (p. 71)ストリーミングをサポートしている。
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-AWS Encryption SDK.NET では I/O ストリームはサポートされていません。
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AWS Encryption SDK リファレンス
このページの情報は、AWS Encryption SDK と互換性のある独自の暗号化ライブラリを構築するための
リファレンスです。互換性のある独自の暗号化ライブラリを構築しない場合は、この情報は必要ありま
せん。

サポートされているプログラム言語のいずれかで AWS Encryption SDK を使用するには、「プログラミ
ング言語 (p. 71)」を参照してください。

適切なAWS Encryption SDK実装の要素を定義する仕様については、「AWS Encryption SDK仕様」を参
照してください GitHub。

AWS Encryption SDK は、サポートされているアルゴリズム (p. 14)を使用して、暗号化されたデータと
それに対応する暗号化されたデータキーを含む単一のデータ構造であるメッセージを返します。以下のト
ピックでは、アルゴリズムおよびデータ構造について説明します。この情報を使用して、この SDK と互換
性のある暗号化テキストを読み書きできるライブラリを構築します。

トピック
• AWS Encryption SDK のメッセージ形式のリファレンス (p. 228)
• AWS Encryption SDK のメッセージ形式の例 (p. 238)
• AWS Encryption SDK の本文追加認証データ (AAD) のリファレンス (p. 245)
• AWS Encryption SDK のアルゴリズムのリファレンス (p. 246)
• AWS Encryption SDK の初期化ベクトルのリファレンス (p. 249)

AWS Encryption SDK のメッセージ形式のリファレ
ンス

このページの情報は、AWS Encryption SDK と互換性のある独自の暗号化ライブラリを構築するための
リファレンスです。互換性のある独自の暗号化ライブラリを構築しない場合は、この情報は必要ありま
せん。

サポートされているプログラム言語のいずれかで AWS Encryption SDK を使用するには、「プログラミ
ング言語 (p. 71)」を参照してください。

適切なAWS Encryption SDK実装の要素を定義する仕様については、「AWS Encryption SDK仕様」を参
照してください GitHub。

AWS Encryption SDK の暗号化オペレーションでは、暗号化されたデータ (暗号化テキスト) と暗号化され
たすべてのデータキーを含む単一のデータ構造である暗号化されたメッセージ (p. 9)が返されます。この
データ構造を理解したり、それを読み書きするライブラリを構築するには、メッセージ形式を理解してお
く必要があります。

メッセージ形式は少なくとも 2 つの部分 (ヘッダーと本文) で構成されます。場合によって、メッセージ
形式は 3 番目の部分、フッター で構成されます。メッセージ形式は、ビッグエンディアン形式とも呼ば
れる、ネットワークバイト順で順序付けられたバイトシーケンスを定義します。メッセージ形式は、ヘッ
ダーで始まり、その後に本文、続いてフッターの順に続きます (ある場合)。
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AWS Encryption SDK によってサポートされるアルゴリズムスイート (p. 246)では、2 つのメッセージ
形式バージョンのいずれかを使用します。キーコミットメント (p. 10)がないアルゴリズムスイートでは、
メッセージ形式バージョン 1 を使用します。キーコミットメントがあるアルゴリズムスイートでは、メッ
セージ形式バージョン 2 を使用します。

トピック
• ヘッダーの構造 (p. 229)
• 本文の構造 (p. 234)
• フッターの構造 (p. 237)

ヘッダーの構造
メッセージヘッダーには、暗号化されたデータキーと、メッセージ本文の構成に関する情報が含まれてい
ます。以下の表では、メッセージ形式バージョン 1 および 2 のヘッダーを形成するフィールドについて説
明します。バイトは示されている順に追加されます。

「なし」は、フィールドがそのバージョンのメッセージ形式に存在しないことを示します。太字テキス
トは、各バージョンで異なる値を示します。

Note

この表のすべてのデータを表示するには、水平または垂直にスクロールする必要があります。

ヘッダーの構造

フィールド メッセージ形式バージョン 1

長さ (バイト)

メッセージ形式バージョン 2

長さ (バイト)

バージョン (p. 230) 1 1

タイプ (p. 230) 1 存在しない

アルゴリズム ID (p. 230) 2 2

メッセージ ID (p. 230) 16 32

AAD の長さ (p. 230) 2

暗号化コンテキスト (p. 8)が空
の場合、2 バイトの AAD の長さ
フィールドの値は 0 です。

2

暗号化コンテキスト (p. 8)が空
の場合、2 バイトの AAD の長さ
フィールドの値は 0 です。

AAD (p. 230) 変数。このフィールドの長さ
は、前の 2 バイト (AAD の長さ
フィールド) に表示されます。

暗号化コンテキスト (p. 8)が空の
場合、ヘッダーに AAD フィール
ドはありません。

変数。このフィールドの長さ
は、前の 2 バイト (AAD の長さ
フィールド) に表示されます。

暗号化コンテキスト (p. 8)が空の
場合、ヘッダーに AAD フィール
ドはありません。

暗号化されたデータキーの
数 (p. 231)

2 2

暗号化されたデータ
キー (p. 231)

変数。暗号化されたデータキー
の数とそれぞれの長さによって
決まります。

変数。暗号化されたデータキー
の数とそれぞれの長さによって
決まります。

コンテンツタイプ (p. 232) 1 1
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フィールド メッセージ形式バージョン 1

長さ (バイト)

メッセージ形式バージョン 2

長さ (バイト)

リザーブド (p. 233) 4 存在しない

IV の長さ (p. 233) 1 存在しない

フレームの長さ (p. 233) 4 4

アルゴリズムスイートデー
タ (p. 233)

存在しない 変数。メッセージを生成したア
ルゴリズム (p. 246)によって決
まります。

ヘッダー認証 (p. 233) 変数。メッセージを生成したア
ルゴリズム (p. 246)によって決
まります。

変数。メッセージを生成したア
ルゴリズム (p. 246)によって決
まります。

バージョン

このメッセージ形式のバージョン。バージョンは 1 または 2 で、16 進数表記のバイト 01 または 02
としてエンコードされます。

タイプ

このメッセージ形式のタイプ。タイプは構造の種類を示します。カスタマー認証暗号化データとして
示されるタイプのみがサポートされています。そのタイプの値は 128 で、16 進数表記のバイト 80 で
エンコードされます。

このフィールドは、メッセージ形式バージョン 2 では存在しません。
アルゴリズム ID

使用されるアルゴリズムの識別子。これは 16 ビットの符号なし整数として解釈される 2 バイトの
値です。アルゴリズムの詳細については、「AWS Encryption SDK のアルゴリズムのリファレン
ス (p. 246)」を参照してください。

メッセージ ID

メッセージを識別するランダムに生成された値。メッセージ ID｡
• 暗号化されたメッセージを一意に識別します。
• メッセージヘッダーを、メッセージ本文に弱くバインドします。
• 複数の暗号化されたメッセージでデータキーを安全に再利用するためのメカニズムを提供します。
• AWS Encryption SDK でのデータキーの誤った再利用や失効を防ぎます。

この値は、メッセージ形式バージョン 1 で 128 ビット、バージョン 2 では 256 ビットです。
AAD の長さ

追加認証データ (AAD) の長さ。これは、AAD を含むバイト数を指定する 16 ビットの符号なし整数と
して解釈される 2 バイトの値です。

暗号化コンテキスト (p. 8)が空の場合、AAD の長さフィールドの値は 0 です。
AAD

追加認証データ。AAD は、暗号化コンテキスト (p. 8)のエンコードです。キーと値の各ペアが UTF-8 
エンコード文字の文字列のキーと値のペアの配列です。暗号化コンテキストはバイトシーケンスに変
換され、AAD 値に使用されます。暗号化コンテキストが空の場合、ヘッダーに AAD フィールドはあ
りません。
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署名付きのアルゴリズム (p. 246)を使用する場合、暗号化コンテキストにはキーと値のペア {'aws-
crypto-public-key', Qtxt} が含まれている必要があります。Qtxt は、SEC 1 バージョン 2.0 に
基づいて圧縮され、その後 base64 でエンコードされた楕円曲線点 Q を表します。暗号化コンテキス
トには、追加の値を含めることができますが、構築された AAD の最大長は 2^16 - 1 バイトです。

以下の表では、AAD を形成するフィールドについて説明します。キーと値のペアは、UTF-8 文字コー
ドに基づいて昇順でキーごとにソートされます。バイトは示されている順に追加されます。

AAD の構造

フィールド 長さ (バイト)

キーと値のペアの数 (p. 231) 2

キー長 (p. 231) 2

キー (p. 231) 変数。前の 2 バイト (キーの長さ) で指定された
値と同じです。

値の長さ (p. 231) 2

値 (p. 231) 変数。前の 2 バイト (値の長さ) で指定された値
と同じです。

キーと値のペアの数

AAD 内のキーと値のペアの数。これは、AAD でキーと値のペアの数を指定する 16 ビットの符号
なし整数として解釈される 2 バイトの値です。AAD 内のキーと値のペアの最大数は 2^16 - 1 で
す。

暗号化コンテキストが存在しない場合、または暗号化コンテキストが空の場合、このフィールド
は AAD 構造内に存在しません。

キー長

キーと値のペアのキーの長さ。これは、キーを含むバイト数を指定する 16 ビットの符号なし整数
として解釈される 2 バイトの値です。

キー

キーと値のペアのキー。UTF-8 でエンコードされたバイトのシーケンスです。
値の長さ

キーと値のペアの値の長さ。これは、値を含むバイト数を指定する 16 ビットの符号なし整数とし
て解釈される 2 バイトの値です。

値

キーと値のペアの値。UTF-8 でエンコードされたバイトのシーケンスです。
暗号化されたデータキーの数

暗号化されたデータキーの数。これは、暗号化されたデータキーの数を指定する 16 ビットの符号
なし整数として解釈される 2 バイトの値です。各メッセージの暗号化されたデータキーの最大数は 
65,535 (2^16 - 1) です。

暗号化されたデータキー

暗号化されたデータキーのシーケンス。シーケンスの長さは暗号化されたデータキーの数とそれぞれ
の長さによって決まります。シーケンスには、少なくとも 1 つの暗号化されたデータキーが含まれて
います。
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以下の表では、暗号化された各データキーを形成するフィールドについて説明します。バイトは示さ
れている順に追加されます。

暗号化されたデータキーの構造

フィールド 長さ (バイト)

キープロバイダー ID の長さ (p. 232) 2

キープロバイダー ID (p. 232) 変数。前の 2 バイト (キープロバイダー ID の長
さ) で指定された値と同じです。

キープロバイダー情報の長さ (p. 232) 2

キープロバイダー情報 (p. 232) 変数。前の 2 バイト (キープロバイダー情報の長
さ) で指定された値と同じです。

暗号化されたデータキーの長さ (p. 232) 2

暗号化されたデータキー (p. 232) 変数。前の 2 バイト (暗号化されたデータキーの
長さ) で指定された値と同じです。

キープロバイダー ID の長さ

キープロバイダー ID の長さ。これは、キープロバイダー ID を含むバイト数を指定する 16 ビッ
トの符号なし整数として解釈される 2 バイトの値です。

キープロバイダー ID

キープロバイダー ID。これは、暗号化されたデータキーのプロバイダーを示すために使用され、
拡張することを目的としています。

キープロバイダー情報の長さ

キープロバイダー情報の長さ。これは、キープロバイダー情報を含むバイト数を指定する 16 ビッ
トの符号なし整数として解釈される 2 バイトの値です。

キープロバイダー情報

キープロバイダー情報 これはキープロバイダーによって決定されます。

AWS KMS がマスターキープロバイダーであるか、AWS KMS キーリングを使用している場合、
この値には、AWS KMS key の Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。

暗号化されたデータキーの長さ

暗号化されたデータキーの長さ。これは、暗号化されたデータキーを含むバイト数を指定する 16 
ビットの符号なし整数として解釈される 2 バイトの値です。

暗号化されたデータキー

暗号化されたデータキー これは、キープロバイダーによって暗号化されたデータ暗号化キーで
す。

コンテンツタイプ

暗号化されたデータのタイプ (フレーム化されていないデータまたはフレーム化されたデータ)。

Note

可能な限り、フレーム化されたデータを使用してください。AWS Encryption SDK では、従
来の使用方法でのみフレーム化されていないデータがサポートされます。AWS Encryption 
SDK のいくつかの言語実装では、フレーム化されていない暗号化テキストを生成できます。
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サポートされているすべての言語実装では、フレーム化された暗号化テキストとフレーム化
されていない暗号化文書を復号化できます。

フレーム化されたデータは同じ長さのパートに分割されます。各パートは別々に暗号化されます。フ
レーム化されたコンテンツはタイプ 2 で、16 進数表記のバイト 02 としてエンコードされます。

フレーム化されていないデータは分割されず、1 つの暗号化された BLOB になります。フレーム化さ
れていないコンテンツはタイプ 1 で、16 進数表記のバイト 01 としてエンコードされます。

リザーブド

予約された 4 バイトのシーケンスです。この値は、0 である必要があります。これは 16 進数でバイト
00 00 00 00 としてエンコードされます (つまり、0 と等しい 4 バイトシーケンスの 32 ビット整数
値)。

このフィールドは、メッセージ形式バージョン 2 では存在しません。
IV の長さ

初期化ベクトル (IV) の長さ。これは、IV を含むバイト数を指定する 8 ビットの符号なし整数として解
釈される 1 バイトの値です。この値はメッセージを生成したアルゴリズム (p. 246)の IV バイト値に
よって決まります。

このフィールドはメッセージ形式バージョン 2 には存在しません。バージョン 2 では、メッセージ
ヘッダーで確定的 IV 値を使用するアルゴリズムスイートのみがサポートされます。

フレームの長さ

フレーム化されたデータの各フレームの長さ。これは、各フレームのバイト数を指定する 32 ビット
の符号なし整数として解釈される 4 バイトの値です。データがフレーム化されていないとき、つまり
Content Type フィールドが 1 であるとき、この値は 0 である必要があります。

Note

可能な限り、フレーム化されたデータを使用してください。AWS Encryption SDK では、従
来の使用方法でのみフレーム化されていないデータがサポートされます。AWS Encryption 
SDK のいくつかの言語実装では、フレーム化されていない暗号化テキストを生成できます。
サポートされているすべての言語実装では、フレーム化された暗号化テキストとフレーム化
されていない暗号化文書を復号化できます。

アルゴリズムスイートデータ

メッセージを生成したアルゴリズム (p. 246)が必要とする補足データ。長さと内容はアルゴリズムに
よって決定されます。その長さは 0 になる場合があります。

このフィールドは、メッセージ形式バージョン 1 では存在しません。
ヘッダー認証

ヘッダー認証は、メッセージを生成したアルゴリズム (p. 246)よって決まります。ヘッダー認証は
ヘッダー全体で計算されます。IV と認証タグで構成されています。バイトは示されている順に追加さ
れます。

ヘッダー認証構造

フィールド バージョン 1.0 での長さ (バイ
ト)

バージョン 2.0 での長さ (バイ
ト)

IV (p. 234) 変数。メッセージを生成したア
ルゴリズム (p. 246)の IV バイ
ト値によって決まります。

該当なし
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フィールド バージョン 1.0 での長さ (バイ
ト)

バージョン 2.0 での長さ (バイ
ト)

認証タグ (p. 234) 変数。メッセージを生成したア
ルゴリズム (p. 246)の認証タ
グのバイト値によって決まりま
す。

変数。メッセージを生成したア
ルゴリズム (p. 246)の認証タ
グのバイト値によって決まりま
す。

IV

ヘッダー認証タグの計算に使用される初期化ベクトル (IV)。

このフィールドは、メッセージ形式バージョン 2 のヘッダーでは存在しません。メッセージ形式
バージョン 2 では、メッセージヘッダーで確定的 IV 値を使用するアルゴリズムスイートのみがサ
ポートされます。

認証タグ

ヘッダーの認証値。ヘッダーのコンテンツ全体を認証するために使用されます。

本文の構造
メッセージ本文には、暗号化テキストという暗号化されたデータが含まれています。本文の構造は、コン
テンツタイプ (フレーム化されていないコンテンツまたはフレーム化されたコンテンツ) によって異なりま
す。以下のセクションでは、各コンテンツタイプのメッセージ本文の形式について説明します。メッセー
ジ本文の構造は、メッセージ形式バージョン 1 および 2 で同じです。

トピック
• フレーム化されていないデータ (p. 234)
• フレーム化されたデータ (p. 235)

フレーム化されていないデータ
フレーム化されていないデータは、一意の IV と本文 AAD (p. 245) を含む 1 つの blob に暗号化されま
す。

Note

可能な限り、フレーム化されたデータを使用してください。AWS Encryption SDK では、従来の
使用方法でのみフレーム化されていないデータがサポートされます。AWS Encryption SDK のい
くつかの言語実装では、フレーム化されていない暗号化テキストを生成できます。サポートされ
ているすべての言語実装では、フレーム化された暗号化テキストとフレーム化されていない暗号
化文書を復号化できます。

以下の表に、フレーム化されていないデータを構成するフィールドを示します。バイトは示されている順
に追加されます。

フレーム化されていない本文構造

フィールド 長さ、バイト単位

IV (p. 235) 変数。ヘッダーの IV の長さ (p. 233) バイトで指
定された値と同じです。
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フィールド 長さ、バイト単位

暗号化されたコンテンツの長さ (p. 235) 8

暗号化されたコンテンツ (p. 235) 変数。前の 8 バイト (暗号化されたコンテンツの長
さ) で指定された値と同じです。

認証タグ (p. 235) 変数。使用されたアルゴリズムの実装 (p. 246)に
よって決定されます。

IV

暗号化アルゴリズム  (p. 246)で使用する初期化ベクトル (IV)。
暗号化されたコンテンツの長さ

暗号化されたコンテンツ、または暗号化テキストの長さ。これは、暗号化されたコンテンツを含むバ
イト数を指定する 64 ビットの符号なし整数として解釈される 8 バイトの値です。

技術的には、最大許容値は 2^63-1、または 8 エクスビバイト (8 EiB) です。ただし、実装されたアル
ゴリズム (p. 246)によって設定されている制限が原因で、実際の最大値は 2^36-32、または 64 ギビ
バイト (64 GiB) です。

Note

この SDK の Java 実装では、言語の制限により、この値はさらに 2^31-1 または 2 ギビバイ
ト (2 GiB) に制限されます。

暗号化されたコンテンツ

暗号化アルゴリズム (p. 246)によって返される暗号化されたコンテンツ (暗号化テキスト)。
認証タグ

本文の認証値。メッセージ本文を認証するために使用されます。

フレーム化されたデータ
フレーム化されたデータでは、プレーンテキストのデータはフレームと呼ばれる同じ長さのパートに分割
されます。AWS Encryption SDK では、一意の IV と本文 AAD (p. 245) を使用してそれぞれのフレームが
個別に暗号化されます。

Note

可能な限り、フレーム化されたデータを使用してください。AWS Encryption SDK では、従来の
使用方法でのみフレーム化されていないデータがサポートされます。AWS Encryption SDK のい
くつかの言語実装では、フレーム化されていない暗号化テキストを生成できます。サポートされ
ているすべての言語実装では、フレーム化された暗号化テキストとフレーム化されていない暗号
化文書を復号化できます。

フレームの長さ (p. 233) (フレーム内の暗号化されたコンテンツ (p. 236)の長さ) はメッセージごとに異
なります。フレームの最大バイト数は 2^32 - 1 です。メッセージの最大フレーム数は 2^32 - 1 です。

フレームには、通常と最終の 2 種類があります。すべてのメッセージは、最終フレームで構成するか、最
終フレームを含める必要があります。

1 つのメッセージのすべての通常フレームの長さは同じになります。最終フレームの長さは異なることが
できます。
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フレーム化されたデータのフレームの構成は、暗号化されたコンテンツの長さによって異なります。

• フレームの長さと同じである場合 — 暗号化されたコンテンツの長さが通常フレームの長さと同じ場合、
メッセージはデータを含む通常フレームとそれに続く長さがゼロ (0) の最終フレームで構成されます。
または、メッセージはデータを含む最終フレームのみで構成されます。この場合、最終フレームの長さ
は通常フレームと同じになります。

• フレームの長さの倍数である場合 — 暗号化されたコンテンツの長さが通常フレームの長さの倍数である
場合、メッセージはデータを含む通常フレームとそれに続く長さがゼロ (0) の最終フレームで終わりま
す。または、メッセージはデータを含む最終フレームで終わります。この場合、最終フレームの長さは
通常フレームと同じになります。

• フレームの長さの倍数ではない場合 — 暗号化されたコンテンツの長さが通常フレームの長さの倍数では
ない場合、最終フレームには残りのデータが含まれます。最終フレームの長さは通常フレームよりも短
くなります。

• フレームの長さよりも短い場合 — 暗号化されたコンテンツの長さが通常フレームの長さよりも短い場
合、メッセージはすべてのデータを含む最終フレームで構成されます。最終フレームの長さは通常フ
レームよりも短くなります。

以下の表では、フレームを形成するフィールドについて説明します。バイトは示されている順に追加され
ます。

フレーム化された本文構造、標準フレーム

フィールド 長さ、バイト単位

シーケンス番号 (p. 236) 4

IV (p. 236) 変数。ヘッダーの IV の長さ (p. 233) バイトで指
定された値と同じです。

暗号化されたコンテンツ (p. 236) 変数。ヘッダーの フレームの長さ (p. 233) で指
定された値と同じです。

認証タグ (p. 236) 変数。ヘッダーの アルゴリズム ID (p. 230) で指
定された、使用されているアルゴリズムによって
決定されます。

シーケンス番号

フレームシーケンス番号。これはフレームの増分カウンタです。これは 32 ビットの符号なし整数と
して解釈される 4 バイトの値です。

フレームデータはシーケンス番号 1 で始まる必要があります。後続のフレームは、順番に並んでいな
ければならず、1 つ前のフレームの増分を含む必要があります。それ以外の場合、復号プロセスは停
止して、エラーが表示されます。

IV

フレームの初期化ベクトル (IV)。SDK は、決定的メソッドを使用して、メッセージ内のフレームごと
に異なる IV を構築します。その長さは使用されるアルゴリズムスイート (p. 246)で指定されます。

暗号化されたコンテンツ

暗号化アルゴリズム (p. 246)によって返されるフレームの暗号化されたコンテンツ (暗号化テキス
ト)。

認証タグ

フレームの認証値。フレーム全体を認証するために使用されます。
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フレーム化された本文構造、最終フレーム

フィールド 長さ、バイト単位

終了シーケンス番号 (p. 237) 4

シーケンス番号 (p. 237) 4

IV (p. 237) 変数。ヘッダーの IV の長さ (p. 233) バイトで指
定された値と同じです。

暗号化されたコンテンツの長さ (p. 237) 4

暗号化されたコンテンツ (p. 237) 変数。前の 4 バイト (暗号化されたコンテンツの長
さ) で指定された値と同じです。

認証タグ (p. 237) 変数。ヘッダーの アルゴリズム ID (p. 230) で指
定された、使用されているアルゴリズムによって
決定されます。

終了シーケンス番号

最終フレームのインジケータです。その値は 16 進数表記の 4 バイト FF FF FF FF としてエンコー
ドされます。

シーケンス番号

フレームシーケンス番号。これはフレームの増分カウンタです。これは 32 ビットの符号なし整数と
して解釈される 4 バイトの値です。

フレームデータはシーケンス番号 1 で始まる必要があります。後続のフレームは、順番に並んでいな
ければならず、1 つ前のフレームの増分を含む必要があります。それ以外の場合、復号プロセスは停
止して、エラーが表示されます。

IV

フレームの初期化ベクトル (IV)。SDK は、決定的メソッドを使用して、メッセージ内のフレームごと
に異なる IV を構築します。IV の長さはアルゴリズムスイート (p. 246)によって指定されます。

暗号化されたコンテンツの長さ

暗号化されたコンテンツの長さ。これは、フレームの暗号化されたコンテンツを含むバイト数を指定
する 32 ビットの符号なし整数として解釈される 4 バイトの値です。

暗号化されたコンテンツ

暗号化アルゴリズム (p. 246)によって返されるフレームの暗号化されたコンテンツ (暗号化テキス
ト)。

認証タグ

フレームの認証値。フレーム全体を認証するために使用されます。

フッターの構造
署名付きのアルゴリズム (p. 246)を使用する場合、メッセージ形式にはフッターが含まれます。メッセー
ジフッターには、メッセージヘッダーおよび本文で計算されたデジタル署名 (p. 12)が含まれています。以
下の表では、フッターを形成するフィールドについて説明します。バイトは示されている順に追加されま
す。メッセージフッターの構造は、メッセージ形式バージョン 1 および 2 で同じです。

237



AWS Encryption SDK デベロッパーガイド
メッセージ形式の例

フッターの構造

フィールド 長さ、バイト単位

署名の長さ (p. 238) 2

署名 (p. 238) 変数。前の 2 バイト (署名の長さ) で指定された値
と同じです。

署名の長さ

署名の長さ。これは、署名を含むバイト数を指定する 16 ビットの符号なし整数として解釈される 2 
バイトの値です。

署名

署名

AWS Encryption SDK のメッセージ形式の例
このページの情報は、AWS Encryption SDK と互換性のある独自の暗号化ライブラリを構築するための
リファレンスです。互換性のある独自の暗号化ライブラリを構築しない場合は、この情報は必要ありま
せん。

サポートされているプログラム言語のいずれかで AWS Encryption SDK を使用するには、「プログラミ
ング言語 (p. 71)」を参照してください。

適切なAWS Encryption SDK実装の要素を定義する仕様については、「AWS Encryption SDK仕様」を参
照してください GitHub。

以下のトピックでは、AWS Encryption SDK のメッセージ形式の例を示します。それぞれの例では、16 進
数表記のローバイトを示し、それにこれらのバイト内容の説明文が続きます。

トピック
• フレーム化されたデータ (メッセージ形式バージョン 1) (p. 238)
• フレーム化されたデータ (メッセージ形式バージョン 2) (p. 241)
• フレーム化されていないデータ (メッセージ形式バージョン 1) (p. 242)

フレーム化されたデータ (メッセージ形式バージョン 
1)
以下の例は、メッセージ形式バージョン 1 (p. 228) のフレーム化されたデータのメッセージ形式を示し
ています。

+--------+
| Header |
+--------+
01                                         Version (1.0)
80                                         Type (128, customer authenticated encrypted 
 data)
0378                                       Algorithm ID (see #############)
6E7C0FBD 4DF4A999 717C22A2 DDFE1A27        Message ID (random 128-bit value)
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フレーム化されたデータ (メッセージ形式バージョン 1)

008E                                       AAD Length (142)
0004                                       AAD Key-Value Pair Count (4)
0005                                       AAD Key-Value Pair 1, Key Length (5)
30746869 73                                AAD Key-Value Pair 1, Key ("0This")
0002                                       AAD Key-Value Pair 1, Value Length (2)
6973                                       AAD Key-Value Pair 1, Value ("is")
0003                                       AAD Key-Value Pair 2, Key Length (3)
31616E                                     AAD Key-Value Pair 2, Key ("1an")
000A                                       AAD Key-Value Pair 2, Value Length (10)
656E6372 79774690 6F6E                     AAD Key-Value Pair 2, Value ("encryption")
0008                                       AAD Key-Value Pair 3, Key Length (8)
32636F6E 74657874                          AAD Key-Value Pair 3, Key ("2context")
0007                                       AAD Key-Value Pair 3, Value Length (7)
6578616D 706C65                            AAD Key-Value Pair 3, Value ("example")
0015                                       AAD Key-Value Pair 4, Key Length (21)
6177732D 63727970 746F2D70 75626C69        AAD Key-Value Pair 4, Key ("aws-crypto-public-
key")
632D6B65 79
0044                                       AAD Key-Value Pair 4, Value Length (68)
416A4173 7569326F 7430364C 4B77715A        AAD Key-Value Pair 4, Value 
 ("AjAsui2ot06LKwqZXDJnU/Aqc2vD+0OkpOZ1cc8Tg2qd7rs5aLTg7lvfUEW/86+/5w==")
58444A6E 552F4171 63327644 2B304F6B
704F5A31 63633854 67327164 37727335
614C5467 376C7666 5545572F 38362B2F
35773D3D
0002                                       EncryptedDataKeyCount (2)
0007                                       Encrypted Data Key 1, Key Provider ID Length (7)
6177732D 6B6D73                            Encrypted Data Key 1, Key Provider ID ("aws-
kms")
004B                                       Encrypted Data Key 1, Key Provider Information 
 Length (75)
61726E3A 6177733A 6B6D733A 75732D77        Encrypted Data Key 1, Key Provider Information 
 ("arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/715c0818-5825-4245-a755-138a6d9a11e6")
6573742D 323A3131 31313232 32323333
33333A6B 65792F37 31356330 3831382D
35383235 2D343234 352D6137 35352D31
33386136 64396131 316536
00A7                                       Encrypted Data Key 1, Encrypted Data Key Length 
 (167)
01010200 7857A1C1 F7370545 4ECA7C83        Encrypted Data Key 1, Encrypted Data Key
956C4702 23DCE8D7 16C59679 973E3CED
02A4EF29 7F000000 7E307C06 092A8648
86F70D01 0706A06F 306D0201 00306806
092A8648 86F70D01 0701301E 06096086
48016503 04012E30 11040C3F F02C897B
7A12EB19 8BF2D802 0110803B 24003D1F
A5474FBC 392360B5 CB9997E0 6A17DE4C
A6BD7332 6BF86DAB 60D8CCB8 8295DBE9
4707E356 ADA3735A 7C52D778 B3135A47
9F224BF9 E67E87
0007                                       Encrypted Data Key 2, Key Provider ID Length (7)
6177732D 6B6D73                            Encrypted Data Key 2, Key Provider ID ("aws-
kms")
004E                                       Encrypted Data Key 2, Key Provider Information 
 Length (78)
61726E3A 6177733A 6B6D733A 63612D63        Encrypted Data Key 2, Key Provider Information 
 ("arn:aws:kms:ca-central-1:111122223333:key/9b13ca4b-afcc-46a8-aa47-be3435b423ff")
656E7472 616C2D31 3A313131 31323232
32333333 333A6B65 792F3962 31336361
34622D61 6663632D 34366138 2D616134
372D6265 33343335 62343233 6666
00A7                                       Encrypted Data Key 2, Encrypted Data Key Length 
 (167)
01010200 78FAFFFB D6DE06AF AC72F79B        Encrypted Data Key 2, Encrypted Data Key
0E57BD87 3F60F4E6 FD196144 5A002C94
AF787150 69000000 7E307C06 092A8648
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86F70D01 0706A06F 306D0201 00306806
092A8648 86F70D01 0701301E 06096086
48016503 04012E30 11040C36 CD985E12
D218B674 5BBC6102 0110803B 0320E3CD
E470AA27 DEAB660B 3E0CE8E0 8B1A89E4
57DCC69B AAB1294F 21202C01 9A50D323
72EBAAFD E24E3ED8 7168E0FA DB40508F
556FBD58 9E621C
02                                         Content Type (2, framed data)
00000000                                   Reserved
0C                                         IV Length (12)
00000100                                   Frame Length (256)
4ECBD5C0 9899CA65 923D2347                 IV
0B896144 0CA27950 CA571201 4DA58029        Authentication Tag
+------+
| Body |
+------+
00000001                                   Frame 1, Sequence Number (1)
6BD3FE9C ADBCB213 5B89E8F1                 Frame 1, IV
1F6471E0 A51AF310 10FA9EF6 F0C76EDF        Frame 1, Encrypted Content
F5AFA33C 7D2E8C6C 9C5D5175 A212AF8E
FBD9A0C3 C6E3FB59 C125DBF2 89AC7939
BDEE43A8 0F00F49E ACBBD8B2 1C785089
A90DB923 699A1495 C3B31B50 0A48A830
201E3AD9 1EA6DA14 7F6496DB 6BC104A4
DEB7F372 375ECB28 9BF84B6D 2863889F
CB80A167 9C361C4B 5EC07438 7A4822B4
A7D9D2CC 5150D414 AF75F509 FCE118BD
6D1E798B AEBA4CDB AD009E5F 1A571B77
0041BC78 3E5F2F41 8AF157FD 461E959A
BB732F27 D83DC36D CC9EBC05 00D87803
57F2BB80 066971C2 DEEA062F 4F36255D
E866C042 E1382369 12E9926B BA40E2FC
A820055F FB47E428 41876F14 3B6261D9
5262DB34 59F5D37E 76E46522 E8213640
04EE3CC5 379732B5 F56751FA 8E5F26AD        Frame 1, Authentication Tag
00000002                                   Frame 2, Sequence Number (2)
F1140984 FF25F943 959BE514                 Frame 2, IV
216C7C6A 2234F395 F0D2D9B9 304670BF        Frame 2, Encrypted Content
A1042608 8A8BCB3F B58CF384 D72EC004
A41455B4 9A78BAC9 36E54E68 2709B7BD
A884C1E1 705FF696 E540D297 446A8285
23DFEE28 E74B225A 732F2C0C 27C6BDA2
7597C901 65EF3502 546575D4 6D5EBF22
1FF787AB 2E38FD77 125D129C 43D44B96
778D7CEE 3C36625F FF3A985C 76F7D320
ED70B1F3 79729B47 E7D9B5FC 02FCE9F5
C8760D55 7779520A 81D54F9B EC45219D
95941F7E 5CBAEAC8 CEC13B62 1464757D
AC65B6EF 08262D74 44670624 A3657F7F
2A57F1FD E7060503 AC37E197 2F297A84
DF1172C2 FA63CF54 E6E2B9B6 A86F582B
3B16F868 1BBC5E4D 0B6919B3 08D5ABCF
FECDC4A4 8577F08B 99D766A1 E5545670
A61F0A3B A3E45A84 4D151493 63ECA38F        Frame 2, Authentication Tag
FFFFFFFF                                   Final Frame, Sequence Number End
00000003                                   Final Frame, Sequence Number (3)
35F74F11 25410F01 DD9E04BF                 Final Frame, IV
0000008E                                   Final Frame, Encrypted Content Length (142)
F7A53D37 2F467237 6FBD0B57 D1DFE830        Final Frame, Encrypted Content
B965AD1F A910AA5F 5EFFFFF4 BC7D431C
BA9FA7C4 B25AF82E 64A04E3A A0915526
88859500 7096FABB 3ACAD32A 75CFED0C
4A4E52A3 8E41484D 270B7A0F ED61810C
3A043180 DF25E5C5 3676E449 0986557F
C051AD55 A437F6BC 139E9E55 6199FD60
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6ADC017D BA41CDA4 C9F17A83 3823F9EC
B66B6A5A 80FDB433 8A48D6A4 21CB
811234FD 8D589683 51F6F39A 040B3E3B        Final Frame, Authentication Tag
+--------+
| Footer |
+--------+
0066                                       Signature Length (102)
30640230 085C1D3C 63424E15 B2244448        Signature
639AED00 F7624854 F8CF2203 D7198A28
758B309F 5EFD9D5D 2E07AD0B 467B8317
5208B133 02301DF7 2DFC877A 66838028
3C6A7D5E 4F8B894E 83D98E7C E350F424
7E06808D 0FE79002 E24422B9 98A0D130
A13762FF 844D

フレーム化されたデータ (メッセージ形式バージョン 
2)
以下の例は、メッセージ形式バージョン 2 (p. 228) のフレーム化されたデータのメッセージ形式を示し
ています。

+--------+
| Header |
+--------+
02                                         Version (2.0)
0578                                       Algorithm ID (see Algorithms reference)
122747eb 21dfe39b 38631c61 7fad7340
cc621a30 32a11cc3 216d0204 fd148459        Message ID (random 256-bit value)
008e                                       AAD Length (142)
0004                                       AAD Key-Value Pair Count (4)
0005                                       AAD Key-Value Pair 1, Key Length (5)
30546869 73                                AAD Key-Value Pair 1, Key ("0This")
0002                                       AAD Key-Value Pair 1, Value Length (2)
6973                                       AAD Key-Value Pair 1, Value ("is")
0003                                       AAD Key-Value Pair 2, Key Length (3)
31616e                                     AAD Key-Value Pair 2, Key ("1an")
000a                                       AAD Key-Value Pair 2, Value Length (10)
656e6372 79707469 6f6e                     AAD Key-Value Pair 2, Value ("encryption")
0008                                       AAD Key-Value Pair 3, Key Length (8)
32636f6e 74657874                          AAD Key-Value Pair 3, Key ("2context")
0007                                       AAD Key-Value Pair 3, Value Length (7)
6578616d 706c65                            AAD Key-Value Pair 3, Value ("example")
0015                                       AAD Key-Value Pair 4, Key Length (21)
6177732d 63727970 746f2d70 75626c69        AAD Key-Value Pair 4, Key ("aws-crypto-public-
key")
632d6b65 79
0044                                       AAD Key-Value Pair 4, Value Length (68)
41746733 72703845 41345161 36706669        AAD Key-Value Pair 4, Value 
 ("QXRnM3JwOEVBNFFhNnBmaTk3MUlTNTk3NHpOMnlZWE5vSmtwRHFPc0dIYkVaVDRqME5OMlFkRStmbTFVY01WdThnPT0=")
39373149 53353937 347a4e32 7959584e
6f4a6b70 44714f73 47486245 5a54346a
304e4e32 5164452b 666d3155 634d5675
38673d3d
0001                                       Encrypted Data Key Count (1)
0007                                       Encrypted Data Key 1, Key Provider ID Length (7)
6177732d 6b6d73                            Encrypted Data Key 1, Key Provider ID ("aws-
kms")
004b                                       Encrypted Data Key 1, Key Provider Information 
 Length (75)
61726e3a 6177733a 6b6d733a 75732d77        Encrypted Data Key 1, Key Provider Information 
 ("arn:aws:kms:us-west-2:658956600833:key/b3537ef1-d8dc-4780-9f5a-55776cbb2f7f")
6573742d 323a3635 38393536 36303038
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タ (メッセージ形式バージョン 1)

33333a6b 65792f62 33353337 6566312d
64386463 2d343738 302d3966 35612d35
35373736 63626232 663766
00a7                                       Encrypted Data Key 1, Encrypted Data Key Length 
 (167)
01010100 7840f38c 275e3109 7416c107        Encrypted Data Key 1, Encrypted Data Key
29515057 1964ada3 ef1c21e9 4c8ba0bd
bc9d0fb4 14000000 7e307c06 092a8648
86f70d01 0706a06f 306d0201 00306806
092a8648 86f70d01 0701301e 06096086
48016503 04012e30 11040c39 32d75294
06063803 f8460802 0110803b 2a46bc23
413196d2 903bf1d7 3ed98fc8 a94ac6ed
e00ee216 74ec1349 12777577 7fa052a5
ba62e9e4 f2ac8df6 bcb1758f 2ce0fb21
cc9ee5c9 7203bb
02                                         Content Type (2, framed data)
00001000                                   Frame Length (4096)
05cd035b 29d5499d 4587570b 87502afe        Algorithm Suite Data (key commitment)
634f7b2c c3df2aa9 88a10105 4a2c7687  
76cb339f 2536741f 59a1c202 4f2594ab        Authentication Tag
+------+
| Body |
+------+
ffffffff                                   Final Frame, Sequence Number End
00000001                                   Final Frame, Sequence Number (1)
00000000 00000000 00000001                 Final Frame, IV
00000009                                   Final Frame, Encrypted Content Length (9)
fa6e39c6 02927399 3e                       Final Frame, Encrypted Content
f683a564 405d68db eeb0656c d57c9eb0        Final Frame, Authentication Tag
+--------+
| Footer |
+--------+
0067                                       Signature Length (103)
30650230 2a1647ad 98867925 c1712e8f        Signature  
ade70b3f 2a2bc3b8 50eb91ef 56cfdd18  
967d91d8 42d92baf 357bba48 f636c7a0
869cade2 023100aa ae12d08f 8a0afe85
e5054803 110c9ed8 11b2e08a c4a052a9
074217ea 3b01b660 534ac921 bf091d12
3657e2b0 9368bd    
   

フレーム化されていないデータ (メッセージ形式バー
ジョン 1)
以下の例は、フレーム化されていないデータのメッセージ形式を示しています。

Note

可能な限り、フレーム化されたデータを使用してください。AWS Encryption SDK では、従来の
使用方法でのみフレーム化されていないデータがサポートされます。AWS Encryption SDK のい
くつかの言語実装では、フレーム化されていない暗号化テキストを生成できます。サポートされ
ているすべての言語実装では、フレーム化された暗号化テキストとフレーム化されていない暗号
化文書を復号化できます。

+--------+
| Header |
+--------+
01                                         Version (1.0)
80                                         Type (128, customer authenticated encrypted 
 data)
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タ (メッセージ形式バージョン 1)

0378                                       Algorithm ID (see #############)
B8929B01 753D4A45 C0217F39 404F70FF        Message ID (random 128-bit value)
008E                                       AAD Length (142)
0004                                       AAD Key-Value Pair Count (4)
0005                                       AAD Key-Value Pair 1, Key Length (5)
30746869 73                                AAD Key-Value Pair 1, Key ("0This")
0002                                       AAD Key-Value Pair 1, Value Length (2)
6973                                       AAD Key-Value Pair 1, Value ("is")
0003                                       AAD Key-Value Pair 2, Key Length (3)
31616E                                     AAD Key-Value Pair 2, Key ("1an")
000A                                       AAD Key-Value Pair 2, Value Length (10)
656E6372 79774690 6F6E                     AAD Key-Value Pair 2, Value ("encryption")
0008                                       AAD Key-Value Pair 3, Key Length (8)
32636F6E 74657874                          AAD Key-Value Pair 3, Key ("2context")
0007                                       AAD Key-Value Pair 3, Value Length (7)
6578616D 706C65                            AAD Key-Value Pair 3, Value ("example")
0015                                       AAD Key-Value Pair 4, Key Length (21)
6177732D 63727970 746F2D70 75626C69        AAD Key-Value Pair 4, Key ("aws-crypto-public-
key")
632D6B65 79
0044                                       AAD Key-Value Pair 4, Value Length (68)
41734738 67473949 6E4C5075 3136594B        AAD Key-Value Pair 4, Value 
 ("AsG8gG9InLPu16YKlqXTOD+nykG8YqHAhqecj8aXfD2e5B4gtVE73dZkyClA+rAMOQ==")
6C715854 4F442B6E 796B4738 59714841
68716563 6A386158 66443265 35423467
74564537 33645A6B 79436C41 2B72414D
4F513D3D
0002                                       Encrypted Data Key Count (2)
0007                                       Encrypted Data Key 1, Key Provider ID Length (7)
6177732D 6B6D73                            Encrypted Data Key 1, Key Provider ID ("aws-
kms")
004B                                       Encrypted Data Key 1, Key Provider Information 
 Length (75)
61726E3A 6177733A 6B6D733A 75732D77        Encrypted Data Key 1, Key Provider Information 
 ("arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/715c0818-5825-4245-a755-138a6d9a11e6")
6573742D 323A3131 31313232 32323333
33333A6B 65792F37 31356330 3831382D
35383235 2D343234 352D6137 35352D31
33386136 64396131 316536
00A7                                       Encrypted Data Key 1, Encrypted Data Key Length 
 (167)
01010200 7857A1C1 F7370545 4ECA7C83        Encrypted Data Key 1, Encrypted Data Key
956C4702 23DCE8D7 16C59679 973E3CED
02A4EF29 7F000000 7E307C06 092A8648
86F70D01 0706A06F 306D0201 00306806
092A8648 86F70D01 0701301E 06096086
48016503 04012E30 11040C28 4116449A
0F2A0383 659EF802 0110803B B23A8133
3A33605C 48840656 C38BCB1F 9CCE7369
E9A33EBE 33F46461 0591FECA 947262F3
418E1151 21311A75 E575ECC5 61A286E0
3E2DEBD5 CB005D
0007                                       Encrypted Data Key 2, Key Provider ID Length (7)
6177732D 6B6D73                            Encrypted Data Key 2, Key Provider ID ("aws-
kms")
004E                                       Encrypted Data Key 2, Key Provider Information 
 Length (78)
61726E3A 6177733A 6B6D733A 63612D63        Encrypted Data Key 2, Key Provider Information 
 ("arn:aws:kms:ca-central-1:111122223333:key/9b13ca4b-afcc-46a8-aa47-be3435b423ff")
656E7472 616C2D31 3A313131 31323232
32333333 333A6B65 792F3962 31336361
34622D61 6663632D 34366138 2D616134
372D6265 33343335 62343233 6666
00A7                                       Encrypted Data Key 2, Encrypted Data Key Length 
 (167)
01010200 78FAFFFB D6DE06AF AC72F79B        Encrypted Data Key 2, Encrypted Data Key
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タ (メッセージ形式バージョン 1)

0E57BD87 3F60F4E6 FD196144 5A002C94
AF787150 69000000 7E307C06 092A8648
86F70D01 0706A06F 306D0201 00306806
092A8648 86F70D01 0701301E 06096086
48016503 04012E30 11040CB2 A820D0CC
76616EF2 A6B30D02 0110803B 8073D0F1
FDD01BD9 B0979082 099FDBFC F7B13548
3CC686D7 F3CF7C7A CCC52639 122A1495
71F18A46 80E2C43F A34C0E58 11D05114
2A363C2A E11397
01                                         Content Type (1, nonframed data)
00000000                                   Reserved
0C                                         IV Length (12)
00000000                                   Frame Length (0, nonframed data)
734C1BBE 032F7025 84CDA9D0                 IV
2C82BB23 4CBF4AAB 8F5C6002 622E886C        Authentication Tag
+------+
| Body |
+------+
D39DD3E5 915E0201 77A4AB11                 IV
00000000 0000028E                          Encrypted Content Length (654)
E8B6F955 B5F22FE4 FD890224 4E1D5155        Encrypted Content
5871BA4C 93F78436 1085E4F8 D61ECE28
59455BD8 D76479DF C28D2E0B BDB3D5D3
E4159DFE C8A944B6 685643FC EA24122B
6766ECD5 E3F54653 DF205D30 0081D2D8
55FCDA5B 9F5318BC F4265B06 2FE7C741
C7D75BCC 10F05EA5 0E2F2F40 47A60344
ECE10AA7 559AF633 9DE2C21B 12AC8087
95FE9C58 C65329D1 377C4CD7 EA103EC1
31E4F48A 9B1CC047 EE5A0719 704211E5
B48A2068 8060DF60 B492A737 21B0DB21
C9B21A10 371E6179 78FAFB0B BAAEC3F4
9D86E334 701E1442 EA5DA288 64485077
54C0C231 AD43571A B9071925 609A4E59
B8178484 7EB73A4F AAE46B26 F5B374B8
12B0000C 8429F504 936B2492 AAF47E94
A5BA804F 7F190927 5D2DF651 B59D4C2F
A15D0551 DAEBA4AF 2060D0D5 CB1DA4E6
5E2034DB 4D19E7CD EEA6CF7E 549C86AC
46B2C979 AB84EE12 202FD6DF E7E3C09F
C2394012 AF20A97E 369BCBDA 62459D3E
C6FFB914 FEFD4DE5 88F5AFE1 98488557
1BABBAE4 BE55325E 4FB7E602 C1C04BEE
F3CB6B86 71666C06 6BF74E1B 0F881F31
B731839B CF711F6A 84CA95F5 958D3B44
E3862DF6 338E02B5 C345CFF8 A31D54F3
6920AA76 0BF8E903 552C5A04 917CCD11
D4E5DF5C 491EE86B 20C33FE1 5D21F0AD
6932E67C C64B3A26 B8988B25 CFA33E2B
63490741 3AB79D60 D8AEFBE9 2F48E25A
978A019C FE49EE0A 0E96BF0D D6074DDB
66DFF333 0E10226F 0A1B219C BE54E4C2
2C15100C 6A2AA3F1 88251874 FDC94F6B
9247EF61 3E7B7E0D 29F3AD89 FA14A29C
76E08E9B 9ADCDF8C C886D4FD A69F6CB4
E24FDE26 3044C856 BF08F051 1ADAD329
C4A46A1E B5AB72FE 096041F1 F3F3571B
2EAFD9CB B9EB8B83 AE05885A 8F2D2793
1E3305D9 0C9E2294 E8AD7E3B 8E4DEC96
6276C5F1 A3B7E51E 422D365D E4C0259C
50715406 822D1682 80B0F2E5 5C94
65B2E942 24BEEA6E A513F918 CCEC1DE3      Authentication Tag
+--------+
| Footer |
+--------+
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0067                                     Signature Length (103)
30650230 7229DDF5 B86A5B64 54E4D627      Signature
CBE194F1 1CC0F8CF D27B7F8B F50658C0
BE84B355 3CED1721 A0BE2A1B 8E3F449E
1BEB8281 023100B2 0CB323EF 58A4ACE3
1559963B 889F72C3 B15D1700 5FB26E61
331F3614 BC407CEE B86A66FA CBF74D9E
34CB7E4B 363A38

AWS Encryption SDK の本文追加認証データ (AAD) 
のリファレンス

このページの情報は、AWS Encryption SDK と互換性のある独自の暗号化ライブラリを構築するための
リファレンスです。互換性のある独自の暗号化ライブラリを構築しない場合は、この情報は必要ありま
せん。

サポートされているプログラム言語のいずれかで AWS Encryption SDK を使用するには、「プログラミ
ング言語 (p. 71)」を参照してください。

適切なAWS Encryption SDK実装の要素を定義する仕様については、「AWS Encryption SDK仕様」を参
照してください GitHub。

暗号化オペレーションごとに、AES-GCM アルゴリズム (p. 246)に追加の認証データ (AAD) を指定する
必要があります。これは、フレーム化された本文データ (p. 234)とフレーム化されていない本文データの
両方で必要です。AAD および Galois/Counter Mode での使用方法については、「ブロック暗号の動作モー
ド: Galois/Counter Mode (GCM) および GMAC の推奨事項」を参照してください。

以下の表では、本文 AAD を形成するフィールドについて説明します。バイトは示されている順に追加され
ます。

本文 AAD 構造

フィールド 長さ、バイト単位

メッセージ ID (p. 245) 16

本文 AAD コンテンツ (p. 245) 変数。以下のリストの本文 AAD コンテンツを参照
してください。

シーケンス番号 (p. 246) 4

コンテンツの長さ (p. 246) 8

メッセージ ID

メッセージヘッダーの同じ メッセージ ID (p. 230) 値のセット。
本文 AAD コンテンツ

使用する本文データのタイプによって決定される、UTF-8 でエンコードされた値。

フレーム化されていないデータ (p. 234)の場合、AWSKMSEncryptionClient Single Block の
値を使用します。
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フレーム化されたデータ (p. 235)の通常のフレーム。AWSKMSEncryptionClient Frame の値を使
用します。

フレーム化されたデータ (p. 235)の最終フレーム。AWSKMSEncryptionClient Final Frame の
値を使用します。

シーケンス番号

32 ビットの符号なし整数として解釈される 4 バイトの値。

フレーム化されたデータ (p. 235)の場合、これはフレームのシーケンス番号です。

フレーム化されていないデータ (p. 234)の場合、1 の値 (4 バイトの 16 進数表記で 00 00 00 01 と
してエンコード) を使用します。

コンテンツの長さ

暗号化のためにアルゴリズムに提供されるプレーンテキストデータの長さ (バイト単位)。これは 64 
ビットの符号なし整数として解釈される 8 バイトの値です。

AWS Encryption SDK のアルゴリズムのリファレン
ス

このページの情報は、AWS Encryption SDK と互換性のある独自の暗号化ライブラリを構築するための
リファレンスです。互換性のある独自の暗号化ライブラリを構築しない場合は、この情報は必要ありま
せん。

サポートされているプログラム言語のいずれかで AWS Encryption SDK を使用するには、「プログラミ
ング言語 (p. 71)」を参照してください。

適切なAWS Encryption SDK実装の要素を定義する仕様については、「AWS Encryption SDK仕様」を参
照してください GitHub。

AWS Encryption SDK と互換性のある暗号化テキストを読み書きできる独自のライブラリを構築する場合
は、raw データを暗号化するために使用するサポートされているアルゴリズムスイートを AWS Encryption 
SDK がどのように実装するかを理解する必要があります。

AWS Encryption SDK では、以下のアルゴリズムスイートがサポートされています。すべての AES-GCM 
アルゴリズムスイートには 12 バイトの初期化ベクトル (p. 249)および 16 バイトの AES-GCM 認証
タグがあります。デフォルトのアルゴリズムスイートは、AWS Encryption SDK バージョンと選択した
キーコミットメントポリシーによって変化します。詳細については、「Commitment policy and algorithm 
suite (p. 221)」を参照してください。

AWS Encryption SDK のアルゴリズムスイート

アルゴリズ
ム ID

メッセー
ジ形式バー
ジョン

暗号化アル
ゴリズム

データキー
の長さ 
(ビット)

キー導出ア
ルゴリズム

署名アルゴ
リズム

キーコミッ
トメントア
ルゴリズム

アルゴリズ
ムスイート
のデータ長 
(バイト)

05 78 0x02 AES-GCM 256 SHA-512 
を使用する 
HKDF

P-384 
および 
SHA-384 
を使用する 
ECDSA

SHA-512 
を使用する 
HKDF

32 (キーコ
ミットメン
ト)
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アルゴリズ
ム ID

メッセー
ジ形式バー
ジョン

暗号化アル
ゴリズム

データキー
の長さ 
(ビット)

キー導出ア
ルゴリズム

署名アルゴ
リズム

キーコミッ
トメントア
ルゴリズム

アルゴリズ
ムスイート
のデータ長 
(バイト)

04 78 0x02 AES-GCM 256 SHA-512 
を使用する 
HKDF

なし SHA-512 
を使用する 
HKDF

32 (キーコ
ミットメン
ト)

03 78 0x01 AES-GCM 256 SHA-384 
を使用する 
HKDF

P-384 
および 
SHA-384 
を使用する 
ECDSA

なし 該当なし

03 46 0x01 AES-GCM 192 SHA-384 
を使用する 
HKDF

P-384 
および 
SHA-384 
を使用する 
ECDSA

なし 該当なし

02 14 0x01 AES-GCM 128 SHA-256 
を使用する 
HKDF

P-256 
および 
SHA-256 
を使用する 
ECDSA

なし 該当なし

01 78 0x01 AES-GCM 256 SHA-256 
を使用する 
HKDF

なし なし 該当なし

01 46 0x01 AES-GCM 192 SHA-256 
を使用する 
HKDF

なし なし 該当なし

01 14 0x01 AES-GCM 128 SHA-256 
を使用する 
HKDF

なし なし 該当なし

00 78 0x01 AES-GCM 256 なし なし なし 該当なし

00 46 0x01 AES-GCM 192 なし なし なし 該当なし

00 14 0x01 AES-GCM 128 なし なし なし 該当なし

アルゴリズム ID

アルゴリズム実装を一意に識別する 2 バイトの 16 進値。この値は、暗号化テキストのメッセージ
ヘッダー (p. 229)に保存されます。

メッセージ形式バージョン

メッセージ形式のバージョン。キーコミットメントがあるアルゴリズムスイートでは、メッセージ形
式バージョン 2 (0x02) を使用します。キーコミットメントがないアルゴリズムスイートでは、メッ
セージ形式バージョン 1 (0x01) を使用します。

アルゴリズムスイートのデータ長

アルゴリズムスイートに固有のデータの長さ (バイト単位)。このフィールドは、メッセージ形式バー
ジョン 2 (0x02) でのみサポートされます。メッセージ形式バージョン 2 (0x02) では、このデータは
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メッセージヘッダーの Algorithm suite data フィールドに表示されます。キーコミットメン
ト (p. 10)をサポートするアルゴリズムスイートでは、キーコミットメント文字列に 32 バイトを使用
します。詳細については、このリストのキーコミットメントアルゴリズムを参照してください。

データキーの長さ

データキー (p. 6)の長さ (ビット単位)。AWS Encryption SDK では、256 ビット、192 ビット、128 
ビットのキーをサポートしています。データキーは、キーリング (p. 7)またはマスターキーによって生
成されます。

一部の実装では、このデータキーは HMAC extract-and-expand ベースのキー取得関数 (HKDF) への入
力として使用されます。HKDF の出力は、暗号化アルゴリズムのデータ暗号化キーとして使用されま
す。詳細については、このリストのキー取得アルゴリズムを参照してください。

暗号化アルゴリズム

使用する暗号化アルゴリズムの名前とモード。AWS Encryption SDK のアルゴリズムスイートで
は、Advanced Encryption Standard (AES) 暗号化アルゴリズムを Galois/Counter Mode (GCM) と併用
します。

キーコミットメントアルゴリズム

キーコミットメント文字列の計算に使用するアルゴリズム。出力は、メッセージヘッダーの
Algorithm suite data フィールドに保存され、キーコミットメントのデータキーの検証に使用さ
れます。

アルゴリズムスイートへのキーコミットメントの追加に関する技術的な説明については、Cryptology 
ePrint Archiveの「Key Committing AEADs」を参照してください。

キー導出アルゴリズム

extract-and-expand データ暗号化鍵の導出に使用される HMAC ベースの鍵導出関数 (HKDF)。AWS 
Encryption SDK では、RFC 5869 で定義されている HKDF を使用します。

キーコミットメントのないアルゴリズムスイート (アルゴリズム ID 01xx – 03xx)
• 使用されるハッシュ関数は、SHA-384 または SHA-256 のいずれかで、アルゴリズムスイートに

よって決まります。
• 抽出ステップの場合

• ソルトは使用されません。RFC の場合、ソルトはゼロの文字列に設定されます。文字列の長さは
ハッシュ関数出力の長さと同じです。つまり、SHA-384 に対して 48 バイト、SHA-256 に対して 
32 バイトです。

• 入力キーマテリアルは、キーリングまたはマスターキープロバイダーからのデータキーです。
• 展開ステップの場合

• 入力疑似ランダムキーは抽出ステップからの出力です。
• 入力情報は、アルゴリズム ID とメッセージ ID の連結です (この順序)。
• 出力キーマテリアルの長さはデータキーの長さです。この出力は、暗号化アルゴリズムのデータ

暗号化キーとして使用されます。

キーコミットメントがあるアルゴリズムスイート (アルゴリズム ID 04xx と 05xx)
• 使用されるハッシュ関数は SHA-512 です。
• 抽出ステップの場合

• ソルトは 256 ビットの暗号化ランダム値です。メッセージ形式バージョン 2 (p. 228) (0x02) の
場合、この値は MessageID フィールドに保存されます。

• 初期キーマテリアルは、キーリングまたはマスターキープロバイダーからのデータキーです。
• 展開ステップの場合

• 入力疑似ランダムキーは抽出ステップからの出力です。
• キーラベルは、ビッグエンディアンバイト順序の DERIVEKEY 文字列を UTF-8 でエンコードした

バイトです。
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• 入力情報は、アルゴリズム ID とキー ラベルの連結です (この順序)。
• 出力キーマテリアルの長さはデータキーの長さです。この出力は、暗号化アルゴリズムのデータ

暗号化キーとして使用されます。
メッセージ形式バージョン

アルゴリズムスイートで使用するメッセージ形式のバージョン。詳細については、「メッセージ形式
のリファレンス (p. 228)」を参照してください。

署名アルゴリズム

暗号化テキストのヘッダーと本文へのデジタル署名 (p. 12)の生成に使用される署名アルゴリズ
ム。AWS Encryption SDK は、以下の詳細を使用して楕円曲線 DSA (ECDSA) を使用します。
• 使用される楕円曲線のは、P-384 または P-256 のいずれかで、アルゴリズム ID によって指定され

ます。これらの曲線は、Digital Signature Standard (DSS) (FIPS PUB 186-4) で定義されています。
• 使用されるハッシュ関数は、SHA-384 (P-384 曲線を使用) または SHA-256 (P-256 曲線を使用) で

す。

AWS Encryption SDK の初期化ベクトルのリファレ
ンス

このページの情報は、AWS Encryption SDK と互換性のある独自の暗号化ライブラリを構築するための
リファレンスです。互換性のある独自の暗号化ライブラリを構築しない場合は、この情報は必要ありま
せん。

サポートされているプログラム言語のいずれかで AWS Encryption SDK を使用するには、「プログラミ
ング言語 (p. 71)」を参照してください。

適切なAWS Encryption SDK実装の要素を定義する仕様については、「AWS Encryption SDK仕様」を参
照してください GitHub。

AWS Encryption SDK は、すべてのサポートされている アルゴリズムスイートで必要とされる初期化ベク
トル (p. 246) (IV) を提供します。SDK は、フレームのシーケンス番号を使用して IV を構築し、同じメッ
セージ内の 2 つのフレームが同じ IV を持つことがないようにします。

各 96 ビット (12 バイト) IV は、以下の順序で連結された 2 つのビッグエンディアンバイト配列で構築され
ています。

• 64 ビット: 0 (将来の利用のために予約されています)
• 32 ビット: フレームシーケンス番号。ヘッダー認証タグの場合、この値はすべてゼロです。

データキーキャッシュ (p. 156)が導入されるまで、AWS Encryption SDK では、常に新しいデータキーを使
用して各メッセージを暗号化し、すべての IV をランダムに生成していました。データキーが再利用される
ことはないので、ランダムに生成された IV は暗号論的に安全です。SDK で意図的にデータキーを再利用
するデータキーキャッシュを導入した際、SDK が IV を生成する方法を変更しました。

メッセージ内で繰り返し使用できない決定的な IV を使用すると、単一のデータキーの下で安全に実行され
る呼び出しの数が大幅に増加します。さらに、キャッシュされたデータキーは常にキー取得関数と合わせ
てアルゴリズムスイートを使用します。疑似乱数キー取得関数と合わせて決定的な IV を使用して、データ
から暗号化キーを取得することで、AWS Encryption SDK は暗号的な境界を超えることなく 2^32 のメッ
セージを暗号化できるようになります。
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AWS Encryption SDK デベロッパー
ガイドのドキュメント履歴

このトピックでは、AWS Encryption SDK デベロッパーガイドの重要な更新を説明しています。

トピック
• 最新の更新 (p. 250)
• 以前の更新 (p. 251)

最新の更新
以下の表は、このドキュメントの 2017 年 11 月以降の大きな変更点をまとめたものです。ここに表示さ
れている主要な変更に加えて、その内容の説明と例を向上し、ユーザーから寄せられるフィードバック
にも応える目的で、このドキュメントは頻繁に更新されます。重要な変更についての通知を受け取るに
は、RSS フィードをサブスクライブします。

変更 説明 日付

一般提供提供。 ではのサポートが導入されてい
ます。AWS Encryption SDKでは
が.NET。

2022 年 5 月 17 日

ドキュメントの変更 AWS Key Management Service 
の用語であるカスタマーマスター
キー (CMK) が、AWS KMS key
および KMS キーに置き換えられ
ています。

2021 年 8 月 30 日

一般提供提供。 AWS Key Management Service.
(AWS KMS) マルチリージョン
キーがサポートされるようになり
ました。マルチリージョンキーと
は、さまざまな AWS リージョン 
にある AWS KMS キーであり、
キー ID とキーマテリアルが同じ
であるため、交換して使用できま
す。

2021 年 6 月 8 日

一般提供提供。 改善されたメッセージ復号化プ
ロセスに関するドキュメントが追
加、更新されました。

2021 年 5 月 11 日

一般提供提供。 AWS Encryption CLI バージョ
ン 1.7.x を置き換える AWS 
Encryption CLI バージョン 
1.8.x、および AWS Encryption 
CLI 2.0.x を置き換える AWS 
Encryption CLI 2.1.x の一般公開
リリースのドキュメントが追加、
更新されました。

2020 年 10 月 27 日
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一般提供提供。 ベストプラクティスガイド、移行
ガイド、概念の更新、プログラミ
ング言語のトピックの更新、アル
ゴリズムスイートリファレンスの
更新、メッセージ形式リファレ
ンスの更新、新規のメッセージ形
式例など、AWS Encryption SDK 
バージョン 1.7.x および 2.0.x の
一般公開リリースのドキュメント
が追加、更新されました。

2020 年 9 月 24 日

一般提供提供。 AWS Encryption SDK for 
JavaScript の一般提供リリースの
ドキュメントを追加および更新し
ました。

2019 年 10 月 1 日

プレビューリリース AWS Encryption SDK for 
JavaScript のパブリックベータリ
リースのドキュメントを追加およ
び更新しました。

2019 年 6 月 21 日

一般提供提供。 AWS Encryption SDK for C の一
般提供リリースのドキュメントを
追加および更新しました。

2019 年 5 月 16 日

プレビューリリース AWS Encryption SDK for C のプ
レビューリリースのドキュメント
を追加しました。

2019 年 2 月 5 日

新規リリース AWS Encryption SDK のコマンド
ラインインターフェイスのドキュ
メントが追加されました。

2017 年 11 月 20 日

以前の更新
以下の表は、2017 年 11 月より前に AWS Encryption SDK デベロッパーガイドに加えられた大きな変更点
をまとめたものです。

変更 説明 日付

新規リリース 新しい機能に データキーキャッ
シュ (p. 156) 章を追加しまし
た。

SDK が行った、ランダムな IV 
生成から決定的な IV 構築への変
更について説明する the section 
called “初期化ベクトルのリファ
レンス” (p. 249) トピックを追加
しました。

新しい暗号化マテリアルマネー
ジャーを含む概念について説明
するトピック the section called 
“概念” (p. 4) が追加されました。

2017 年 7 月 31 日
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https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/about-versions.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/migration-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/migration-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/concepts.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/programming-languages.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/programming-languages.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/algorithms-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/algorithms-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/message-format.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/message-format.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/message-format-examples.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/message-format-examples.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/javascript.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/javascript.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/javascript.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/javascript.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/javascript.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/javascript.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/c-language.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/c-language.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/c-language.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/c-language.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/crypto-cli.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/crypto-cli.html
https://docs.aws.amazon.com/encryption-sdk/latest/developer-guide/crypto-cli.html
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以前の更新

変更 説明 日付

更新 新しい メッセージ形式のリファ
レンス (p. 228) セクションに
AWS Encryption SDK リファレン
ス (p. 228) ドキュメントを展開
しました。

AWS Encryption SDK でサポート
されているアルゴリズムスイー
ト (p. 14)に関するセクションを
追加しました。

2017 年 3 月 21 日

新規リリース AWS Encryption SDK は、
プログラミング言語とし
て、Java (p. 88) に加えて
Python (p. 107) をサポートする
ようになりました。

2017 年 3 月 21 日

初回リリース AWS Encryption SDK およびこの
ドキュメントの初回リリース。

2016 年 3 月 22 日
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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