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AWS セキュリティリファレンスアー
キテクチャ (AWS SRA)

Amazon Web Services (AWS)

2022年12月 (ドキュメント履歴 (p. 70))

簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えます。

Amazon Web Services (AWS) セキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWS SRA) は、マルチアカウ
ント環境で AWS セキュリティサービスの完全補完をデプロイするための包括的なガイドラインセットで
す。AWS セキュリティサービスを AWS の推奨プラクティスに沿うように設計、実装、および管理するた
めに利用することができます。推奨事項は、セキュリティサービスがどのようにセキュリティ目標の達成
に役立っているか、AWS アカウントでどのようにデプロイと管理をするのが最適か、他のセキュリティ
サービスとどのようにやりとりするのかを含む単一ページのアーキテクチャに基づいて構築されます。こ
の全体的なアーキテクチャガイダンスは、AWS セキュリティドキュメントウェブサイトに記載されている
ような、詳細なサービス固有の推奨事項を補完するものです。

アーキテクチャとそれに付随する推奨事項は、AWS エンタープライズのお客様との経験に基づくもので
す。このドキュメントは、AWS サービスを使用して特定の環境を保護するための包括的なガイダンスであ
り、AWS SRA コードリポジトリ (p. 65)にあるソリューションパターンは、このリファレンスで説明さ
れている特定のアーキテクチャ用に設計されたものです。顧客ごとに要件は異なります。その結果、AWS 
環境の設計は、ここで記載されている例とは異なる場合があります。個々の環境やセキュリティニーズに
合わせて、これらの推奨事項を変更して調整する必要があります。 このドキュメント全体で、適宜、頻繁
に見られる代替シナリオのオプションを提案しています。 

AWS SRA は、一連のガイダンスであり、新しいサービスと機能のリリース、お客様からのフィードバッ
ク、絶えず変化する脅威状況に基づいて、定期的に更新されます。各アップデートには、改訂日と関連す
る 変更ログ (p. 70) が含まれます。 

私たちは単一ページの図表を基盤としていますが、アーキテクチャは単一のブロック図表よりも深く、基
礎とセキュリティ原則の十分に構造化された基盤に基づいて構築する必要があります。このドキュメント
は、ナラティブまたはリファレンスとして 2 通りの使い方ができます。トピックはストーリーとして整理
されているため、最初 (基礎的なセキュリティガイダンス) から最後 (実装可能なコードサンプルの考察) ま
で読むことができるようになっています。また、ニーズに最も適したセキュリティ原則、サービス、アカ
ウントタイプ、ガイダンス、事例に焦点を当て、ドキュメントをナビゲートすることも可能です。 

このドキュメントは、6 つのセクションと付録で構成されています。

• AWS SRA の価値は (p. 3)、AWS SRA を構築する動機を説明し、それをどのように使用してセキュ
リティを強化できるかを説明し、重要なポイントを挙げています。

• セキュリティ基盤 (p. 7)は、AWS クラウド導入フレームワーク (AWS CAF)、WAWS Well-
Architected Framework、責任共有モデル、および特に AWS SRA に関連する要素を取り上げています。

• AWS Organizations、アカウント、IAM ガードレールでは (p. 10)、AWS Organizations サービスの紹
介、基本的なセキュリティ機能とガードレールについて説明、推奨するマルチアカウント戦略の概要に
ついて説明しています。

• AWS セキュリティリファレンスアーキテクチャ (p. 23)は、機能的な AWS アカウントと、一般的に
利用可能なセキュリティサービスや機能を示した単一ページアーキテクチャ図表です。
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• IAM リソース (p. 62)は、セキュリティアーキテクチャにとって重要な AWS Identity and Access 
Management (IAM) ガイダンスの要約とポインタのセットを紹介します。

• AWS SRA の例のコードリポジトリは、AWS SRA で議論されたいくつかのパターンをデプロイするた
めの AWS CloudFormation テンプレート例とコードを含む (p. 65)、関連するGitHubレポジトリの概
要を提供します。

付録 (p. 68)には、個々の AWS セキュリティ、ID、コンプライアンスサービスのリストを含み、各サー
ビスに関する詳細情報へのリンクを提供します。ドキュメント履歴 (p. 70) セクションは、このドキュ
メントのバージョンを追跡するための変更ログが表示されます。また、RSS フィード を購読することで、
変更通知を受け取ることができます。

Note

このガイドのリファレンスアーキテクチャ図をビジネスニーズに合わせてカスタマイズするに
は、次の.zip ファイルをダウンロードし、その内容を抽出します。
図のソースファイル (Microsoft PowerPoint 形式) をダウンロードする
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AWS RI の使用方法

AWS SRA の価値
簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えます。

AWS には、セキュリティとセキュリティ関連のサービスが大規模な (そして増え続けている) セットがあ
ります。サービスドキュメント、ブログ投稿、チュートリアル、サミット、カンファレンスで入手できる
詳細情報に、お客様から感謝の声が寄せられています。また、全体像をよりよく理解し、AWS セキュリ
ティサービスの戦略的な見方を把握したいとの声も寄せられました。お客様が必要としているものに対す
る理解を深めるために協力したところ、次の 3 つの優先事項が浮かび上がりました。

1. お客様は、AWS セキュリティサービスを総合的にデプロイ、設定、運用する方法について、より多く
の情報と推奨パターンを求めています。サービスはどのアカウントで、どのセキュリティ目標に向けて
展開および管理すべきですか？  すべてまたはほとんどのサービスが動作するセキュリティアカウント
は 1 つですか?  場所 (組織単位または AWS アカウント) の選択はセキュリティ目標にどのように影響し
ますか? お客様が知っておくべきトレードオフ (設計上の考慮事項) はどれですか?

2. 顧客は、多くの AWS セキュリティサービスを論理的に整理するために、さまざまな視点を見たいと考
えています。各サービスの主要な機能 (ID サービスやロギングサービスなど) の他に、これらの代替視
点は、お客様がセキュリティアーキテクチャを計画、設計、実装する際に役立ちます。このガイドの後
半で紹介する例では、お客様の AWS 環境の推奨構造に合わせた保護レイヤーに基づいてサービスがグ
ループ化されています。

3. お客様は、セキュリティサービスを最も効果的な方法で統合するためのガイダンスと例を探していま
す。たとえば、自動化された監査およびモニタリングのパイプラインで重い作業を行うには、AWS 
Config trol I を他のサービスと連携させるにはどうすればよいでしょうか。 お客様は、各 AWS セキュ
リティサービスが他のセキュリティサービスにどのように依存しているか、サポートしているかについ
てのガイダンスを求めています。

これらはそれぞれ AWS SRA で対処しています。リストの最優先事項は、このドキュメントの主なアー
キテクチャ図とそれに付随する議論に焦点を当てることです。推奨される AWS Organizations アーキテ
クチャと、 account-by-account どのサービスがどこに適用されるかについての説明を提供します。 リス
トの 2 番目の優先事項 (セキュリティサービスの全体像についての考え方) から始めるには、「AWS 組
織全体にセキュリティサービスを適用する」セクションをお読みください (p. 16)。このセクションで
は、AWS 組織内の要素の構造に従ってセキュリティサービスをグループ化する方法について説明します。
さらに、同じアイデアがアプリケーションアカウントの議論にも反映されており、セキュリティサービス
をアカウントの特定のレイヤー (p. 53)（Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）インスタン
ス、Amazon Virtual Private Cloud（Amazon VPC）ネットワーク、およびより広範なアカウント。最後
に、3 番目の優先事項 (サービス統合) はガイダンス全体に反映されています。特に、このドキュメントの
アカウント詳細セクションや AWS SRA コードリポジトリ内のコードで個々のサービスについて説明する
場合はそうです。

AWS RI の使用方法
クラウド導入のどの段階にいるかによって、AWS SRA の使用方法は異なります。ここでは、AWS SRA 
アセット (アーキテクチャ図、書面によるガイダンス、およびコードサンプル) から最大限の洞察を得る方
法のリストを示します。

• 独自のセキュリティアーキテクチャのターゲット状態を定義します。

初めてアカウントを設定する AWS クラウドの導入を開始したばかりか、既存の AWS 環境の強化を計画
しているかにかかわらず、AWS SRA はセキュリティアーキテクチャの構築を開始する場所です。アカウ
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AWS RI の使用方法

ント構造とセキュリティサービスの包括的な基盤から始めて、特定のテクノロジースタック、スキル、セ
キュリティ目標、コンプライアンス要件に基づいて調整します。今後さらに多くのワークロードを構築し
て起動することがわかっている場合は、カスタマイズした AWS SRA を組織のセキュリティリファレンス
アーキテクチャの基礎として使用できます。

• すでに実装している設計と機能を確認 (および改訂) します。

すでにセキュリティの設計と実装を行っている場合は、時間をかけて AWS SRA と比較してみる価値があ
ります。AWS SRA は包括的に設計されており、お客様自身のセキュリティを確認するための診断基準と
なります。セキュリティ設計が AWS SRA と一致していれば、AWS サービスを使用する際にベストプラ
クティスに従っているという確信が持てます。セキュリティ設計が AWS SRA のガイダンスと異なる場合
や、それと異なる場合でも、これは必ずしも何か間違ったことをしているという兆候ではありません。代
わりに、この観察によって意思決定プロセスを見直す機会が得られます。AWS SRA のベストプラクティ
スから逸脱する正当なビジネス上および技術上の理由があります。特定のコンプライアンス、規制、また
は組織のセキュリティ要件によっては、特定のサービス構成が必要になる場合があります。また、AWS 
のサービスを使用する代わりに、AWS パートナーネットワークの製品や、自分で構築して管理するカス
タムアプリケーションの機能を希望する場合もあります。このレビュー中に、以前の決定が古いテクノロ
ジー、AWS の機能、または適用されなくなったビジネス上の制約に基づいて行われたことに気付く場合が
あります。これは、更新内容を確認して優先順位を付け、エンジニアリングバックログの適切な場所に追
加する良い機会です。AWS SRA に照らしてセキュリティアーキテクチャを評価する際に発見したものが
何であれ、その分析を文書化しておくと価値があります。意思決定とその理由に関する過去の記録がある
と、future 決定に情報を提供し、優先順位を付けるのに役立ちます。

• 独自のセキュリティアーキテクチャの実装をブートストラップします。

AWS SRA コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) モジュールを使用すると、セキュリティアーキテ
クチャの構築と実装を迅速かつ確実に開始できます。これらのモジュールについては、 GitHub コードリ
ポジトリセクションとパブリックリポジトリで詳しく説明されています (p. 65)。これにより、エンジ
ニアは AWS SRA ガイダンスの質の高いパターン例に基づいて構築できるだけでなく、AWS Identity and 
Access Management (IAM) のパスワードポリシー、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) による
ブロックアカウントのパブリックアクセス、Amazon EC2 などの推奨セキュリティ制御も組み込むことが
できます。デフォルトの Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) による暗号化、および AWS Control 
Tower との統合により、新しい AWS アカウントがオンボーディングまたは廃止されるとコントロールが
適用または削除されます。

• AWS のセキュリティサービスと機能の詳細をご覧ください。

AWS SRA のガイダンスとディスカッションには、個々の AWS セキュリティおよびセキュリティ関連
サービスに関する重要な機能だけでなく、デプロイと管理に関する考慮事項も含まれています。AWS SRA 
の特徴の 1 つは、幅広い AWS セキュリティサービスと、それらがマルチアカウント環境でどのように連
携するかを大まかに紹介していることです。これは、他の情報源にある各サービスの機能や構成を詳しく
調べるうえで役立ちます。その一例として、AWS Security Hub がさまざまな AWS サービス、AWS パー
トナー製品、さらには独自のアプリケーションからのセキュリティ調査結果をどのように取り込むかにつ
いての議論があります (p. 32)。

• 組織のガバナンスとセキュリティに対する責任についての議論を促進します。

セキュリティアーキテクチャまたは戦略を設計および実装する上で重要な要素は、組織内の誰がどのセ
キュリティ関連の責任を負っているかを理解することです。たとえば、セキュリティ調査結果をどこで
集約して監視するかという問題は、どのチームがそのアクティビティを担当するかという問題と結びつ
いています。組織全体のすべての調査結果は、専用のセキュリティツールアカウントへのアクセスを必要
とする中央チームによって監視されていますか？ それとも、個々のアプリケーションチーム（またはビ
ジネスユニット）が特定の監視活動に責任を負っているため、特定の警告および監視ツールにアクセスす
る必要があるのでしょうか。別の例として、組織にすべての暗号化キーを一元管理するグループがある場
合、それは AWS Key Management Service (AWS KMS) キーを作成する権限を持つユーザーと、それらの
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キーをどのアカウントで管理するかに影響します。組織の特徴 (さまざまなチームや責任) を理解してお
くと、AWS SRA をニーズに合わせて調整するのに役立ちます。逆に、セキュリティアーキテクチャに関
する議論が、既存の組織の責任について話し合い、潜在的な変更を検討するきっかけになることもありま
す。AWS では、分散型の意思決定プロセスを推奨しています。このプロセスでは、ワークロードチームが
各自のワークロード機能と要件に基づいてセキュリティコントロールを定義する責任を負います。セキュ
リティとガバナンスのチームを一元管理する目的は、ワークロードオーナーが情報に基づいた意思決定を
行い、すべての関係者が構成、調査結果、イベントを可視化できるシステムを構築することです。AWS 
SRA は、こうした議論を特定し、情報を提供する手段となり得ます。

AWS SRA の主な実装ガイドライン
セキュリティを設計および実装する際に留意すべき、AWS SRA から得た 8 つの重要なポイントを以下に
示します。   

• AWS Organizations と適切なマルチアカウント戦略は、セキュリティアーキテクチャに必要な要素で
す。ワークロード、チーム、機能を適切に分離することが、 defense-in-depth 職務と戦略の分離の基礎
となります。このガイドでは、後のセクションでこれについて詳しく説明します (p. 14)。

• Defense-in-depth は、組織のセキュリティ制御を選択する際の重要な設計上の考慮事項です。これによ
り、AWS Organizations 構造のさまざまなレイヤーに適切なセキュリティコントロールを導入できるた
め、問題の影響を最小限に抑えることができます。1 つのレイヤーに問題があると、他の貴重な IT リ
ソースを分離するコントロールが実施されます。AWS SRA は、さまざまな AWS サービスが AWS テク
ノロジースタックのさまざまなレイヤーでどのように機能するか、またそれらのサービスを組み合わせ
て使用することでどのように実現できるかを示しています defense-in-depth。AWS defense-in-depth に
おけるこの概念については、後のセクションで (p. 16)「アプリケーションアカウント (p. 53)」に
示した設計例とともに詳しく説明します。

• 複数の AWS サービスと機能にわたるさまざまなセキュリティビルディングブロックを使用して、堅牢
で回復力のあるクラウドインフラストラクチャを構築します。特定のニーズに合わせて AWS SRA を
調整する際には、AWS のサービスと機能の主要な機能 (認証、暗号化、モニタリング、アクセス許可
ポリシーなど) だけでなく、それらがアーキテクチャの構造にどのように適合するかも考慮してくださ
い。このガイドの後のセクションでは (p. 18)、一部のサービスが AWS 組織全体でどのように機能す
るかについて説明します。1 つのアカウント内で最適に動作するサービスもあれば、個々のプリンシパ
ルに権限を付与または拒否するように設計されたサービスもあります。これらの観点の両方を考慮する
と、より柔軟で階層化されたセキュリティアプローチを構築するのに役立ちます。

• 可能な限り (後のセクションで詳しく説明します)、すべてのアカウントにデプロイできる AWS サー
ビス (一元管理ではなく分散型) を利用し、ワークロードを悪用から保護し、セキュリティイベント
の影響を軽減するのに役立つ一貫した共有ガードレールを構築してください。AWS SRA は、AWS 
Security Hub (一元的な検索、監視、コンプライアンスチェック)、Amazon GuardDuty (脅威検出と異
常検出)、AWS Config (リソースモニタリングと変更検出)、IAM アクセスアナライザー (リソースアク
セスモニタリング)、AWS CloudTrail (ロギングサービス) API アクティビティを使用します。環境）と 
Amazon Macie（データ分類）を AWS サービスの基本セットとしてすべての AWS アカウントにデプロ
イします。

• ガイドの委任管理セクションで後述するように、サポートされている AWS Organizations の委任管理機
能を利用してください (p. 32)。これにより、サポート対象サービスの管理者として AWS メンバーア
カウントを登録できます。委任された管理により、エンタープライズ内のさまざまなチームが、それぞ
れの責任に応じた別々のアカウントを使用して、環境全体の AWS サービスを管理できる柔軟性がもた
らされます。さらに、委任管理者を使用することで、AWS Organizations 管理アカウントへのアクセス
を制限し、アクセス権限のオーバーヘッドを管理しやすくなります。

• AWS 組織全体の集中的なモニタリング、管理、ガバナンスを AWS 組織全体の組織に実装します。マル
チアカウント (場合によってはマルチリージョン) の集約と委任管理機能をサポートする AWS のサービ
スを使用することで、中央セキュリティ、ネットワーク、クラウドのエンジニアリングチームが適切な
セキュリティ設定とデータ収集を幅広く可視化して制御できるようになります。さらに、データをワー
クロードチームに提供して、ソフトウェア開発ライフサイクル (SDLC) の早い段階で効果的なセキュリ
ティ上の意思決定を行えるようにすることもできます。
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• AWS Control Tower を使用してマルチアカウントの AWS 環境をセットアップおよび管理し、セキュリ
ティリファレンスアーキテクチャーの構築をブートストラップするセキュリティコントロールを実装し
ます。AWS Control Tower は、ID 管理、アカウントへのフェデレーションアクセス、一元化されたロギ
ング、および追加アカウントをプロビジョニングするための定義済みのワークフローを提供する設計図
を提供します。その後、Control Tower のカスタマイズ (CfCT) ソリューションを使用して、AWS SRA 
コードリポジトリに示されているように、追加のセキュリティコントロール、サービス設定、ガバナン
スを加え、AWS Control Tower が管理するアカウントのベースラインを設定できます。アカウントファ
クトリ機能は、承認されたアカウント設定に基づいて設定可能なテンプレートを使用して新しいアカウ
ントを自動的にプロビジョニングし、AWS Organizations 内のアカウントを標準化します。ガバナンス
を個々の既存の AWS Tower によって既に管理されている組織単位 (OU) に登録することで、ガバナンス
を個々の既存の AWS アカウントに拡張できます。

• AWS SRA コード例は、コードとしてのインフラストラクチャ (IaC) を使用して AWS SRA ガイド内の
パターンの実装を自動化する方法を示しています。パターンを体系化することで、IaC を組織内の他の
アプリケーションと同様に扱うことができるため、デプロイ前にテストを自動化できます。IaC は、複
数の (SDLC や地域固有の) 環境にわたってガードレールを導入することで、一貫性と再現性を確保する
のにも役立ちます。SRA コード例では、AWS Control Tower (CfCT) 向けにカスタマイズAWS Control 
Tower を使用して、IaC を AWS 環境にすばやく組み込むことができます。
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セキュリティ基盤
簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えます。

AWS セキュリティリファレンス・アーキテクチャは、AWS クラウド導入フレームワーク (AWS 
CAF)、AWS Well-Architected、AWS クラウド導入フレームワーク (AWS CAF)、AWS Well-
Architected、AWS 責任共有モデル、に沿ったものです。

AWS Professional Services、企業がクラウド導入を成功させるための迅速な道を設計し、それに従うこ
とを支援します。フレームワークが提供するガイダンスとベストプラクティスは、お客様の企業全体およ
び IT ライフサイクル全体にわたるクラウドコンピューティングに対する包括的なアプローチを構築する
のに役立ちます。AWS CAF は、ガイダンスを 6 つの重点分野に整理し、パースペクティブと呼ばれる。
それぞれの視点は、機能に関連する利害関係者が所有または管理する明確な責任をカバーしています。
一般に、ビジネス、人材、ガバナンスの視点はビジネス能力に重点を置き、プラットフォーム、セキュリ
ティ、オペレーションの視点は技術的能力に焦点を当てています。

• AWS CAF のセキュリティの視点で、お客様のビジネス全体にわたるコントロールの選択と実装の構築
を支援します。セキュリティの柱で現在の AWS レコメンデーションは、お客様のビジネスや規制要件
を満たすために役立ちます。 

AWS Well-Architected は、クラウドアーキテクトがアプリケーションやワークロード向けに、安全で高性
能、かつ、かつ、回復力のある効率的なインフラストラクチャを構築するのに役立ちます。このフレーム
ワークは、運用上の優秀性、パフォーマンス効率、コストの最適化、持続可能性の 6 つの柱に基づいてお
り、AWS のお客様やパートナーがアーキテクチャを評価し、長期的に拡張可能な設計を実装するための一
貫したアプローチを提供します。私たちは、well-architected ワークロードを設計することで、ビジネスの
成功の可能性が大幅に高まると考えています。

• Well-Architected セキュリティでは、クラウドテクノロジーを活用して、お客様のセキュリティ体制を
向上させる方法でデータ、アセットを保護する方法について説明します。現在の AWS レコメンデー
ションに従うことで、お客様のビジネスやレコメンデーションを満たすことに役立ちます。ガバナン
ス、サーバーレス、AI/ML、ゲームなどの特定のドメインについてより多くのコンテキストを提供す
る、Well-Architected Frameworkの注力分野は他にもあります。これらは AWS Well-Architected レンズ
として知られています。 

セキュリティとコンプライアンスは、AWS と顧客の間で責任を共有します。この共有モデルでは、AWS 
がホストオペレーティングシステムや仮想化レイヤーのコンポーネントから、サービスが運用されている
施設の物理セキュリティに至るまでを運用、コントロールするため、お客様の運用上の負担が軽減されま
す。例えば、ゲストオペレーティングシステム (アップデートやセキュリティパッチを含む)、アプリケー
ションソフトウェア、サーバー側のデータの暗号暗号化、ネットワークトラフィックルートテーブル、
および AWS が提供するセキュリティグループファイアウォールに提供される設定に関する責任と管理は
お客様に任されます。(Amazon S3) や Amazon DynamoDB など) 抽象化されたサービスの場合、AWS が
インフラストラクチャ層、オペレーティングシステム、およびプラットフォームを操作し、お客様がエ
ンドポイントにアクセスしてデータを格納および取得します。お客様は、データの管理 (暗号化オプショ
ンを含む)、アセットの分類、および AWS Identity and Access Management (IAM) ツールの使用に責任を
負います。この共有モデルは、多くの場合、次のように記述されます。はクラウドのセキュリティ (つま
り、AWS クラウドで提供されるすべてのサービスを実行するインフラストラクチャを保護する) に責任が
あり、そしてお客様がAWS クラウドでのセキュリティに責任があります。選択したサービス) 

これらの基本ドキュメントで提供されるガイダンスでは、2 つの概念のセットは特に、AWS SRA: セキュ
リティ機能とセキュリティ設計の原則に関連する。
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セキュリティ機能
AWS CAF のセキュリティの観点では、データとクラウドワークロードの機密性、整合性、可用性を実現
するのに役立つ 9 つの機能を概説しています。

• セキュリティガバナンスにより、組織の AWS 環境全体でセキュリティの役割、責任、ポリシー、プロ
セス、手順を策定し、伝達します。

• セキュリティおよびプライバシープログラムの有効性を監視、評価、管理、改善するためのセキュリ
ティ保証。

• IDとアクセス管理により、IDと権限を大規模に管理できます。
• 脅威検知：潜在的なセキュリティ設定ミス、脅威、または予期しない動作を把握して特定します。
• 脆弱性管理により、セキュリティの脆弱性を継続的に特定、分類、修復、軽減できます。
• インフラストラクチャ保護:ワークロード内のシステムやサービスが保護されていることを確認するのに

役立ちます。
• データ保護:組織内でのデータへのアクセス方法と使用方法に関する可視性と制御を維持します。
• ソフトウェア開発プロセス中のセキュリティ脆弱性の検出と対処に役立つアプリケーションセキュリ

ティ。
• インシデント対応：セキュリティインシデントに効果的に対応することで、潜在的な被害を軽減しま

す。

セキュリティ設計原則
Well-Architected Framework のセキュリティの柱は、特定のセキュリティ領域を、ワークロードセキュリ
ティの強化に役立つ実用的なガイダンスに変える実用的なガイダンスに変える実用的なガイダンスに変え
る実用的なガイダンスに変える実用的なガイダンスに変える実用的なガイダンスに変える7つの設計原則
を取り上げています。セキュリティ機能が全体的なセキュリティ戦略を構成する場所では、これらの Well-
Architected 原則は、お客様が何を始めることができるかを説明しています。それらはこの AWS SRA に非
常に意図的に反映されており、次の内容で構成されます。

• 強力なアイデンティティ基盤を実装する — 最小特権の原則を実装し、AWS リソースとのやり取りごと
に適切な承認を得て職務の分離を強制します。アイデンティティ管理を一元化し、長期的な静的認証情
報への依存を排除することを目指します。

• トレーサビリティを有効にする - お客様の環境に対するアクションと変更をリアルタイムで監視、ア
ラートを生成し、監査します。ログとメトリクスの収集をシステムと統合して、自動的に調査してアク
ションを実行します。

• すべてのレイヤーでセキュリティを適用する — 複数のセキュリティコントロールを使用して、 
defense-in-depth アプローチを適用します。ネットワークのエッジ、仮想プライベートクラウド 
(VPC)、負荷分散、インスタンスとコンピューティングサービス、オペレーティングシステム、アプリ
ケーション設定、コードなど、すべてのレイヤーに複数のタイプのコントロール (予防コントロールや
検出コントロールなど) を適用します。

• セキュリティのベストプラクティスの自動化 – 自動化されたソフトウェアベースのセキュリティメカ
ニズムにより、より迅速かつコスト・パフォーマンスに優れた方法でお客様は安全に拡張できます。セ
キュアなアーキテクチャを作成し、バージョン管理テンプレートでコードとして定義および管理される
コントロールを実装します。

• 転送中および保管時のデータを保護 – お客様のデータを機密レベルに分類し、必要に応じて暗号化、
トークン化、アクセス制御などのメカニズムを使用します。

• 人をデータから遠ざける — メカニズムとツールを使用して、データに直接アクセスしたり、手動でデー
タを処理したりする必要性を軽減または排除できます。これにより、機密データを扱う際の誤処理や変
更、人的ミスのリスクが軽減されます。
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セキュリティ設計原則

• セキュリティイベントの準備 — お客様の組織の要件に合ったインシデント管理と調査のポリシーとプロ
セスを用意して、インシデントに備えます。インシデント対応シミュレーションを実行し、自動化され
たツールを使用して、検出、リカバリのスピードを上げます。
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セキュリティのためAWS Organizations 使用

SRA ビルディングブロック — AWS 
Organizations、アカウント、ガード
レール

簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えましょう。

AWS のセキュリティサービス、そのコントロール、およびインタラクションは、AWS のマルチアカウン
ト戦略およびアイデンティティ管理とアクセス管理のガードレールを基盤として採用するのが最適です。
これらのガードレールは、最小特権、職務の分離、プライバシーを実装できるようにし、必要な統制の種
類、各セキュリティサービスが管理される場所、および AWS SRAでのデータおよびアクセス許可の共有
方法に関する意思決定をサポートするものです。 

AWS アカウントは、AWS リソースのセキュリティ、アクセス、請求境界を提供し、リソースの独立性
と分離を実現します。複数の AWS アカウントを使用することは、「複数のアカウントを使用する AWS
環境の整理」というホワイトペーパーの複数の AWS アカウントを使用する利点のセクションで説明され
ているように、セキュリティ要件をどのように満たすかに重要な役割を果たします。たとえば、企業の
レポート構造をミラーリングする代わりに、機能、コンプライアンス要件、または共通のコントロール
セットに基づいて、ワークロードを別々のアカウントとグループアカウントに整理することができます。
セキュリティとインフラストラクチャを念頭に置いて、ワークロードの拡大に合わせて企業が共通のガー
ドレールを設定できるようにします。このアプローチは、ワークロード間の強固な境界と制御を提供しま
す。アカウントレベルの分離は、AWS Organizations と組み合わせて、開発環境およびテスト環境から本
番環境を分離したり、ペイメントカード業界データセキュリティ基準 (PCI DSS) やHealth 保険の相互運用
性と説明責任に関する法律 (PCI DSA) などの異なる分類のデータを処理するワークロード間に強力な論理
的境界を設けるために使用されます。AWS の導入は、1 つのアカウントから始めるかもしれませんが、
ワークロードの規模や複雑さに応じて、複数のアカウントを設定することを推奨しています。 

アクセス許可により、AWS リソースへのアクセスを指定できます。アクセス許可は、プリンシパル (ユー
ザー、グループ、ロール) として知られる IAM エンティティに付与されます。デフォルトでは、プリンシ
パルはアクセス許可なしで始まります。IAM エンティティは、アクセス許可を付与されるまで AWS で何
もできません。また、AWS 組織全体と同じように広く適用するガードレールを設定するか、プリンシパ
ル、アクション、リソース、および条件の個々の組み合わせのように細かく設定することが可能です。

セキュリティのためAWS Organizations 使用
簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えましょう。

AWS Organizations は、AWS リソースの成長や拡張に伴い、環境の一元管理およびガバナンスを支援し
ます。AWS Organizations の機能は、プログラムによる AWS アカウントの新規作成、リソースの割り当
て、ワークロードを整理するためのアカウントのグループ化、ガバナンスのアカウントまたはアカウン
トグループへのポリシーを適用します。AWS 組織は、お客様の AWS アカウントを統合し、1つの単位と
して管理できるようにするものです。1 つの管理アカウントと、ゼロ以上のメンバーアカウントを含みま
す。ほとんどのワークロードはメンバーアカウントに存在しますが、一部の一元管理プロセスは、管理ア
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セキュリティのためAWS Organizations 使用

カウントまたは特定の AWS サービスの委任管理者として割り当てられたアカウント内に存在する必要が
あります。セキュリティチームが AWS 組織に代わって、セキュリティニーズを管理するためのツールと
アクセスを一元的に提供することができます。AWS 組織内で重要なリソースを共有することで、リソース
の重複を減らすことができます。アカウントを AWS 組織単位 (OU) にグループ化し、ワークロードの要件
と目的に基づいて、異なる環境を表現することが可能です。

AWS Organizations では、サービスコントロールポリシー (SCP) を使用して、AWS 組織、OU、または
アカウントレベルでアクセス許可ガードレールを適用することができます。これらのガードレールは、
管理アカウントを除く組織のアカウント内のプリンシパルに適用されます (管理アカウントでワークロー
ドを実行しない理由の 1 つです)。OU に SCP をアタッチすると、その OU の下にある子 OU やアカウン
トに継承されます。SCP はいかなるアクセス許可も付与しません。代わりに、SCP は AWS 組織、OU、
またはアカウントに最大アクセス権限を指定します。依然としてアイデンティティベースのポリシーま
たはリソースベースのポリシーをアタッチして、実際にアクセス許可を付与する必要があります。たとえ
ば、SCP が Amazon S3 全体へのアクセスを拒否した場合、SCP の影響を受けるプリンシパルは、IAM ポ
リシーによって明示的にアクセスが許可されていても Amazon S3 にアクセスできなくなります。IAM ポ
リシーの評価方法、SCP の役割、および最終的にアクセスが許可または拒否される方法の詳細について
は、IAM ドキュメントのポリシー評価ロジックを参照してください。 

AWS Control Tower は、複数のアカウントを設定して管理するための簡単な方法を提供します。これによ
り、AWS 組織でのアカウント設定、プロビジョニングの自動化、ガードレール (予防・検出制御を含む) 
の適用、可視化のためのダッシュボードを提供します。追加の IAM 管理ポリシーであるアクセス許可の境
界は、特定の IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) にアタッチされ、アイデンティティベースのポリ
シーが IAM エンティティに付与できるアクセス許可の上限を設定します。

AWS Organizations は、すべてのアカウントに適用される AWS サービスの設定を支援します。た
とえば、AWS を使用して AWS 組織全体で実行されるすべてのアクションの中央ロギングを設定し 
CloudTrail、メンバーアカウントがログを無効化しないようにします。また、AWS Config を使用して、定
義したルールのデータを一元的に集約できるため、ワークロードのコンプライアンスを監査し、変更に迅
速に対応できます。AWS CloudFormation StackSets を使用して、AWS 組織内のアカウントや OU にまた
がる AWS CloudFormation スタックを一元管理できるため、セキュリティ要件に合わせて新しいアカウン
トを自動的にプロビジョニングすることができます。 

AWS Organizations のデフォルト設定では、SCP を拒否リストとして使用できます。拒否リスト戦略を使
用することで、メンバーアカウント管理者は、特定のサービスや一連のアクションを拒否する SCP を作
成してアタッチするまで、すべてのサービスとアクションを委譲できます。拒否ステートメントは、AWS 
が新しいサービスを追加するときに更新する必要がないため、許可リストよりもメンテナンスが少なく
て済みます。通常、拒否ステートメントは文字数が少ないので、SCP の上限サイズ内に収めやすくなっ
ています。Effect  要素に Deny の値があるステートメントでは、特定のリソースへのアクセスを制限
したり、SCP 有効時における条件を定義することもできます。対照的に、SCP の Allow ステートメント
は、すべてのリソース ("*") に適用され、条件による制限を受けることができません。詳細と例について
は、AWS Organizations ドキュメントの「SCP を活用した戦略」を参照してください。

設計上の考慮事項

• または、SCP を許可リストとして使用するには、AWS 管理のFullAWSAccess SCP を、許可
したいサービスやアクションのみを明示的に許可する SCP で置き換える必要があります。指定
されたアカウントに対してアクセス許可を有効にするには、すべての SCP (ルートからアカウ
ントへのダイレクトパスにある各 OU さらにはアカウント自体にアタッチされているものまで) 
がそのアクセス許可を許可する必要があります。このモデルは、本質的に制限が厳しくなって
おり、規制が厳しく機密性の高いワークロードに適している場合があります。このアプローチ
では、AWS アカウントから OU までのパスにあるすべての IAM サービスまたはアクションを
明示的に許可する必要があります。

• 拒否リスト戦略と許可リスト戦略を組み合わせて使用するのが理想的です。許可リストを使用
して、AWS 組織内での使用が承認された許可された AWS サービスのリストを定義し、この 
SCP を AWS 組織のルートに添付してください。開発環境ごとに許可されるサービスのセット
が異なる場合は、各 OU にそれぞれの SCP をアタッチします。その後、拒否リストを使用し
て、特定の IAM アクションを明示的に拒否することでエンタープライズガードレールを定義で
きます。
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管理アカウント、信頼されたア
クセス、および委任された管理者

管理アカウント、信頼されたアクセス、および委任
された管理者

簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えましょう。

管理アカウント (別名 AWS 組織管理アカウントまたは組織管理アカウント) は一意で、AWS 
Organizations 他のすべてのアカウントとは異なります。AWS 組織は、そのアカウントで作成します。こ
のアカウントから、AWS 組織で AWS アカウントを作成したり、他の既存のアカウントを AWS 組織に招
待したり (どちらのタイプもメンバーアカウントとみなされます)、AWS 組織からアカウントを消去した
り、AWS 組織内のルート、OU、またはアカウントに IAM ポリシーを適用したりすることができます。 

管理アカウントは、AWS 組織のすべてのメンバーアカウントに影響を与える SCP およびサービス展開 
(AWS など CloudTrail) を通じて、ユニバーサルセキュリティガードレールを展開します。管理アカウント
のアクセス許可をさらに制限するために、可能であれば、それらのアクセス許可をセキュリティアカウン
トなどの別の適切なアカウントに委任することができます。 

管理アカウントには、支払いアカウントだけでなく、メンバーアカウントによって発生したすべての料金
を支払う責任があります。AWS 組織の管理アカウントを切り替えることはできません。AWS アカウント
が AWS 組織のメンバーになることができるのは、一度に 1 つのみです。   

管理アカウントが保持する機能と影響範囲から、このアカウントへのアクセスを制限し、必要なロールに
のみアクセス許可を付与することをお勧めします。これを実現するための機能として、信頼されたアクセ
ス と 委任された管理者 の 2 つがあります。信頼されたアクセスを使用して、指定した AWS サービス (信
頼されたサービスと呼ばれる) を有効にできます。これにより、AWS 組織とそのアカウントのタスクを代
理で実行できるようになります。このためには、信頼されたサービスにアクセス許可を付与する必要があ
りますが、IAM エンティティのアクセス許可に影響はありません。信頼されたアクセスを使用して、信頼
されたサービスがユーザーに代わって AWS 組織のアカウントで管理する設定や構成の詳細を指定できま
す。たとえば、AWS SRA の組織管理アカウント (p. 25)のセクションでは、AWS CloudTrail 組織のす
べてのアカウントで組織証跡を作成するために、AWS CloudTrail サービスに信頼できるアクセス権を付与
する方法を説明しています。

一部の AWS サービスは、AWS Organizations 委任管理者機能をサポートしているものがあります。 こ
の機能により、互換性のあるサービスでは、AWS 組織内の AWS メンバーアカウントをそのサービス内
の AWS 組織のアカウントの管理者として登録できます。この機能により、エンタープライズ内のさまざ
まなチームが、それぞれの責任に応じた別々のアカウントを使用して、環境全体の AWS サービスを管理
できる柔軟性がもたらされます。現在、委任管理者をサポートしている AWS SRA の AWS セキュリティ
サービスには、AWS IAM ID センター (AWS シングルサインオンの後継)、AWS Config、AWS Firewall 
Manager、Amazon、AWS IAM アクセスアナライザー、Amazon GuardDuty Macie、AWS Security 
Hub、Amazon Detective、AWS Audit Manager、Amazon Inspector、および AWS Systems Manager が含
まれます。AWS SRA では、ベストプラクティスとして委任管理者機能の利用が強化されており、セキュ
リティ関連サービスの管理を Security Tooling アカウントに委任しています。

専用アカウント構造
簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えましょう。

AWS アカウントは、AWS リソースのセキュリティ、アクセス、請求境界を提供し、リソースの独立性と
分離を実現します。デフォルトでは、アカウント間のアクセスは許可されていません。 
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専用アカウント構造

OU とアカウント構造を設計するときは、セキュリティとインフラストラクチャを考慮した上でスタート
します。これらの特定の機能のために、インフラストラクチャとセキュリティ OU に分かれて、一連の
基礎的なOUを作成することをお勧めします。これらの OU およびアカウントに関する推奨事項は、AWS 
Organizations とマルチアカウント構造の設計に関する、より広範で包括的なガイドラインの一部を構成す
るものです。推奨事項の詳細については、AWS のドキュメントの複数のアカウントを使用する AWS 環境
の整理とブログの AWS Organizations における組織単位のベストプラクティスを参照してください。 

AWS SRA は、AWS での効果的なセキュリティ運用を実現するために、以下のアカウントを活用していま
す。これらの専用アカウントは、業務の分離を確実にし、アプリケーションおよびデータの機密性によっ
て異なるガバナンスおよびアクセスポリシーをサポートし、セキュリティイベントの影響を軽減するのに
役立ちます。続く議論では、本番用 (製品) アカウントとそれに関連するワークロードに焦点を当てます。
ソフトウェア開発ライフサイクル (SDLC) アカウント (しばしば dev および テスト アカウントと呼ばれる) 
は、成果物をステージングにあげることを目的としており、本番用アカウントとは異なるセキュリティポ
リシーセットで運用することが可能です。

 

アカウント OU セキュリティロール

管理

 

— すべての AWS リージョンとアカ
ウントのセントラルガバナンス
と管理。AWS 組織のルートをホ
ストする AWS アカウント。

セキュリティツール セキュリティ 広範なセキュリティサー
ビス (Amazon、AWS 
Security Hub Audit Manager 
GuardDuty、Amazon 
Detective、Amazon 
Inspective、Amazon 
Inspector、AWS Config など) の
運用、AWS アカウントのモニタ
リング、セキュリティアラート
とレスポンスの自動化のための
専用の AWS アカウント。

ログアーカイブ セキュリティ すべての AWS リージョンと 
AWS アカウントのすべてのロ
グとバックアップを取り込み、
アーカイブするための専用 AWS 
アカウント。これは、イミュー
タブルストレージとして設計す
る必要があります。

ネットワーク インフラストラクチャ アプリケーションとより広範な
インターネット間のゲートウェ
イ。Network アカウントは、個々
のアプリケーションワークロー
ド、セキュリティ、およびその
他のインフラストラクチャから
広範なネットワークサービス、
構成、およびオペレーションを
分離します。

共有サービス インフラストラクチャ このアカウントは、複数のアプ
リケーションやチームが成果を
あげるために利用するサービス
をサポートしています。例とし
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AWS SRA の AWS 組織とアカウント構造

ては、Identity Center ディレクト
リサービス (Active Directory)、
メッセージングサービス、メ
タデータサービスなどがありま
す。

アプリケーション ワークロード AWS 組織のアプリケーションを
ホストし、ワークロードを実行
する AWS アカウント。(ワーク
ロードアカウント と呼ばれるこ
ともあります。) アプリケーショ
ンアカウントは、チームにマッ
ピングされるのではなく、ソフ
トウェアサービスを分離するた
めに作成する必要があります。
これにより、デプロイされたア
プリケーションは、組織の変化
に強くなります。

AWS SRA の AWS 組織とアカウント構造

簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えましょう。

以下の図表は、特定のサービスを表示せずに、AWS SRA のハイレベルストラクチャーを捉えたもので
す。この図表は、前のセクションで説明した専用アカウント構造を反映しており、ここではアーキテク
チャの主要コンポーネントを中心に議論を進めるために、この図を掲載しています。

• 図表に表示されているすべてのアカウントは、1 つの AWS 組織に属しています。
• 図表の左上には、AWS 組織の作成に使用する組織管理アカウントがあります。
• 組織管理アカウントの下には、セキュリティ OU があり、セキュリティツール用とログアーカイブ用の 

2 つのアカウントがあります。
• 右側には、ネットワークアカウントと共有サービスアカウントを持つインフラストラクチャ OU があり

ます。
• 図表の下部には、ワークロード OU があり、エンタープライズアプリケーションを格納するアプリケー

ションアカウントに関連付けられています。

この議論では、すべてのアカウントは、単一の AWS リージョンで動作する本番用 (prod) アカウントとみ
なされます。Amazon S3、Amazon、Amazon GuardDuty、または AWS Key Management Service (AWS 
KMS) などのリージョンサービスがアカウント内に表示されている場合、そのサービスはアカウント内で
設定および管理されます。 

多数のアカウントを持つ AWS 組織をホストする場合、アカウントデプロイとアカウントガバナンスを容
易にするオーケストレーションレイヤーを持つことは有益です。AWS Control Tower は、AWS 複数アカ
ウント環境を設定して管理するための簡単な方法を提供します。GitHubリポジトリ内の AWS SRA コード
サンプルは、AWS Control Tower (CfCT) ソリューションのカスタマイズを使用して AWS SRA 推奨構造を
デプロイする方法を示しています。
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AWS 組織全体にセキュリティサービスを適用する

簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えましょう。

前のセクションで説明したように (p. 3)、お客様は AWS セキュリティサービスの一式について考え、戦
略的に整理する別の方法を探しています。今日最も一般的な組織的アプローチは、セキュリティサービス
を各サービスの役割に応じて主要な機能別にグループ化することです。AWS CAF のセキュリティの観点
から、ID およびアクセス管理、インフラストラクチャ保護、データ保護、脅威検出などの 9 つの機能機
能が挙げられています。AWS のサービスとこれらの機能を一致させることは、各分野で実装の意思決定
を行うための実用的な方法です。たとえば、ID 管理とアクセス管理を検討する場合、IAM と IAM Identity 
Center は考慮すべきサービスです。脅威検出のアプローチを設計する際、最初に検討するのは Amazon 
GuardDuty かもしれません。

この機能ビューを補完するものとして、セキュリティを横断的かつ構造的なビューで確認することもでき
ます。つまり、「自分の ID、論理的アクセス、脅威検出メカニズムの制御と保護には、どの AWS サービ
スを使用するべきか」と尋ねるだけでなく、 また、「どの AWS サービスを自分の AWS 組織全体に適用
すべきか?」と尋ねることもできます。 アプリケーションの中核にある Amazon EC2 インスタンスを保護
するために、どのような防御層を設けるべきでしょうか?」 このビューでは、AWS のサービスと機能を 
AWS 環境のレイヤーにマッピングします。一部のサービスと機能は、AWS 組織全体に統制を導入するの
に最適です。例えば、Amazon S3 バケットへのパブリックアクセスをブロックすることは、このレイヤー
での特定の制御です。個人アカウントの設定の一部ではなく、ルート組織で行うのが好ましいです。AWS 
アカウント内の個々のリソースを保護するには、他のサービスと機能を活用するのが最適です。このカテ
ゴリの例としては、プライベート TLS 証明書を必要とするアカウント内に下位認証局 (CA) を実装するこ
とが挙げられます。同様に重要なもう 1 つのグループとして、AWS インフラストラクチャの仮想ネット
ワーク層に影響するサービスがあります。次の図は、一般的な AWS 環境の 6 つのレイヤー (AWS 組織、
組織単位 (OU)、アカウント、ネットワークインフラストラクチャ、プリンシパル、リソースを示していま
す。
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各レイヤーの制御と保護を含め、この構造的な文脈におけるサービスを理解することは、AWS defense-in-
depth 環境全体にわたる戦略の計画と実施に役立ちます。この観点から、両方の質問に答えることができ
ます (例えば、「AWS 組織全体にセキュリティコントロールを実装するためにどのサービスを使用してい
ますか」)。 そして下から上へ (たとえば、「この EC2 インスタンスのコントロールを管理しているサー
ビスはどれですか?」)。このセクションでは、AWS 環境の要素を説明し、関連するセキュリティサービ
スと機能を特定します。もちろん、一部の AWS サービスには幅広い機能セットがあり、複数のセキュリ
ティ目標をサポートしています。これらのサービスは、AWS 環境の複数の要素をサポートする場合があり
ます。

わかりやすくするために、一部のサービスが定められた目的にどのように適合するかについて簡単に説明
します。次のセクションでは (p. 23)、各 AWS アカウント内の個々のサービスについて詳しく説明しま
す。
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組織全体または複数のアカウント
トップレベルでは、AWS 組織 (組織全体または特定の OU を含む) にガバナンスとコントロールの機能ま
たはガードレールを適用するために設計された AWS のサービスおよび機能があります。サービスコント
ロールポリシー (SCP) は、AWS 組織全体に予防的なガードレールを提供する IAM 機能の良い例です。も
う 1 つの例として AWS があります。これは CloudTrail、その AWS 組織内のすべての AWS アカウント
のすべてのイベントを記録する組織証跡によるモニタリングを提供します。この包括的な証跡は、各アカ
ウントで作成される可能性のある個々の証跡とは異なるものです。3 つ目の例は AWS Firewall Manager 
で、AWS 組織のすべてのアカウントで、複数のリソース (AWS WAF ルール、 AWS WAF Classic ルー
ル、AWS Shield アドバンスプロテクション、Amazon Virtual Private Cloud VPC) セキュリティグルー
プ、AWS ネットワークファイアウォールポリシー、および Amazon Route 53 Resolver DNS ファイア
ウォールポリシーを AWS 組織のすべてのアカウントで設定、適用、管理するために使用できます。 

次の図表でアスタリスク * が付いているサービスは、組織全体とアカウントに特化したデュアルスコープ
で動作します。これらのサービスは、基本的に個々のアカウント内のセキュリティをモニタリングまた
は制御するのに役立ちます。ただし、複数のアカウントの結果を集約して組織全体のアカウントに集約
し、一元的に可視性・管理することができます。わかりやすくするために、OU、AWS アカウント、また
は AWS 組織全体に適用される SCP を検討してください。これに対し、Amazon は、アカウントレベル 
(個々の調査結果を生成) と AWS 組織レベル (委任管理者機能経由) GuardDuty の両方で設定・管理でき、
調査結果を集約して表示・管理することが可能です。

AWS アカウント
OU の中には、AWS アカウント内の複数のタイプの要素を保護するのに役立つサービスがあります。たと
えば、AWS Secrets Manager は通常、特定のアカウントから管理され、そのアカウントのリソース (デー
タベース認証情報や認証情報など)、アプリケーション、および AWS サービスを保護します。AWS IAM 
Access Analyzer は、指定されたリソースに AWS アカウント外のプリンシパルがアクセスできる場合に結
果を生成するように設定できます。前のセクションで説明したように、これらのサービスの多くは AWS 
Organizations 内で設定および管理することもできるため、複数のアカウントで管理することができます。
図表では、これらのサービスにはアスタリスク (*) が付いています。また、複数のアカウントの結果を集
約し、単一のアカウントに配信することも容易になります。これにより、個々のアプリケーションチーム
は、それぞれのワークロードに固有のセキュリティニーズを管理するための柔軟性と可視性を提供すると
ともに、一元化されたセキュリティチームに対するガバナンスと可視化も可能になります。 GuardDuty 
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仮想ネットワーク、コンピューティング、コンテンツ配信

Amazonはそのようなサービスの一例です。 GuardDuty1 つのアカウントに関連するリソースとアクティ
ビティをモニタリングし、複数のメンバーアカウント (AWS 組織のすべてのアカウントなど) GuardDuty 
の結果を委任された管理者アカウントから収集、表示、管理することができます。

 

仮想ネットワーク、コンピューティング、コンテンツ
配信
ネットワークアクセスはセキュリティにおいて非常に重要であり、コンピューティングインフラストラ
クチャは多くの AWS ワークロードの基本的なコンポーネントであるため、これらのリソースに特化し
た多くの AWS セキュリティサービスと機能が存在します。例えば、Amazon Inspector は、AWS ワーク
ロードにおける脆弱性を継続的にスキャンする脆弱性管理サービスです。これらのスキャンには、環境
内の Amazon EC2 インスタンスへのネットワークパスが許可されていることを示すネットワークの到達
可能性チェックが含まれています。Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用すると、AWS リ
ソースを起動できる仮想ネットワークを定義できます。この仮想ネットワークは、従来のネットワーク
によく似ており、さまざまな機能と利点があります。VPC エンドポイントは、サポートされている AWS 
のサービス、および AWS を搭載したエンドポイントサービスに VPC をプライベートに接続できます。 
PrivateLink インターネットへのパスは必要ありません。次の図表は、ネットワーク、コンピューティン
グ、コンテンツ配信インフラストラクチャに焦点を当てたセキュリティサービスを示しています。
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プリンシパルとリソース
AWS プリンシパルと AWS リソース (および IAM ポリシー) は、AWS の ID 管理とアクセス管理の基本要
素です。AWS 内の認証されたプリンシパルは、アクションを実行して AWS リソースにアクセスできま
す。プリンシパルは、AWS アカウントのルートユーザーとして、または IAM ロールを引き受けることに
よって認証されます。

Note

AWS ルートユーザーに関連付けられた永続的な API キーを作成しないでください。ルートユー
ザーへのアクセスは、ルートユーザーを必要とするタスクのみに制限し、厳密な例外処理を通じ
てのみ行う必要があります。アカウントのルートユーザーを保護するためのベストプラクティス
については、AWS ドキュメントを参照してください。

AWS リソースは、ユーザーが操作できる AWS サービス内に存在するオブジェクトです。例として
は、EC2 インスタンス、AWS CloudFormation スタック、Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS) トピック、S3 バケットなどがあります。IAM ポリシーは、IAM アイデンティティ (ユーザー、グ
ループ、ロール)、または AWS リソースに関連するアクセス許可を定義するオブジェクトです。アイデン
ティティベースのポリシーは、プリンシパル (ロール、ユーザー、およびユーザーグループ) に添付するポ
リシードキュメントです。これにより、プリンシパルが実行できるアクション、リソース、および条件を
制御します。リソースベースのポリシーは、S3 バケットなどのリソースに添付するポリシードキュメント
です。これらのポリシーでは、そのリソースに対して特定のアクションを実行するために指定されたプリ
ンシパルのアクセス許可を付与するとともに、そのアクセス許可の条件を定義します。リソースベースの
ポリシーは、インラインポリシーです。IAM リソース (p. 62) のセクションでは、IAM ポリシーの種類
とその使用方法について詳しく説明します。

この説明ではわかりやすくするために、アカウントプリンシパルでの運用またはアカウントプリンシパ
ルへの適用を主な目的とする IAM エンティティ向けの AWS セキュリティサービスと機能を挙げていま
す。IAM アクセス権限ポリシーの柔軟性と効果の幅広さを認識しつつ、シンプルさを保っています。ポリ
シー内の 1 つのステートメントが複数の種類の AWS エンティティに影響を与える可能性があります。た
とえば、IAM アイデンティティベースのポリシーは IAM エンティティに関連付けられ、そのエンティティ
のアクセス権限 (許可、拒否) を定義しますが、ポリシーは、指定されたアクション、リソース、条件のア
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クセス権限も暗黙的に定義します。このように、ID ベースのポリシーは、リソースの権限を定義する上で
重要な要素となります。

次の図表は、AWS プリンシパルに対する AWS セキュリティサービスと機能を示してます。アイデンティ
ティベースのポリシーは、ユーザー、グループ、ロールなど、識別とグループ化に使用される IAM リソー
スオブジェクトにアタッチされます。これらのポリシーを使用すると、そのアイデンティティが実行でき
る内容 (そのアクセス許可) を指定できます。IAM セッションポリシーは、ユーザーがロールを引き受け
るときにセッションで渡すインラインのアクセス権限ポリシーです。ポリシーを自分で渡すことも、ID 
が AWS にフェデレートされるときにポリシーを挿入するように ID ブローカーを設定することもできま
す。これにより、複数のユーザーが同じ役割を引き受けながら独自のセッション権限を持つことができ
るため、管理者は作成する必要のある役割の数を減らすことができます。IAM Identity Center サービスは 
AWS Organizations および AWS API オペレーションと統合されており、AWS OrganiAWS Organizations 
の AWS アカウント全体の SSO アクセスとユーザー権限を管理するのに役立ちます。

次の図表は、アカウントリソースに対するサービスと機能を示してます。リソースベースのポリシーをリ
ソースにアタッチします。たとえば、リソースベースのポリシーを S3 バケット、Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) キュー、VPC エンドポイント、および AWS KMS 暗号化キーにアタッチできま
す。リソースベースのポリシーを使用して、リソースにだれがアクセスでき、どのようなアクションを実
行できるかを指定できます。S3 バケットポリシー、AWS KMS キーポリシー、VPC エンドポイントポリ
シーは、リソースベースのポリシーの一種です。AWS IAM Access Analyzer の機能は、外部エンティティ
と共有されている S3 バケットや IAM ロールなど、組織とアカウントのリソースを識別するのに役立ちま
す。これにより、セキュリティ上のリスクであるリソースやデータへの意図しないアクセスを特定できま
す。AWS Config を使用すると、AWS アカウントでサポートされている AWS リソースの設定を評価、監
査、審査できます。AWS Config は AWS リソース設定を継続的に監視および記録し、記録された設定を目
的の設定と照らし合わせて自動的に評価します。
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AWS セキュリティリファレンスアー
キテクチャ

簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えます。

以下の図は AWS ポリシーについて解説しています。このアーキテクチャ図は、すべての AWS セキュリ
ティ関連のサービス。これは、単一ページに収まるシンプルな 3 層の Web アーキテクチャを中心に構築
されています。このような作業負荷では、ウェブ層どのユーザーが接続して操作するかアプリケーション
層である。これはアプリケーションの実際のビジネスロジックを処理する。ユーザーからの入力を受け取
り、何らかの計算を行い、出力を生成する。アプリケーション層は、データ層。このアーキテクチャは意
図的にモジュール式であり、多くの最新の Web アプリケーションに高レベルの抽象化を提供します。

メモ

わかりやすくするために、次の図は意図的に高いレベルのアーキテクチャを示しており、各ア
カウントの詳細がわかりにくくなっています。個々のアカウントの図をより詳細に表示するに
は、OU とアカウントに関する個別のセクションを参照してください。
このガイドのリファレンスアーキテクチャ図をビジネスニーズに合わせてカスタマイズするに
は、次の.zip ファイルをダウンロードして内容を抽出します。
図のソースファイル (Microsoft PowerPoint 形式) をダウンロードする
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このリファレンスアーキテクチャでは、実際のウェブアプリケーションとデータ層は、Amazon Elastic 
Compute Cloud（Amazon EC2）インスタンスと Amazon Aurora データベースを通じて、できるだけ簡単
に意図的に表されます。ほとんどのアーキテクチャ図は、Web、アプリケーション、およびデータ層に焦
点を当てて深く掘り下げています。読みやすくするために、セキュリティコントロールを省略することが
よくあります。この図は、可能な限りセキュリティを示すことを強調し、アプリケーション層とデータ層
を必要なだけシンプルにして、セキュリティ機能を意味のあるものにします。
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組織管理アカウント

AWS SRA には、公開時点で利用可能な AWS セキュリティ関連サービスがすべて含まれています。(ド
キュメント履歴 (p. 70) をご覧ください。) ただし、すべてのワークロードや環境が、独自の脅威にさら
されることから、すべてのセキュリティサービスを導入する必要があるわけではありません。当社はこれ
らのサービスがアーキテクチャ的にどのように適合するかについての説明を含め、さまざまなオプション
のリファレンスを提供することを目的としています。

以下のセクションでは、各 OU とアカウントについて説明し、その目的と個人を理解します。それに関連
付けられたセキュリティサービス。各要素について (通常は AWS）の場合、このドキュメントは以下の情
報を提供します。

• 要素とそのセキュリティ目的の概要については、AWS ポリシーについて解説しています。個々のサービ
スに関する詳細な説明と技術情報については、付録を参照してください (p. 68)。

• サービスを最も効果的に有効化および管理するための推奨配置。これは、各アカウントおよび OU の
個々のアーキテクチャ図に取り込まれます。

• 構成、管理、およびデータ共有は、他のセキュリティサービスへのリンクです。このサービスは、他の
セキュリティサービスにどのように依存しているか、またはサポートしていますか。

• 設計上の考慮事項 まず、この文書では、セキュリティに重要な影響を及ぼすオプション機能または設定
について説明します。次に、チームのエクスペリエンスに、一般的な推奨事項のバリエーション（通常
は代替要件または制約の結果として）、これらのオプションについて説明しています。

OU とアカウント
• 組織管理アカウント (p. 25)
• セキュリティ OU-Security Tooling アカウント (p. 30)
• セキュリティ OU-ログアーカイブアカウント (p. 41)
• インフラストラクチャ OU-ネットワークアカウント (p. 43)
• インフラストラクチャ OU-共有サービスアカウント (p. 51)
• ワークロード OU — アプリケーションアカウント (p. 53)

組織管理アカウント

簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えましょう。

以下の図表は、組織管理アカウントで設定されている AWS セキュリティサービスを示しています。
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サービスコントロールポリシー

このガイドの前半のセキュリティのための AWS Organizations の使用 (p. 10)と管理アカウント、信頼さ
れたアクセス、および委任管理者 (p. 12)のセクションでは、組織管理アカウントの目的とセキュリティの
目的について詳しく説明しました。組織管理アカウントのセキュリティのベストプラクティスに従ってく
ださい。これには、ビジネスで管理されている電子メールアドレスの使用、正しい管理者およびセキュリ
ティのお問い合わせ情報の維持 (AWS がアカウントの所有者に連絡する必要がある場合に備えて、アカウ
ントに電話番号を添付するなど)、全ユーザーの多要素認証 (MFA) の有効化、および組織管理アカウント
へのアクセスできるユーザーを定期的に確認します。組織管理アカウントにデプロイされたサービスは、
適切なロール、信頼ポリシー、およびその他のアクセス許可で構成して、それらのサービスの管理者 (組
織管理アカウントでサービスにアクセスする必要があるユーザー) が他のサービスにも不適切にアクセス
できないようにします。

サービスコントロールポリシー
AWS Organizations では、複数の AWS アカウントのポリシーを一元管理できます。たとえば、組織のメ
ンバーである複数の AWS アカウントにサービスコントロールポリシー (SCP) を適用できます。SCP で
は、組織のメンバー AWS アカウントの AWS Identity and Access Management (IAM) エンティティ (IAM 
ユーザーやロールなど) が実行できる AWS サービス API と実行できない AWS サービス API を定義でき
ます。SCP は、組織を作成したときに使用した AWS アカウントである組織管理アカウントから作成お
よび適用されます。SCP の詳細については、このリファレンスの前半にあるセキュリティのための AWS 
Organizations の使用 (p. 10)を参照してください。 

AWS Control Tower を使用して AWS 組織を管理する場合、予防措置として一連の SCP をデプロイします 
(必須、強く推奨、または選択的に分類されます)。これらのガードレールは、組織全体のセキュリティ管
理を実施することでリソースを管理するのに役立ちます。これらの SCP は、 aws-control-tower managed-
by-control-tower値がのタグを自動的に使用します。 

設計上の考慮事項

• SCP は AWS 組織のメンバーアカウントにのみ影響します。組織管理アカウントから適用され
ますが、そのアカウントのユーザーやロールには影響しません。SCP 評価ロジックの仕組みと
推奨される構造の例については、AWS ブログ記事「AWS Organizations におけるサービスコン
トロールポリシーの使用方法」を参照してください。
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AWS CloudTrail
AWS CloudTrail は、AWS アカウントのガバナンス、コンプライアンス、運用監査、およびリスク監査な
どを支援するサービスです。を使用すると CloudTrail、AWS インフラストラクチャ全体のアクションに関
連するアカウントアクティビティをログに記録し、継続的にモニタリングし、保持できます。 CloudTrail 
は AWS Organizations と統合されており、その統合を使用して、AWS 組織のすべてのアカウントに関す
るすべてのイベントをログに記録する単一の証跡を作成することができます。これは、組織の証跡と呼ば
れます。組織証跡を作成すると、AWS 組織に属するすべての AWS アカウントに、指定した名前の証跡が
作成されます。証跡は、AWS 組織のすべてのアカウントのアクティビティを記録し、単一 S3 バケットに
ログを保存します。AWS 組織のすべてのアカウントは、証跡のリストで組織の証跡を見ることができま
すが、メンバー AWS アカウントは、この証跡へのアクセスが制限されています。さらに、デフォルトで
は、組織管理アカウントのみが S3 バケットにアクセスできるようになっています。これらの保護の詳細
については、中央ログストアとしての Amazon S3 (p. 43) セクションを参照ください。その他のセキュ
リティのベストプラクティスについては、AWS CloudTrail のドキュメントを参照してください。

AWS SRA では、 CloudTrail 組織管理アカウント内に表示されます。これは、適切な IAM 権限がある管理
アカウント内からのみ組織証跡を作成できるためです。すべてのログを保存する S3 バケットに対応する
組織は、Log Archive アカウントに作成されます。 

設計上の考慮事項

• CloudTrail メンバーアカウントが組織の証跡で許可されていない方法で情報を使用する必要が
ある場合、各 AWS アカウントの管理者は、適切なコントロールを使用してローカルトレイル
を作成できます。

IAM Identity Center
AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On の後継) は、すべての AWS アカウント、プリンシパル、
クラウドワークロードへの SSO アクセスを集中管理するのに役立つアイデンティティフェデレーション
サービスです。IAM Identity Center はまた、一般的に使用されているサードパーティー SaaS (Software-
as-a-Service) アプリケーションに対するアクセスとアクセス権限を管理するのにも便利です。ID プロバイ
ダーは SAML 2.0 を使用して IAM ID センターと統合します。 just-in-time一括プロビジョニングは、クロ
スドメインアイデンティティ管理システム (SCIM) を使用して実行できます。IAM Identity Center には、エ
ンドユーザーが自分に割り当てられている AWS アカウント、ロール、クラウドアプリケーション、カス
タムアプリケーションを一元的に検索したり確認したりできるユーザーポータルが含まれます。

IAM Identity Center は AWS Organizations とネイティブに統合され、デフォルトで組織管理アカウントで
実行されます。ただし、権限を最小限に抑え、管理アカウントへのアクセスを厳密に制御するには、IAM 
Identity Center の管理を特定のメンバーアカウントに委任できます。AWS SRA では、共有サービスア
カウントは IAM ID センターの委任管理者アカウントです。IAM Identity Center の委任管理を有効にする
前に、以下の考慮事項を確認してください。委任に関する詳細情報は、Shared Servicesアカウントセク
ションにあります (p. 51)。委任を有効にした後でも、組織管理アカウントでプロビジョニングされた
権限セットの管理など、IAM ID センターに関連する特定のタスクを実行するには、IAM ID Center を Org 
Management アカウントで実行する必要があります。 

IAM ID Center コンソールでは、アカウントはカプセル化された OU ごとに表示されます。これによ
り、AWS アカウントのすばやい検出、一般的なアクセス権限セットの適用、およびアクセスの一元管理が
できるようになります。 

IAM Identity Center には、特定のユーザー情報を保存する必要がある ID ストアが含まれています。ただ
し、IAM Identity Center がワークフォース情報の信頼できる情報源である必要はありません。ただし、そ
うすることはできます。企業にすでに信頼できるソースがある場合、IAM Identity Center は次の種類の ID 
プロバイダー (IdPs) をサポートします。

• IAM Identity Center ID ストア — 次の 2 つのオプションが利用できない場合は、このオプションを選択
してください。ユーザーが作成され、グループ割り当てが行われ、アイデンティティストアで権限が割
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IAM アクセスアドバイザー

り当てられます。権限のあるソースが IAM Identity Center の外部にある場合でも、プリンシパル属性の
コピーはアイデンティティストアに保存されます。

• Microsoft Active Directory (AD) — 独自のオンプレミスまたはクラウドベースの Active Directory でユー
ザーを管理する場合、または AWS DireAWS Directory Service で AWS Managed Microsoft AD を移行ま
たは使用する場合は、このオプションを選択してください。

• 外部 IdP: 外部のサードパーティー IdP でユーザーを管理したい場合は、このオプションを選択します。

社内ですでに導入されている既存の IdP を信頼できます。これにより、アクセスの作成、管理、および取
り消しを 1 箇所で行うことができるため、複数のアプリケーションおよびサービス間のアクセス管理を
簡単に行うことができます。たとえば、誰かがチームを離れると、すべてのアプリケーションとサービス 
(AWS アカウントを含む) へのアクセスを 1 箇所から取り消すことができます。これにより、複数の認証情
報の必要性を減らし、人事 (HR) プロセスと統合する機会を提供します。

設計上の考慮事項

• 社内でそのオプションを利用できる場合は、外部 IdP を使用してください。IAM Identity Center 
の SCIM 機能を活用して、ユーザー、グループ、および権限のプロビジョニング (同期) を自動
化します。これにより、新入社員、別のチームに異動する従業員、退職する従業員の社内ワー
クフローと AWS のアクセスを常に同期させることができます。

IAM アクセスアドバイザー
IAM アクセスアドバイザーは、AWS アカウントと OU のサービスの最終アクセス情報という形で、ト
レーサビリティデータを提供します。この検出制御を使用して、最小特権戦略 に貢献します。IAM エン
ティティの場合、許可された AWS のサービス情報と許可されたアクション情報の 2 つのタイプの最終ア
クセス情報を表示することができます。情報には、試行が行われた日時が含まれます。 

組織管理アカウント内の IAM アクセスにより、AWS 組織の組織管理アカウント、OU、メンバーアカウン
ト、または IAM ポリシーのサービスの最終アクセスデータを表示することができます。この情報は、管理
アカウント内の IAM コンソールで確認できます。また、AWS Command Line Interface (AWS CLI) の IAM 
アクセスアドバイザー API またはプログラムクライアントを使用してプログラムで取得することもできま
す。この情報は、組織またはアカウント内のどのプリンシパルが最後にサービスにアクセスしようとした
かを示しています。最終アクセスの情報は、実際のサービス利用状況を把握できるため (シナリオ例 を参
照)、実際に利用されているサービスのみに IAM アクセス許可を消去することが可能です。

AWS Systems Manager
AWS Systems Manager の機能であるクイックセットアップとエクスプローラは、いずれも AWS 
Organizations をサポートし、組織管理アカウントで操作します。 

クイックセットアップ は、Systems Manager の自動化機能です。組織管理アカウントは、Systems 
Manager が AWS 組織内のアカウントに代わって関与するための設定を簡単に定義することができま
す。AWS 組織全体でクイックセットアップを有効にするか、特定の OU を選択することができます。ク
イックセットアップでは、EC2 インスタンスに対して隔週で AWS Systems Manager Agent (SSM Agent) 
の更新を実行するようスケジュールをしたり、これらのインスタンスを毎日スキャンして不足している
パッチを特定するよう設定することができます。 

Explorer は、AWS リソースに関する情報をレポートするカスタマイズ可能なオペレーションダッシュ
ボードです。Explorer は、すべての AWS アカウントと AWS リージョンからのオペレーションデータを
集約して表示します。これには、EC2 インスタンスに関するデータやパッチコンプライアンスの詳細が
含まれます AWS Organizations 内で統合セットアップ (Systems Manager も含む OpsCenter) を完了する
と、Explorer で OU 別または AWS 組織全体のデータを集計することができます。Systems Manager は、
データを AWS 組織管理アカウントに集約してから Explorer に表示します。

このガイドの後半の ワークロード OU (p. 53) のセクションでは、アプリケーションアカウントの EC2 
インスタンスでの SSM Agent (Systems Manager Agent) の使用について説明します。
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AWS Control Tower
AWS Control Tower は、landing zone と呼ばれる安全な複数アカウントの AWS 環境を設定して管理する
ための簡単な方法を提供します。AWS Control Tower は AWS Organizations を使用してlanding zone を
作成し、継続的なアカウント管理とガバナンス、および実装のベストプラクティスを提供します。AWS 
Control Tower を使用すると、アカウントが組織のポリシーに準拠していることを確認しながら、いくつ
かのステップで新しいアカウントをプロビジョニングできます。既存のアカウントを新しい AWS Control 
Tower 環境に追加することもできます。 

AWS Control Tower には、幅広く柔軟な機能セットがあります。主な特徴は、AWS OrganiAWS 
Organizations、AWS Service Catalog、IAM Identity Center など、他のいくつかの AWS のサービスの機能
をオーケストレートしてlanding zone を構築できることです。たとえば、デフォルトでは、AWS Control 
Tower は AWS CloudFormation を使用してベースラインを確立し、AWS Organizations のサービスコ
ントロールポリシー (SCP) を使用して設定の変更を防ぎ、AWS Config ルールを使用して不適合を継続
的に検出します。AWS Control Tower では、マルチアカウント AWS 環境を AWS Well Architected のセ
キュリティ基盤設計原則にすばやく合わせるのに役立つ設計図を採用しています。ガバナンス機能の中で
も、AWS Control Tower には、選択したポリシーに準拠しないリソースのデプロイを防止するガードレー
ルが含まれます。 

AWS Control Tower で AWS SRA ガイダンスの実装を開始できます。たとえば、AWS Control Tower は、
推奨されるマルチアカウントアーキテクチャで AWS 組織を確立します。ID 管理、アカウントへのフェデ
レーションアクセスの提供、ロギングの一元化、クロスアカウントセキュリティ監査の設定、新しいアカ
ウントをプロビジョニングするためのワークフローの定義、ネットワーク構成によるアカウントベースラ
インの実装を行うためのブループリントを提供します。 

AWS SRA では、AWS Control Tower は組織管理アカウント内にあります。これは、AWS Control Tower 
がこのアカウントを使用して AWS 組織を自動的に設定し、そのアカウントを管理アカウントとして指定
するためです。このアカウントは、AWS 組織全体の請求に使用されます。また、このアカウントは、OU 
の管理、ガードレールの管理など、アカウントの Account Factory プロビジョニングに使用することもで
きます。既存の AWS 組織で AWS Control Tower を起動する場合は、既存の管理アカウントを使用できま
す。AWS Control Tower はそのアカウントを指定された管理アカウントとして使用します。

設計上の考慮事項

• アカウント全体の統制や設定のベースラインをさらに充実させたい場合は、AWS Control 
Tower (CFCT) のカスタマイズを使用できます。CfCT では、AWS CloudFormation テンプレー
トとサービスコントロールポリシー (SCP) を使用して、AWS Control Tower のlanding zone 
をカスタマイズできます。カスタムのテンプレートとポリシーを組織内の個々のアカウントと 
OU にデプロイできます。CfCT は、リソースのデプロイとlanding zone 同期が保たれるよう
に、AWS Control Tower のライフサイクルイベントと統合されます。 

AWS Artifact
AWS Artifact は、AWS のセキュリティとコンプライアンスのレポートとへのオンデマンドアクセスを提供
します。AWS Artifact で利用できるレポートには、AWS のセキュリティコントロールの実装と運用の有効
性を検証する、さまざまな地域とコンプライアンスの分野からの認定機関からの認証が含まれます。AWS 
Artifact は、セキュリティコントロール環境に対する透明性を高めることで、お客様が AWS のデューデリ
ジェンスを実施できるよう支援します。また、新しいレポートにすぐにアクセスできるため、AWS のセ
キュリティとコンプライアンスを継続的に監視できます。 

AWS Artifact Agreement を利用すると、個人アカウントや AWS 組織内の組織に属するアカウントに関す
るビジネスアソシエイト補遺 (BAA) などAWS Organizations 契約の状況を確認、承認、追跡することがで
きます。 

AWS の監査成果物は、AWS のセキュリティ統制の証拠として、監査人または規制当局に提供できます。
また、一部の AWS 監査アーティファクトが提供する責任ガイダンスを利用して、クラウドアーキテク
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分散型および集中型セキュリティサービスガードレール

チャを設計することもできます。このガイダンスは、システムの特定のユースケースをサポートするため
に導入できる追加のセキュリティ制御を決定するのに役立ちます。 

AWS Artifacts は組織管理アカウントでホストされ、AWS との契約を確認、承認、管理できる一元的な場
所を提供します。これは、管理アカウントで承認された契約がメンバーアカウントに反映されるためで
す。 

設計上の考慮事項

• Org Management アカウント内のユーザーは、AWS Artifact の契約機能のみを使用するように
制限する必要があります。職務の分離を実施するために、AWS Artifact は Security Tooling ア
カウントでもホストされています。このアカウントでは、監査アーティファクトにアクセスす
る権限をコンプライアンス関係者や外部監査人に委任できます。この分離は、きめ細かい IAM 
権限ポリシーを定義することで実装できます。例については、AWS ドキュメントの「IAM ポリ
シーの例」を参照してください。

分散型および集中型セキュリティサービスガードレー
ル
AWS SRA では、AWS Security Hub GuardDuty、Amazon、AWS Config、IAM Access Analyzer、AWS 
CloudTrail 組織証跡、および Amazon Macie が、Security Tooling アカウントに適切な委任管理でデプロイ
されています。これにより、アカウント間で一貫したガードレールの設定が有効になり、AWS 組織全体
の集中的なモニタリング、管理、ガバナンスが可能になります。このサービスグループは、AWS SRA に
含まれるあらゆる種類のアカウントにあります。これらは、アカウントのオンボーディングとベースライ
ン作成プロセスの一環としてプロビジョニングする必要がある AWS サービスの一部でなければなりませ
ん。GitHubコードリポジトリには、AWS Org Management アカウントを含むアカウント全体の AWS セ
キュリティ重視サービスのサンプル実装が用意されています。 

これらのサービスに加えて、AWS SRA には、AWS Organizations 統合と委任管理者機能をサポートする 
AWS Detective と AWS Audit Manager という 2 つのセキュリティ重視のサービスが含まれています。た
だし、これらはアカウントベースラインの推奨サービスには含まれていません。これらのサービスは次の
シナリオで最もよく使用されることがわかりました。

• このようなデジタルフォレンジックや IT 監査機能を実行する専任のチームまたはリソースグループがあ
ります。AWS Detective はセキュリティアナリストチームに最もよく活用され、AWS Audit Manager は
内部監査チームやコンプライアンスチームに役立ちます。

• プロジェクトの開始時には、Security Hub GuardDuty などの中核となるツールセットに注力し、追加機
能を提供するサービスを使用してこれらのツールをさらに発展させたいと考えています。

セキュリティ OU-Security Tooling アカウント

簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えます。

以下の図表は、セキュリティツールアカウントで設定されている AWS セキュリティサービスを示してい
ます。
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セキュリティ OU-Security Tooling アカウント

Security Tooling アカウントは、セキュリティサービスの運営、AWS アカウントのモニタリング、および
セキュリティアラートとレスポンスの自動化などに特化したアカウントです。セキュリティの目的は以下
の通りです。

• セキュリティガードレールへのアクセス、モニタリング、および応答を管理するために、アクセス制御
された専用のアカウントを提供します。

• セキュリティオペレーションデータをモニタリングし、トレーサビリティを維持するために、適切な一
元化されたセキュリティインフラストラクチャを維持します。検出、調査、対応は、セキュリティライ
フサイクルの重要な部分であり、品質プロセス、法的義務またはコンプライアンス義務をサポートし、
脅威の特定と対応の取り組みに使用することができます。

• 暗号化キーやセキュリティグループ設定など、適切なセキュリティ設定と運用を別のレイヤーで管理す
ることで、 defense-in-depth 組織戦略をさらにサポートします。セキュリティオペレーターが作業する
アカウントです。AWS 組織全体の情報を閲覧するための読み取り専用/監査ロールが一般的ですが、書
き込み/変更ロールは数が制限され、厳密に制御され、モニタリングされ、ログに記録されます。

設計上の考慮事項

• AWS Control Tower では、セキュリティ OU の下にあるアカウントに、デフォルトで監査アカ
ウントという名前が付けられます。アカウントの名前は AWS Control Tower のセットアップ中
に変更できます。

• セキュリティツールアカウントを複数持つのが適切かもしれません。例えば、セキュリティイ
ベントのモニタリングと応答は、多くの場合、専用のチームに割り当てられます。ネットワー
クセキュリティは、クラウドインフラストラクチャやネットワークチームと協力して、独自
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のアカウントとロールを保証する場合があります。このような分割は、一元化されたセキュリ
ティエンクレーブを分離するという目的を保持し、職務の分離、最小特権、およびチーム割り
当ての単純化の可能性をさらに強調するものです。AWS Control Tower を使用している場合、
セキュリティ OU の下に追加の AWS アカウントの作成が制限されます。

セキュリティサービスの委任管理者
Security Tooling アカウントは、AWS アカウントを通して管理者/メンバー構造で管理されるセキュリティ
サービスの管理者アカウントとして機能します。前述のように、これは AWS Organizations の委任管理
者機能によって処理されます。現在委任管理者をサポートしている AWS SRA のサービスには、AWS 
Config、AWS Firewall Manager、Amazon GuardDuty、AWS IAM アクセスアナライザー、Amazon 
Macie、AWS Security Hub、AWS Detective、AWS Audit Manager、Amazon Inspector、および AWS 
Systems Manager が含まれます。セキュリティチームは、これらのサービスのセキュリティ機能を管理
し、セキュリティ特有のイベントや結果をモニタリングします。

IAM Identity Center は、メンバーアカウントへの委任管理をサポートします。AWS SRA は、共有サービ
スアカウントの IAM アイデンティティセンターセクションで後述するように、共有サービスアカウントを
IAM アイデンティティセンターの委任管理者アカウントとして使用します (p. 53)。

AWS セキュリティハブ
AWS Security Hub では、AWS のセキュリティ状態を包括的に把握し、セキュリティ業界標準およびベス
トプラクティスに照らした環境チェックを行うのに有効です。Security Hub は、AWS 統合サービス、サ
ポートされるサードパーティー製品、およびお客様が使用するその他のカスタムセキュリティ製品全体か
らセキュリティデータを収集します。セキュリティの傾向を継続的にモニタリング・分析し、特に優先度
の高いセキュリティ問題を特定するのに役立ちます。

Security Hub は AWS Organizations と統合し、AWS 組織における既存およびfuture すべてのアカウン
トのセキュリティ体制管理を簡素化できます。Security Hub 委任管理者アカウント (この場合は Security 
Tooling) は、Security Hub が自動的に有効になり、メンバーアカウントとして有効にする AWS アカウン
トを選択することができます。Security Hub の委任管理者アカウントは、すべてのメンバーアカウントか
ら調査結果の表示、インサイトの表示、および詳細の制御を行うこともできます。さらに、委任管理者ア
カウント内に集約リージョンを指定して、自分のアカウントとリンクされているリージョン全体で結果を
一元管理できます。調査結果は、アグリゲーター地域と他のすべての地域との間で継続的かつ双方向に同
期されます。

Security Hub は、複数の AWS サービスとの統合をサポートしています。Amazon GuardDuty、AWS 
Config、Amazon Macie、AWS IAM Access Analyzer、AWS Firewall Manager、Amazon Inspector、AWS 
Systems Manager Patch Manager は、結果を Security Hub にフィードすることができます。さら
に、Security Hub から Amazon Detective にピボットして Amazon GuardDuty の結果を調査することもで
きます。Security Hub では、これらのサービス (存在する場合) をスムーズに統合するために、委任された
管理者アカウントを揃えることを推奨しています。例えば、Detective と Security Hub の間で管理者アカ
ウントを揃えない場合、結果から Detective へのピボットは機能しません。 

Security Hub を Amazon VPC のネットワークアクセスアナライザー機能と組み合わせて使用する
と、AWS ネットワーク設定のコンプライアンスを継続的に監視できます。これにより、不要なネットワー
クアクセスをブロックし、重要なリソースが外部からアクセスされるのを防ぐことができます。アーキテ
クチャと実装の詳細については、AWS ブログ記事「Amazon VPC ネットワークアクセスアナライザーと 
AWS Security Hub を使用したネットワークコンプライアンスの継続的な検証」を参照してください。 

モニタリングに加えて、Security Hub は Amazon EventBridge との統合をサポートし、特定の結果に対す
る修復を自動化することができます。結果を受け取ったときに実行するカスタムアクションを定義できま
す。たとえば、チケット発行システムや自動修復システムに結果を送信するなどのカスタムアクションを
設定できます。さらに詳しい説明と例は、これらの 2 つの AWS ブログ記事でご覧いただけます。「AWS 
Security Hub による自動化された応答と修復」、「Security Hub による自動化された応答と修復のための 
AWS ソリューションのデプロイ方法」です。 
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AWS GuardDuty

Security Hub は、コントロールのセキュリティチェックのほとんどを、サービスリンクの AWS Config 
ルールで実行します。これらの制御をサポートするには、Security Hub が有効になっている各 AWS リー
ジョンの管理者 (または委任された管理者) アカウントとメンバーアカウントを含むすべてのアカウントで 
AWS Config を有効にする必要があります。 

設計上の考慮事項

• Security Hub が使用する特定の管理された AWS Config ルールに加えて、オートメーション
を使用して他の AWS Config ルールを Security Hub にインポートすることで、自分の AWS 
Config ルールを他のセキュリティ上の結果とともに表示することができます。これによ
り、AWS Config ルールをより簡単に使用でき、すべての AWS アカウントで継続的にコンプラ
イアンスを確保するのに役立ちます。詳細については、ブログの投稿記事「AWS Config ルー
ルの評価結果を Security Hub にインポートする方法」を参照ください。 

• PCI-DSS などのコンプライアンススタンダードが Security Hub にすでに存在する場合、フル
マネージド型の Security Hub サービスは最も簡単に運用できる方法です。ただし、セキュリ
ティ、運用、またはコストの最適化チェックなど、独自のコンプライアンスまたはセキュリ
ティスタンダードを組み立てる場合は、AWS Configコンフォーマンスパックは、このカスタマ
イズを簡単に行う方法を提供します。(AWS Config およびコンフォーマンスパックの詳細につ
いては、AWS Config (p. 33) セクションを参照してください。)

AWS GuardDuty
Amazon GuardDuty は、悪意のあるアクティビティや不正な動作を継続的にモニタリングし、AWS アカ
ウントとワークロードを保護する脅威検知サービスです。モニタリングおよび監査の目的で適切なログを
常にキャプチャして保存する必要がありますが、Amazon Amazon GuardDuty は、AWS、Amazon VPC 
フローログ CloudTrail、AWS DNS ログから独立したデータストリームを直接取得します。Amazon S3 バ
ケットポリシーを管理したり、ログの収集と保存方法を変更したりする必要はありません。 GuardDuty ア
クセス許可は、 GuardDuty無効にすることでいつでも取り消すことができるサービスリンクされたロール
として管理されます。これにより、複雑な設定なしでサービスを簡単に利用できるようになり、IAM アク
セス許可の変更や S3 バケットポリシーの変更がサービスの運用に影響を与えるリスクを排除します。

GuardDuty は AWS Organizations を介してすべてのアカウントで有効であり、すべての結果は、 
GuardDuty 委任管理者アカウント (この場合は Security Tooling アカウント) で適切なセキュリティチーム
によって、表示および実行することができます。 

AWS Security Hub を有効にすると、 GuardDuty 検出結果は自動的に Security Hub に送信されま
す。Amazon Detective が有効な場合、 GuardDuty 検出結果はDetective ログの取り込み処理に含まれま
す。 GuardDuty および Detective は、クロスサービスユーザーワークフローをサポートしています。コ
ンソールから、選択した結果から、その結果を調査するための厳選されたビジュアライゼーションセット
を含む Detective GuardDuty ページにリダイレクトするリンクをコンソールから提供します。たとえば、 
GuardDuty Amazonと統合して GuardDuty、 EventBridge  GuardDuty 新しい発見への対応の自動化などの
ベストプラクティスを自動化することもできます。

AWS Config
AWS Config は、AWS アカウントでサポートされている AWS リソースの設定の確認、監査、評価するこ
とができるサービスです。AWS Config は AWS リソース構成を継続的に監視および記録し、記録された
構成を目的の構成と照合して自動的に評価します。AWS Config を他のサービスと統合することで、自動
化された監査およびモニタリングのパイプラインで重い作業を行うことも可能です。例えば、AWS Config 
は AWS Secrets Manager で個々のシークレットの変更をモニタリングできます。 

AWS Config は、AWS 組織の各メンバーアカウントと、保護したいリソースを含む AWS リージョンごと
に有効にする必要があります。AWS 組織内のすべてのアカウントの AWS Config ルールを一元管理 (作
成、更新、削除など) することができます。AWS Config 委任管理者アカウントから、全てのアカウント
間で共通の AWS Config ルールのセットをデプロイし、AWS Config ルールを作成してはいけないアカウ
ントを指定することができます。AWS Config 委任管理者アカウントは、全てのメンバーアカウントのリ
ソース設定とコンプライアンスデータを集約し、単一のビューを提供することができます。委任管理者ア
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Amazon Macie

カウントから API を使用し、基盤となる AWS Config ルールが AWS 組織のメンバーアカウントによって
変更できないようにすることで、ガバナンスを適用する。

コンフォーマンスパックは、AWS Config ルールと修復アクションの集まりで、アカウントやリージョ
ン、または AWS Organizations の組織全体に 1 つのエンティティとしてデプロイできます。コンフォーマ
ンスパックは、AWS Config で管理されたルールまたはカスタムルールおよび修復アクションのリストを
含む YAML テンプレートを作成することで作成します。AWS 環境の評価を始めるには、コンフォーマン
スパックテンプレートのサンプルの 1 つを使用します。 

AWS Config は AWS Security Hub と統合し、AWS Config 管理およびカスタムルールの評価の結果を
Security Hub に送信します。 

AWS Config ルールを AWS Systems Manager と組み合わせて使用すると、非準拠のリソースを効果的に
修正できます。AWS Systems Manager Explorer を使用して、AWS リージョン全体の AWS アカウント
の AWS Config ルールのコンプライアンスステータスを収集し、Systems Manager 自動化ドキュメント 
(ランブック) を使用して非準拠の AWS Config ルールを解決します。実装の詳細については、ブログ記事
「AWS Systems Manager 自動化ランブックによる非準拠の AWS Config ルールの修正」を参照してくだ
さい。 

AWS Control Tower を使用して AWS 組織を管理する場合、AWS Control Tower は一連の AWS Config 
ルール（必須、強く推奨、または選択的に分類されます）としてデプロイされます。これらのガードレー
ルは、リソースを管理し、AWS 組織内のアカウント間のコンプライアンスを監視するのに役立ちます。
これらの AWS Config ルールでは、aws-control-tower値がのタグが自動的に使用されますmanaged-
by-control-tower。

設計上の考慮事項

• AWS Config は、設定およびコンプライアンスの変更通知を Amazon EventBridge にストリー
ミングします。つまり、のネイティブフィルタリング機能を使用して AWS Config イベントを
フィルタリングし、特定のタイプの通知を特定のターゲットにルーティングすることができま
す。 EventBridge 例えば、特定のルールやリソースタイプのコンプライアンス通知を特定の電
子メールアドレスに送信したり、設定変更通知を外部 IT サービス管理 (ITSM) または構成管理
データベース (CMDB) ツールにルーティングしたりすることができます。詳細については、ブ
ログの投稿記事「AWS Config のベストプラクティス」を参照してください。

Amazon Macie
Amazon Macie は、フルマネージド型のデータセキュリティおよびデータプライバシーサービスであ
り、AWS で機密データを検出および保護するために機械学習とパターンマッチングを使用しています。
適切な制御が適用されるようにするには、ワークロードが処理しているデータのタイプと分類を理解する
必要があります。Macie は、大規模な機密データの検出を自動化します。Macie を使用すると、Amazon 
S3 内のオブジェクトに対して、さまざまな機密コンテンツの検出およびデータ分類タスクを実行できま
す。Macie は AWS Organizations を通じてすべてのアカウントで有効になっています。委任された管理者
アカウント (この場合は Security Tooling アカウント) で適切なアクセス許可を持つプリンシパルは、どの
アカウントでも Macie を有効にしたり停止にしたり、メンバーアカウントが所有するバケットに対して機
密データ検出ジョブを作成したり、すべてのメンバーアカウントのすべてのポリシー結果を表示したりす
ることができます。機密データの結果は、機密結果ジョブを作成したアカウントでのみ表示できます。詳
細については、Macie のドキュメントの「Amazon Macie で複数アカウントを管理する」を参照してくだ
さい。

Macie の結果は AWS Security Hub に送信され、レビューと分析が行われます。また、Macie は Amazon 
EventBridge と統合し、アラート、セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) システムへのフィード、
自動修復などの結果への自動応答を促進します。

設計上の考慮事項

• S3 オブジェクトが管理する AWS Key Management Service (AWS KMS) キーで暗号化されて
いる場合、その KMS キーにキーユーザーとして Macie サービスにリンクされたロールを追加
することで、Macie がデータをスキャンできるようになります。
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• Macie は Amazon S3 内のオブジェクトのスキャンに最適化されています。その結果、Amazon 
S3 に (永続的または一時的に) 配置できる Macie がサポートするオブジェクトタイプ は、機密
データをスキャンできます。つまり、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) ま
たは Amazon Aurora データベースの定期的なスナップショットエクスポート、エクスポートさ
れた Amazon DynamoDB テーブル、またはネイティブまたはサードパーティーアプリケーショ
ンから抽出されたテキストファイルなど、他のソースからのデータを Amazon S3 に移動する
ことができます。メイシーによる評価。

AWS IAM Access Analyzer
AWS IAM Access Analyzer の機能は、外部エンティティと共有されている Amazon S3 バケットや IAM 
ロールなど、AWS 組織とアカウントのリソースを識別するのに役立ちます。この検出制御は、セキュリ
ティ上のリスクであるデータやリソースへの意図しないアクセスを特定できます。

Access Analyzer は、AWS Organizations の委任管理者機能により、Security Tooling アカウントにデプロ
イされます。委任管理者は、AWS 組織を信頼ゾーンとして持つアナライザーを作成および管理するため
のアクセス許可を持っています。Access Analyzer からの結果は、自動的に Security Hub に流れます。ま
た、Access Analyzer は、各結果の生成時、既存の結果のステータスの変更時、および結果の削除時にに
イベントに送信します。 EventBridge EventBridge は、これらのイベントをさらに通知ストリームまたは
修復ストリームに送信できます。 

設計上の考慮

• アカウントスコープの結果 (アカウントが信頼境界として機能する場所) を取得するには、各
メンバーアカウントにアカウントスコープのアナライザーを作成します。これは、アカウント
のパイプラインの一部として実行できます。アカウントスコープの結果は、メンバーアカウン
トレベルで Security Hub に流れ込みます。そこから、Security Hub の委任管理者アカウント 
(Security Tooling) に流れます。

AWS Firewall Manager
AWS Firewall Manager は、複数のアカウントおよびリソースにまたがる AWS WAF、AWS Shield 
Advanced、Amazon VPC セキュリティグループ、AWS Network Firewall、および Route 53 Resolver DNS 
ファイアウォールの管理とメンテナンスタスクを簡素化することで、ネットワークを保護するのに役立ち
ます。Firewall Manager では、AWS WAF ファイアウォールルール、Shield アドバンストプロテクショ
ン、Amazon VPC セキュリティグループ、AWS Network Firewall Firewall、および DNS ファイアウォール
のルールグループの関連付けは 1 度だけ設定します。ルールと保護が既存のアカウントとリソースに (追
加する新しいリソースにも) 自動的に適用されます。

Firewall Manager は、少数の特定のアカウントやリソースではなく AWS 組織全体を保護したい場合や、
保護したい新しいリソースを頻繁に追加する場合に特に便利です。Firewall Manager は、セキュリティポ
リシーを使用して、デプロイする必要がある関連するルール、保護、アクション、および含めるか除外す
るアカウントとリソース (タグで示される) を含む、一連の設定を定義できます。細分化された柔軟な設定
を作成しながら、多数のアカウントと VPC に制御をスケールアウトさせることが可能です。これらのポリ
シーは、新しいアカウントとリソースが作成された場合でも、設定したルールを自動的かつ一貫して適用
します。Firewall Manager は AWS Organizations を介してすべてのアカウントで有効になっており、設定
および管理は、Firewall Manager の委任管理者アカウント (この場合は Security Tooling アカウント) で適
切なセキュリティチームによって実行されます。 

保護するリソースを含む AWS リージョンごとに AWS Config を有効にする必要があります。すべての
リソースで AWS Config を有効にしたくない場合は、使用する Firewall Manager ポリシーのタイプに関
連するリソースで AWS Config を有効にする必要があります。AWS Security Hub と Firewall Manager の
両方を使用する場合、Firewall Manager は、検出結果を自動的に Security Hub に送信します。Firewall 
Manager は、コンプライアンス違反のリソースと検出した攻撃に対しての結果を作成し、Security Hub に
送信します。AWS WAF の Firewall Manager ポリシーを設定すると、スコープ内のすべてのアカウントの
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ウェブアクセスコントロールリスト (ウェブ ACL) でのログを一元的に有効にし、単一のアカウントで一元
管理することができます。 

設計上の考慮事項

• AWS 組織の個々のメンバーアカウントのアカウント管理者は、特定のニーズに応じ
て、Firewall Manager マネージドサービスに追加のコントロール (AWS WAF ルールや Amazon 
VPC セキュリティグループなど) を設定することができます。

アマゾン EventBridge
Amazon EventBridge は、アプリケーションをさまざまなソースのデータに簡単に接続できるようにする
サーバーレスイベントバスサービスです。セキュリティオートメーションによく使用されます。お客様
は、データの送信先を判断するためのルーティングルールを設定して、すべてのデータソースにリアルタ
イムで反応するアプリケーションアーキテクチャを構築できます。各アカウントでデフォルトのイベント
バスを使用するだけでなく、カスタムアプリケーションからイベントを受信するためにカスタムイベント
バスを作成することができます。Security Tooling アカウントでイベントバスを作成し、AWS 組織内の他
のアカウントからセキュリティ固有のイベントを受信することができます。たとえば、AWS Config ルー
ル、および Security Hub をと連携させることで EventBridge、セキュリティデータのルーティング、ア
ラートの発生、および問題解決のためのアクション管理などを行う柔軟で自動化されたパイプラインを作
成することができます。 GuardDuty 

設計上の考慮事項

• EventBridge は、さまざまなターゲットにイベントをルーティングできます。セキュリティア
クションを自動化するための重要なパターンの 1 つは、特定のイベントを個々の AWS Lambda 
レスポンダーに結びつけ、適切なアクションを取らせることです。例えば、特定の状況では、 
EventBridge を使用して、バケットポリシーを修正し、公開許可を削除する Lambda レスポン
ダーにルーティングしたい場合があります。これらのレスポンダーは、レスポンスのアクティ
ビティを調整するために、調査プレイブックやランブックに統合できます。

• セキュリティ運用チームが成功するためのベストプラクティスは、セキュリティイベントと
結果事項のフローを、チケッティングシステム、バグ/イシューシステム、またはその他のセ
キュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) システムなどの通知およびワークフローシステム
に統合することです。これにより、電子メールおよび静的レポートからワークフローを取り除
き、イベントや結果をルーティング、エスカレーション、管理することが可能になります。 
EventBridge の柔軟なルーティング機能は、この統合を可能にする強力なイネーブラーです。

Amazon Detective
Amazon Detective は、セキュリティに関する検出結果や疑わしいアクティビティの根本原因を簡単
に分析、調査、および迅速に特定することで、応答性の高いセキュリティ管理戦略をサポートしま
す。Detective は、ログイン試行、API コール、ネットワークトラフィックなどの時間ベースのイベントを 
AWS CloudTrail ログおよび Amazon VPC フローログから自動的に抽出します。Detective は、独立したロ
グストリームと Amazon VPC CloudTrail フローログを使用してこれらのイベントを消費します。Detective 
は、機械学習とビジュアライゼーションにより、リソースの動作とリソース間のインタラクションを時系
列で統合したインタラクティブなビューを作成します。これは ビヘイビアグラフ と呼ばれます。ビヘイビ
アグラフを詳しく確認して、失敗したログオン試行や疑わしい API コールなどのさまざまなアクションを
調べることができます。

Detective は Amazon によって検出された結果も取り込みます GuardDuty。アカウントで Detective を有効
にすると、そのアカウントがビヘイビアグラフの管理者アカウントになります。Detective を有効にする前
に、アカウントが 48 GuardDuty 時間以上が経過していることを確認してください。この要件を満たさな
い場合、Detective を有効にすることはできません。

Detective は AWS Organizations と統合します。Org Management アカウントは、メンバーアカウントを 
Detective 管理者アカウントとして委任します。AWS SRA では、これはセキュリティツールアカウントで
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す。Detective 管理者アカウントでは、組織内の現在のすべてのメンバーアカウントを自動的に探偵メン
バーアカウントとして有効にしたり、AWS 組織に追加された新しいメンバーアカウントを追加したりで
きます。Detective 管理者アカウントでは、現在 AWS 組織には存在しないが同じリージョン内にあるメン
バーアカウントを招待して、プライマリアカウントの行動グラフにデータを提供してもらうこともできま
す。メンバーアカウントが招待を承諾して有効になると、Detective は、メンバーアカウントのデータを取
り込み、その動作グラフに抽出し始めます。

設計上の考慮事項

• GuardDuty と AWS Security Hub コンソールから Detective 検索プロファイルに移動できます。
これらのリンクは、調査プロセスを合理化するのに役立ちます。アカウントは、Detective とピ
ボット元のサービス (GuardDuty または Security Hub) の両方の管理者アカウントである必要が
あります。サービスのプライマリアカウントが同じであれば、統合リンクはシームレスに機能
します。

AWS Audit Manager
AWS Audit Manager の機能は、AWS の使用状況を継続的に監査し、監査の管理方法と、規制や業界標準
とのコンプライアンスの管理方法を簡素化することで、規制や業界標準へのコンプライアンスの管理方法
を簡素化できます。これにより、手作業による証拠の収集、レビュー、管理から、証拠収集を自動化し、
監査証拠の出所を追跡する簡単な方法を提供し、チームワークによるコラボレーションを可能にし、証
拠のセキュリティと整合性の管理に役立つソリューションに移行できます。監査の時期において、Audit 
Manager は、コントロールのステークホルダーのレビューを管理するのに役立ちます。

Audit Manager を使用すると、インターネットセキュリティセンター (CIS) ベンチマーク、CIS AWS 
Foundations ベンチマーク、システムおよび組織統制2 (SOC 2)、およびペイメントカード業界データセ
キュリティ標準 (PCI DSS) などの事前構築済みのフレームワークに対して監査できます。また、内部監査
の特定の要件に基づいて、標準またはカスタムコントロールを備えた独自のフレームワーク。

Audit Manager は 4 種類の証拠を収集します。AWS Config と AWS Security Hub からのコンプライアンス
チェック証拠、AWS の管理イベント証拠、AWS CloudTrail service-to-service API 呼び出しによる設定証
拠の 3 種類の証拠が自動化されます。自動化できない証拠については、Audit Manager を使用して手動で
証拠をアップロードできます。

Note

Audit Manager は、特定のコンプライアンス標準および規制へのコンプライアンスの検証に関
連する証拠の収集をサポートします。ただし、コンプライアンスは評価されません。そのた
め、Audit Manager を通じて収集される証拠には、監査に必要な業務プロセスの詳細が含まれて
いない場合があります。Audit Manager は、法律顧問やコンプライアンスの専門家に代わるもの
ではありません。評価の対象となるコンプライアンスフレームワークの認定を受けた第三者評価
者のサービスを利用することをお勧めします。

Audit Manager の評価は、AWS 組織内の複数のアカウントで実行できます。Audit Manager は、証拠を収
集し、AWS Organizations 内の委任管理者アカウントに統合します。この監査機能は、主にコンプライア
ンスチームと内部監査チームによって使用され、AWS アカウントへの読み取りアクセス権のみが必要で
す。

設計上の考慮事項

• Audit Manager は、セキュリティハブや AWS Config などの他の AWS セキュリティサービスを
補完して、リスク管理フレームワークの実装を支援します。Audit Manager は独立したリスク
保証機能を提供するのに対し、Security Hub はリスクの監視を支援し、AWS Config 適合パッ
クはリスク管理を支援します。内部監査人協会 (IIA) が開発した 3 行モデルに精通している監査
専門家は、この AWS サービスの組み合わせが 3 つの防衛線をカバーするのに役立つことに注
意してください。詳細については、AWS クラウドの運用と移行に関するブログの 2 部構成のブ
ログシリーズを参照してください。
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• Audit Manager が Security Hub の証拠を収集するには、両方のサービスの委任管理者アカウン
トが同じ AWS アカウントである必要があります。このため、AWS SRA では、セキュリティ
ツールアカウントがAudit Manager 委任管理者です。

AWS Artifact
AWS Artifact はセキュリティツールアカウント内でホストされ、コンプライアンスアーティファクト管
理機能を AWS Org Management アカウントから委任します。どうしても必要な場合を除き、デプロイ
に AWS Org Management アカウントを使用しないことを推奨するため、この委任は重要です。代わり
に、デプロイをメンバーアカウントに委任してください。監査アーティファクトの管理はメンバーアカ
ウントから実行でき、その機能はセキュリティチームやコンプライアンスチームと密接に連携している
ため、Security Tooling アカウントは AWS Artifact の委任管理者アカウントとして指定されます。AWS 
Artifact レポートを使用して、AWS ISO 認定、Payment Card Industry (PCI)、System and Organization 
Control (SOC) レポートなどの AWS セキュリティおよびコンプライアンスドキュメントをダウンロー
ドできます。この機能を監査チームとコンプライアンスチームに関係する AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールのみに制限して、必要に応じてレポートをダウンロードして確認し、外部監査
人に提供できるようにすることができます。さらに、IAM ポリシーを使用して、特定の IAM ロールが特
定の AWS Artifact レポートのみにアクセスできるように制限できます。IAM ポリシーのサンプルについて
は、AWS Artifact のドキュメントを参照してください。

設計上の考慮事項

• 監査チームとコンプライアンスチーム専用のAWSアカウントを持つことを選択した場合は、セ
キュリティツールアカウントとは別のセキュリティ監査アカウントでAWS Artifact tをホストで
きます。AWS Artifact レポートは、組織が文書化されたプロセスに従っている、または特定の
要件を満たしていることを示す証拠を提供します。監査アーティファクトは、システム開発ラ
イフサイクルを通じて収集およびアーカイブされ、内部または外部の監査や評価の証拠として
使用できます。

AWS KMS
AWS Key Management Service (AWS KMS) は、暗号化キーの作成と管理、および幅広い AWS のサー
ビスおよびアプリケーションでのそれらの使用を管理するのに役立ちます。AWS KMS は、ハードウェ
アセキュリティモジュールを使用して暗号化キーを保護する、安全で回復力のあるサービスです。キー
の保管、ローテーション、アクセス制御など、キーマテリアルに関する業界標準のライフサイクルプロ
セスに従います。AWS KMS は、暗号化キーと署名キーを使用してデータを保護するのに役立ち、AWS 
Encryption SDK によるサーバー側の暗号化とクライアント側の暗号化の両方に使用できます。保護と柔軟
性のために、AWS KMS は、以下の 3 種類のキーをサポートします：カスタマーマネージドキー、AWS 
マネージドキー、AWS 所有キー。カスタマーマネージドキーは、お客様が作成、所有、管理する AWS ア
カウントの AWS KMS キーです。AWS 管理キーは、AWS KMS と統合している AWS のサービスがユー
ザーの代理として作成、管理、使用するユーザーアカウント内の AWS KMS キーです。AWS 所有キー
は、複数の AWS アカウントで使用するために AWS サービスが所有および管理する AWS KMS キーのコ
レクションです。KMS キーの使用方法の詳細については、AWS KMS ドキュメントと AWS KMS 暗号化
の詳細を参照してください。

導入方法の 1 つは、キーと IAM ポリシーを組み合わせて使用することで、アプリケーションアカウント
内のキーを使用する権限をアプリケーションリソースごとに委任しながら、KMS キー管理の責任を 1 つ
のアカウントに一元化することです。このアプローチは安全で管理が簡単ですが、AWS KMS のスロット
リング制限、アカウントサービスの制限、セキュリティチームが運用上のキー管理タスクで溢れているた
め、ハードルに直面する可能性があります。別のデプロイオプションは、AWS KMS を複数のアカウント
に常駐させ、特定のアカウントのインフラストラクチャとワークロードの責任者が独自のキーを管理でき
るようにする分散型モデルを使用することです。このモデルにより、ワークロードチームは暗号化キーの
使用に対する制御、柔軟性、俊敏性を高めることができます。また、API の制限を回避したり、影響範囲
を 1 つの AWS アカウントのみに制限したり、レポート、監査、その他のコンプライアンス関連のタスク
を簡素化したりするのにも役立ちます。分散型モデルでは、分散型キーが同じ方法で管理され、確立され
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AWS Private CA

たベストプラクティスとポリシーに従ってKMSキーの使用が監査されるように、ガードレールを導入して
適用することが重要です。詳細については、ホワイトペーパーAWS Key Management Service ベストプラ
クティスをご参照ください。AWS SRA では、KMS キーが使用されるアカウント内にローカルに存在する
分散キー管理モデルを推奨しています。すべての暗号化機能で 1 つのアカウントで 1 つのキーを使用する
ことは避けることをお勧めします。キーは、機能とデータ保護の要件に基づいて作成し、最小権限の原則
を強制することができます。場合によっては、暗号化権限は復号権限とは別に保持され、管理者はライフ
サイクル機能を管理するが、管理するキーではデータを暗号化または復号化できないことがあります。 

Security Tooling アカウントでは、AWS の組織が管理する AWS CloudTrail の組織証跡ような集中型セ
キュリティサービスの暗号化を AWS KMS を使用して管理します。

AWS Private CA
AWS Private Certificate Authority(AWS Private CA) は、EC2 インスタンス、コンテナ、IoT デバイス、オ
ンプレミスリソースのプライベートエンドエンティティ TLS 証明書のライフサイクルを安全に管理する
のに役立つマネージドプライベート CA サービスです。これにより、実行中のアプリケーションとの暗号
化された TLS 通信が可能になります。を使用するとAWS Private CA、独自のCA 階層 (ルート CA、下位 
CA を経由してエンドエンティティ証明書まで) を作成し、内部ユーザー、コンピュータ、アプリケーショ
ン、サービス、サーバー、その他のデバイスを認証し、コンピューターコードに署名することができま
す。プライベート CA によって発行された証明書は、インターネット上ではなく、AWS 組織内でのみ信頼
されます。

公開キーインフラストラクチャ (PKI) またはセキュリティチームは、すべての PKI インフラストラクチャ
の管理を担当できます。これには、プライベート CA の管理と作成が含まれます。ただし、ワークロー
ドチームが証明書要件を自分で処理できるようにする規定が必要です。AWS SRA は、ルート CA がセ
キュリティツールアカウント内でホストされる一元的な CA 階層を示しています。これにより、ルート 
CA は PKI 全体の基盤となるため、セキュリティチームは厳格なセキュリティ管理を実施できます。ただ
し、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して CA をアプリケーションアカウントに委任
し、プライベート CA からのプライベート証明書の作成をををををををををををををををををををををを
ををををををををををををををををををををを AWS RAM は、クロスアカウント共有に必要なアクセス
権限を管理します。これにより、すべてのアカウントにプライベート CA を用意する必要がなくなり、よ
り費用対効果の高い導入方法が提供されます。ワークフローと実装の詳細については、ブログ記事「AWS 
RAMAWS Private CA を使用してクロスアカウントを共有する方法」を参照してください。

Note

ACM は AWS のサービスで使用するパブリック TLS 証明書のプロビジョニング、管理、デプロ
イにも役立ちます。この機能をサポートするには、ACM はパブリック証明書を使用する AWS ア
カウントに存在する必要があります。これについては、このガイドの後半の「アプリケーション
アカウント (p. 53)」セクションで説明します。

設計上の考慮事項

• AWS Private CA では、最大 5 つのレベルの証明機関の階層を作成できます。また、それぞれ
独自のルートを持つ複数の階層を作成することもできます。AWS Private CA階層は組織の PKI 
設計に従っている必要があります。ただし、CA 階層を増やすと、証明書パスに含まれる証明
書の数が増えるため、エンドエンティティ証明書の検証時間が長くなることに注意してくださ
い。CA 階層を明確に定義しておくと、各 CA に適したきめ細かなセキュリティ制御、下位 CA 
を異なるアプリケーションに委任することで管理タスクの分割、取り消し可能な信頼度の低い 
CA の使用、さまざまな有効期間を定義できるなどのメリットがあります。パス制限を適用する
機能。ルート CA と下位 CA が別々の AWS アカウントにあることが理想的です。を使用して
CA階層を計画する方法の詳細についてはAWS Private CA、AWS Private CAドキュメントとブ
ログ記事「AWS Private CA自動車と製造における企業規模の階層を確保する方法」を参照して
ください。

• AWS Private CA既存の CA 階層と統合できるため、ACM の自動化機能やネイティブの AWS 
統合機能を、現在使用している既存のルートオブトラストと組み合わせて使用できます。AWS 
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Amazon Inspector

Private CA親認証局の裏に下位 CA をオンプレミスで作成できます。実装の詳細について
は、AWS Private CAドキュメントの「外部の親 CA によって署名された下位 CA 証明書のイン
ストール」を参照してください。

Amazon Inspector
Amazon Inspector は、Amazon EC2 とコンテナのワークロードを継続的にスキャンして、ソフトウェアの
脆弱性や意図しないネットワークの公開 (ネットワークエクスポージャー) を検出する、自動化された脆弱
性管理サービスです。 

Amazon Inspector は、リソースに変更を加えるたびにリソースを自動的にスキャンすることで、リソー
スのライフサイクル全体にわたって環境を継続的に評価します。リソースの再スキャンを開始するイベン
トには、EC2 インスタンスへの新しいパッケージのインストール、パッチのインストール、リソースに影
響する新しい共通脆弱性とエクスポージャー (CVE) レポートの公開などがあります。未解決の脆弱性が
検出されると、Amazon Inspector は up-to-date CVE 情報を、ネットワークのアクセシビリティや悪用可
能性情報などの時間的および環境的要因と関連付けて、状況に応じた調査結果を提供することで Amazon 
Inspector のリスクスコアを計算します。 

Amazon Inspector のネットワーク到達可能性の調査結果は、インターネットゲートウェイ、VPC ピアリ
ング接続、仮想プライベートネットワーク (VPN) などの VPC エッジへの EC2 インスタンスのアクセシビ
リティを仮想ゲートウェイ経由で評価します。これらのルールは、AWS ネットワークのモニタリングを自
動化し、管理が誤っているセキュリティグループ、Access Control List (ACL)、インター＾ネットゲートウ
エイなどによって、EC2 インスタンスへのネットワークアクセスが誤って設定されている可能性がある場
所を特定するのに役立ちます。さらなる詳細については、Amazon Inspector documentation を参照してく
ださい。

EC2 インスタンスの脆弱性スキャンには、AWS Systems Manager エージェント (SSM エージェント) が
必要です。Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) での EC2 インスタンスのネットワーク接続
や、コンテナイメージの脆弱性スキャンにエージェントは必要ありません。 

Amazon Inspector は AWS Organizations と統合されており、委任管理をサポートしています。AWS SRA 
では、Security Tooling アカウントが Amazon Inspector 用の委任管理者アカウントになります。

設計上の考慮事項

• Amazon Inspector は、両方のサービスが有効な場合、自動的に AWS Security Hub と統合しま
す。この統合を使用して、すべての検出結果を Amazon Inspector からSecurity Hub に送信でき
ます。これにより、Security Hub には、これらの検出結果をセキュリティ体制の分析に含める
ことができます。

• Amazon Inspector Simple Storage Service (Amazon EventBridge S3) バケットには、検出結果
を自動的に Amazon Storage Service (Amazon S3) バケットにエクスポートします。アクティ
ブな検出結果を S3 バケットにエクスポートするには、Amazon Inspector が検出結果の暗号
化に使用できる KMS キーと、Amazon Inspector がオブジェクトをアップロードできるよう
にする権限を持つ S3 バケットが必要です。 EventBridge 統合により、既存のセキュリティお
よびコンプライアンスワークフローの一部として、ほぼリアルタイムで調査結果をモニタリン
グおよび処理できます。 EventBridge イベントは、元のメンバーアカウントに加えて Amazon 
Inspector 委任管理者アカウントに公開されます。

すべての AWS アカウントに共通のセキュリティサー
ビスをデプロイする
このリファレンスの前の「Apply security services across your AWS Organization (p. 16) (セキュリティ
サービスを AWS 組織全体に適用する)」セクションでは、AWS アカウントを保護するセキュリティサー
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セキュリティ OU-ログアーカイブアカウント

ビスを取り上げ、これらのサービスの多くは AWS Organizations 内でも設定および管理できる点を説明し
ました。これらのサービスのいくつかは、すべてのアカウントにデプロイする必要があり、AWS SRA で
確認することができます。これにより、一貫したガードレールの設定が有効になり、AWS 組織全体の集中
的なモニタリング、管理、ガバナンスが可能になります。 

Security Hub GuardDuty, AWS Config、Access Analyzer、AWS CloudTrail 組織追跡、AWS 組織追跡。最
初の 3 つは、「管理アカウント、信頼されたアクセス、および委任された管理者」セクションで説明した
委任管理者機能をサポートしています (p. 12)。 CloudTrail 現在、はの異なるアグリゲーションメカニズム
を使用しています。

AWS SRA GitHubコードリポジトリには、AWS Org Management アカウントを含むすべてのアカウントで
Security Hub、AWS Config、Firewall Manager、 CloudTrail および組織トレイルを有効にするサンプル実
装が用意されています。 GuardDuty

設計上の考慮事項

• 特定のアカウント設定では、追加のセキュリティサービスが必要になる場合があります。例え
ば、S3 バケットを管理するアカウント (アプリケーションアカウントとログアーカイブアカウ
ント) には Amazon Macie も含まれ、これらの共通セキュリティサービスで CloudTrail S3 デー
タイベントログを有効にすることを検討する必要があります。(Macie は、一元化された設定と
モニタリングによる委任管理をサポートします。) 別の例としては Amazon Inspector がありま
す。これは EC2 インスタンスまたは Amazon ECR イメージのいずれかをホストするアカウン
トにのみ適用されます。

• このセクションで前述したサービスに加えて、AWS SRA には、AWS Organizations の統合と
委任管理者機能をサポートする AWS Detective と AWS Audit Manager という 2 つのセキュリ
ティ重視のサービスが含まれています。ただし、これらのサービスは次のシナリオで最もよく
使用されることがわかっているため、これらはアカウントベースライニングの推奨サービスの
一部には含まれていません。
• これらの機能を実行する専任のチームまたはリソースグループがあります。Detective はセ

キュリティアナリストチームが最も活用し、Audit Manager は内部監査チームやコンプライ
アンスチームに役立ちます。

• プロジェクトの開始時には Security Hub GuardDuty などの中核となるツールセットに集中
し、追加機能を提供するサービスを使用してこれらのツールセットを構築する必要がありま
す。

セキュリティ OU-ログアーカイブアカウント

簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えます。

以下の図表は、ログアーカイブアカウントで設定されている AWS セキュリティサービスを示していま
す。
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ログの種類

ログアーカイブアカウントは、セキュリティ関連のすべてのログとバックアップの取り込みとアーカイ
ブ専用です。一元化されたログを使用すると、Amazon S3 オブジェクトアクセス、ID による不正なアク
ティビティ、IAM ポリシーの変更、および機密リソースで実行されるその他の重要なアクティビティを
モニタリング、監査、およびアラートを実行できます。セキュリティの目的はシンプルです。これは不変
のストレージであり、制御、自動化、モニタリングされたメカニズムによってのみ、イミュータブルに保
存、アクセスされ、耐久性のために構築されている必要があります（適切なレプリケーションおよびアー
カイブプロセスの使用などによる）。ログおよびログ管理プロセスの整合性と可用性を保護するために、
制御を詳細に実行できます。アクセスに使用する最小特権の役割の割り当てや、制御された AWS KMS 
キーによるログの暗号化などの予防的制御に加えて、AWS Config などの予期しない変更に対するこのア
クセス許可の集合をモニタリング（およびアラートと修正）の検出制御を使用します。

設計上の考慮事項

• インフラストラクチャ、オペレーション、およびワークロードチームが使用するオペレーショ
ンログデータは、多くの場合、セキュリティ、監査、コンプライアンスチームが使用するログ
データと重複します。オペレーションログデータを ログアーカイブアカウントに統合すること
をお勧めします。特定のセキュリティおよびガバナンス要件に基づいて、このアカウントに保
存されたオペレーションログデータをフィルタリングする必要がある場合があります。また、
ログアーカイブアカウントのオペレーションログデータにアクセスできるユーザーを指定する
必要がある場合もあります。

ログの種類
AWS SRA に表示されるプライマリログには、 CloudTrail (組織証跡)、Amazon VPC フローログ、Amazon 
CloudFront と AWS WAF からのアクセスログ、Amazon Route 53 からのDNSログが含まれます。これら
のログは、ユーザー、ロール、AWS サービス、またはネットワークエンティティ (たとえば、IP アドレス
によって識別される）によって実行された (または試行された) アクションの監査機能を提供します。他の
ログタイプ（アプリケーションログやデータベースログなど）もキャプチャ、アーカイブすることができ
ます。ログソースおよびログのベストプラクティスの詳細については、各サービスのセキュリティドキュ
メント を参照してください。
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中央ログストアとしての Amazon S3
多くの AWS サービスは、デフォルトまたは排他的に情報を Amazon S3 に記録します。Amazon S3 に
情報を記録するサービスの例としては、AWS、Amazon VPC フローログ、AWS Config、Elastic Load 
Balancing などがあります。 CloudTrailつまり、ログの整合性は S3 オブジェクトの整合性によって実現さ
れ、ログの機密性は S3 オブジェクトのアクセス制御によって実現され、ログの可用性は S3 オブジェクト
ロック、S3 オブジェクトバージョン、および S3 ライフサイクルルールによって実現されます。専用アカ
ウントに存在する専有および一元化された Amazon S3 バケットに情報を記録することで、これらのログ
をわずか数バケットで管理し、厳格なセキュリティ管理、アクセス、および役割分担を実施できます。 

AWS SRA では、Amazon S3 に保存されているプライマリログの取得元となるため CloudTrail、このセ
クションではそれらのオブジェクトを保護する方法について説明します。このガイダンスは、独自のア
プリケーションまたは他の AWS サービスによって作成されたその他の S3 オブジェクトにも適用されま
す。Amazon S3 に高い整合性、強力なアクセス制御、自動保存または破棄を必要とするデータがある場合
は常に、これらのパターンを適用してください。 

デフォルトでは、 CloudTrail S3バケット内のログは、Amazon S3で管理された暗号化キーによるサーバー
側の暗号化 (SSE-S3) によって暗号化されます。これは保存中のデータを保護するのに役立ちますが、ア
クセス制御は IAM ポリシーによってのみ制御されます。マネージドセキュリティレイヤーを追加するに
は、すべてのセキュリティ S3 バケットで管理する AWS KMS キーを使用したサーバー側の暗号化 (SSE-
KMS) を使用できます。これにより、2 番目のレベルのアクセス制御が追加されます。ログファイルを読み
取るには、S3 オブジェクトに対する Amazon S3 読み取りアクセス権限と、関連付けられたキーポリシー
による復号アクセス権限を許可する IAM ポリシーまたはロールの両方が必要です。

Amazon S3 CloudTrail のログオブジェクトの保護または整合性の検証に役立つ 2 つのオプションがあり
ます。 CloudTrail は、ログファイルの整合性を検証して、 CloudTrail ログファイルが配信後に変更された
か、削除されたかを判断します。もう 1 つのオプションは S3 オブジェクトロックです。 

S3 バケット自体の保護に加えて、ログサービス (たとえば、 CloudTrail) およびログアーカイブアカウント
の最小特権の原則に従うことができます。たとえば、AWS マネージド IAM ポリシーによって付与された
アクセス権限を持つユーザーは、AWS AWSCloudTrail_FullAccess アカウントで最も機密性が高く重要な
監査機能を無効化または再構成することができます。この IAM ポリシーの適用は、できるだけ少ない人数
に制限してください。 

AWS Config や AWS IAM Access Analyzer によって提供されるような検出制御機能を使用して、予期しな
い変更に対する予防制御のこの広範な集合をモニタリング (およびアラートと修正) の検出制御を使用しま
す。 

S3バケットのセキュリティのベストプラクティスの詳細については、Amazon S3 のドキュメント、オン
ラインの技術講演、ブログ投稿 Amazon S3 のデータを保護するためのセキュリティのベストプラクティ
スのトップ 10 を参照してください。

インフラストラクチャ OU-ネットワークアカウント

簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えましょう。

以下の図表は、Network アカウントで設定されている AWS セキュリティサービスを示しています。 

43

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-log-file-validation-intro.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/security-best-practices.html
https://www.youtube.com/watch?v=7M3s_ix9ljE
https://www.youtube.com/watch?v=7M3s_ix9ljE
http://aws.amazon.com/blogs/security/top-10-security-best-practices-for-securing-data-in-amazon-s3/
http://aws.amazon.com/blogs/security/top-10-security-best-practices-for-securing-data-in-amazon-s3/
https://amazonmr.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_ctNSJq5QX1JMPiu


AWS 規範的ガイダンス AWS セキュ
リティリファレンスアーキテクチャ

インフラストラクチャ OU-ネットワークアカウント

Network アカウントは、アプリケーションとより広範なインターネット間のゲートウェイを管理していま
す。その双方向インターフェイスを保護することが重要です。Network アカウントは、個々のアプリケー
ションワークロード、セキュリティ、およびその他のインフラストラクチャからネットワークサービス、
構成、およびオペレーションを分離します。この配置は、接続性、権限、およびデータフローを制限する
だけでなく、これらのアカウントで運用する必要があるチームの職務分離と最小権限もサポートします。
ネットワークフローを個別のインバウンドとアウトバウンドの仮想プライベートクラウド（VPC）に分割
することで、機密性の高いインフラストラクチャとトラフィックを不用意なアクセスから保護できます。
インバウンドネットワークは一般的に高いリスクと考えられ、適切なルーティング、モニタリング、およ
び潜在的な問題の軽減が必要です。これらのインフラストラクチャアカウントは、Org Management ア
カウントとインフラストラクチャ OU から権限ガードレールを継承します。ネットワーキング (およびセ
キュリティ) チームは、このアカウントのインフラストラクチャの大部分を管理します。
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ネットワークアーキテクチャ

ネットワークアーキテクチャ
ネットワーク設計と詳細はこのドキュメントの範囲外ですが、さまざまなアカウント間のネットワーク接
続には、VPC ピアリング、AWS、および AWS PrivateLink Transit Gateway の 3 つのオプションを推奨し
ます。これらの中から選択する際の重要な考慮事項は、運用規範、予算、および特定の帯域幅のニーズで
す。 

• VPC ピアリング — 2 つの VPC を接続する最も簡単な方法は、VPC ピアリングを使用することです。
接続することで、VPC 間の完全な双方向接続が可能になります。アカウントと AWS リージョンが別の 
VPC も一緒にピアリングすることができます。スケールでは、数十から数百の VPC がある場合、それ
らをピアリングと相互接続すると、数百から数千のピアリング接続のメッシュとなり、管理やスケール
が困難になる可能性があります。VPC ピアリングは、ある VPC のリソースが別の VPC のリソースと通
信する必要があり、両方の VPC の環境が制御およびセキュリティで保護され、接続する VPC の数が 10 
未満の場合（各接続の個別の管理を可能にする）に最適です。

• AWS PrivateLink ‒ PrivateLink は、VPC、サービス、アプリケーション間のプライベート接続を提供
します。VPC で独自のアプリケーションを作成し、これをを使用するサービス PrivateLink (エンドポ
イントサービスといいます) として設定できます。他の AWS プリンシパルは、サービスのタイプに応
じて、インターフェイス VPC エンドポイントまたは Gateway Load Balancer エンドポイントまたは
Gateway Load Balancer エンドポイントを使用して、VPC からエンドポイントサービスへの接続を作成
できます。 PrivateLink を使用する場合、サービストラフィックは一般にルーティング可能なネットワー
クを通過しません。クライアント・サーバーの設定で、1 つまたは複数のコンシューマー VPC に、サー
ビスプロバイダー VPC 内の特定のサービスまたはインスタンスのセットに一方的にアクセスさせたい場
合、 PrivateLink を使用します。また、2 つの VPC 内のクライアントとサーバに IP アドレスが重複して
いる場合、はクライアント VPC PrivateLink 内の伸縮自在のネットワークインターフェイスを使用して
おり、サービスプロバイダーと IP の競合が発生しないため、このオプションも適しています。 

• AWS Transit Gateway ‒ Transit Gateway は、VPC hub-and-spoke とオンプレミスネットワークを接続
するための設計で、仮想アプライアンスをプロビジョニングを必要としないフルマネージドサービスと
して提供します。AWS は高い可用性とスケーラビリティを管理します。Transit gateway はリージョナ
ルリソースであり、同じ AWS リージョン内の数千の VPC を接続できます。ハイブリッド接続 (VPN 
と AWS Direct Connect 接続) を、単一のトランジットゲートウェイに添付することで、AWS 組織の
ルーティング構成全体を 1 か所に集約し制御することができます。Transit gateway は、複数の VPC 
ピアリング接続を大規模に作成および管理する際の複雑さを解決します。これは、ほとんどのネット
ワークアーキテクチャでデフォルトですが、コスト、帯域幅、レイテンシーに関する特定のニーズによ
り、VPC ピアリングがよりニーズに合うようになるかもしれません。

インバウンド (受信) VPC
インバウンド VPC は、アプリケーションの外部で開始されたネットワーク接続を受け入れ、検査、ルー
ティングすることを目的としています。アプリケーションの特性にもよりますが、この VPC で NAT が行
われることが予想されます。この VPC からのフローログはキャプチャされ、Log Archive アカウントに保
存されます。

アウトバウンド (送信) VPC
アウトバウンド VPC は、アプリケーション内から開始されたネットワーク接続を処理することを目的とし
ています。アプリケーションの特性にもよりますが、トラフィック NAT や AWS サービス固有の VPC エ
ンドポイント、およびこの VPC での外部 API エンドポイントのホスティング。この VPC からのフローロ
グはキャプチャされ、Log Archive アカウントに保存されます。

インスペクション VPC
検査専用 VPC は、VPC 間 (同一もしくは異なる AWS リージョン内)、インターネット、オンプレミス
ネットワークの検査を簡素化し、一元管理するためのものです。AWS SRA では、VPC 間のすべてのトラ
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AWS Network Firewall

フィックはインスペクション VPC を経由するようにし、インスペクション VPC を他のワークロードで使
用しないようにしてください。

AWS Network Firewall
AWS Network Firewall は、VPC 向けの高可用性のマネージドネットワークファイアウォールサービスで
す。これにより、ステートフルインスペクション、侵入防御と検出、ウェブフィルタリングを簡単にデプ
ロイおよび管理して、AWS 上の仮想ネットワークを保護できます。ネットワークファイアウォールの設定
方法の詳細については、AWS Network Firewall — VPC の新しいマネージドファイアウォールサービスの
ブログ記事を参照してください。

VPC では、アベイラビリティーゾーンごとにファイアウォールを使用します。アベイラビリティーゾー
ンごとに、トラフィックをフィルタリングするファイアウォールエンドポイントをホストするサブネッ
トを選択します。アベイラビリティーゾーンのファイアウォールエンドポイントは、ゾーンが存在するサ
ブネットを除くゾーン内のすべてのサブネットを保護できます。ユースケースとデプロイメントモデルに
応じて、ファイアウォールサブネットはパブリックまたはプライベートのいずれかになります。ファイア
ウォールは、トラフィックフローに対して完全に透過的であり、NAT を実行しません。送信元と送信先の
アドレスが保持されます。このリファレンスアーキテクチャでは、ファイアウォールエンドポイントはイ
ンスペクション VPC でホストされています。インバウンド VPC からとアウトバウンド VPC へのすべて
のトラフィックは、検査のためにこのファイアウォールサブネットを介してルーティングされます。 

Network Firewall は、Amazon CloudWatch メトリクスを通じてファイアウォールのアクティビティを
リアルタイムで可視化し、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)、および Amazon Kinesis Data 
Firehose にログを送信することで CloudWatch、ネットワークトラフィックの可視性を向上させることが
できます。Network Firewall は、AWS Partners の技術を含む、お客様の既存のセキュリティアプローチと
相互運用が可能です。既存の Suricata ルールセットをインポートすることもでき、ルールセットは内部で
作成されたものや、サードパーティーベンダーまたはオープンソースプラットフォームから外部調達され
ている場合があります。 

AWS SRA では、サービスのネットワーク制御に重点を置いた機能がアカウントの意図と一致するため、
ネットワークアカウント内でネットワークファイアウォールが使用されます。 

設計上の考慮事項

• AWS Firewall Manager はネットワークファイアウォールをサポートしているため、組織全体に
Network Firewall ルールを集中的に設定し、デプロイできます。(詳細については、AWS ドキュ
メント内の [AWS Network Firewall ポリシー] を参照してください。) Firewall Manager を構成
すると、指定したアカウントと VPC に一連のルールを持つ Firewall が自動的に作成されます。
また、パブリックサブネットを含むすべてのアベイラビリティーゾーンの専用サブネットにエ
ンドポイントをデプロイします。同時に、集中的に構成された一連のルールに変更があった場
合、デプロイされた Network Firewall ファイヤウォールの下流で自動的に更新されます。 

• Network Firewall には、複数のデプロイモデル が用意されています。適切なモデルは、ユース
ケースと要件によって異なります。次に例を示します。
• Network Firewall を個々の VPC にデプロイする配信型デプロイモデル。
• 中央集中型デプロイモデルで、そこではNetwork Firewall が東西 (VPC-to-VPC) または南北 

(インターネット送信および受信、オンプレミス) のトラフィック用に集中型 VPC にデプロイ
されます。

• Network Firewall を東西と南北のトラフィックのサブセット用に中央集中型 VPC にデプロイ
した複合型デプロイモデル。

• ベストプラクティスとして、Network Firewall サブネットを使用して他のサービスをデプロイし
ないでください。これは、Network Firewall がファイアウォールサブネット内の送信元または発
信先からのトラフィックを検査できないためです。
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Network Access Analyzer

Network Access Analyzer
Network Access Analyzer は、リソースへの意図しないネットワークアクセスを識別する Amazon VPC の
機能です。Network Access Analyzer を使用すると、ネットワークのセグメンテーションを検証したり、イ
ンターネットからアクセスできるリソースや信頼できる IP アドレス範囲からのみアクセスできるリソース
を特定したり、すべてのネットワークパスで適切なネットワーク制御が行われていることを確認したりで
きます。

Network Access Analyzer は、自動推論アルゴリズムを使用して AWS ネットワーク内のリソース間でパ
ケットが通過できるネットワークパスを分析し、定義したネットワークアクセススコープと一致するパス
の結果を生成します。Network Access Analyzer は、ネットワーク構成の静的分析を実行します。つまり、
この分析の一部としてネットワーク内でパケットが送信されることはありません。

Amazon Inspector のネットワーク接続性ルールには関連する機能があります。これらのルールによって
生成された結果は、アプリケーションアカウントで使用されます。ネットワークアクセスアナライザーと
ネットワークリーチャビリティはどちらも、AWS Proable Security イニシアチブの最新テクノロジーを使
用しており、このテクノロジーをさまざまな重点分野に適用しています。Network Reachability パッケー
ジは、特に EC2 インスタンスとそのインターネットアクセシビリティに焦点を当てています。 

ネットワークアカウントは、AWS 環境に出入りするトラフィックを制御する重要なネットワークインフラ
ストラクチャを定義します。このトラフィックは厳重に監視する必要があります。AWS SRA では、ネッ
トワークアカウント内で Network Access Analyzer を使用して、意図しないネットワークアクセスを特定
したり、インターネットゲートウェイを介してインターネットにアクセスできるリソースを特定したり、
リソースとインターネットゲートウェイ間のすべてのネットワークパスにネットワークファイアウォール
や NAT ゲートウェイなどの適切なネットワーク制御が行われていることを確認したりします。 

設計上の考慮事項

• ネットワークアクセスアナライザーは Amazon VPC の機能であり、VPC を持つすべての AWS 
アカウントで使用できます。ネットワーク管理者は、承認されたネットワークパスが各 AWS 
アカウントに適用されていることを検証するために、スコープが狭くアカウント間の IAM ロー
ルを割り当てることができます。

AWS Certificate Manager
AWS Certificate Manager (ACM) では、AWS サービスおよび内部の接続リソースで使用するためのパブ
リックおよびプライベート TLS 証明書をプロビジョン、管理、デプロイできます。ACM を使用すると、
証明書をすばやくリクエストし、それを Elastic Load Balancing ロードバランサー、Amazon CloudFront 
ディストリビューション、Amazon API Gateway の API などの ACM 統合された AWS リソースにデプロ
イし、ACM に証明書の更新を処理させることができます。key pair や証明書署名リクエスト (CSR) を生成
したり、CSR を認証局 (CA) に送信したり、証明書を受け取ったらアップロードしてインストールしたり
する必要はありません。ACM には、サードパーティ CA が発行した TLS 証明書をインポートして ACM 統
合サービスでデプロイするオプションもあります。ACM を使用して証明書を管理する場合、証明書の秘密
鍵は強力な暗号化と鍵管理のベストプラクティスを使用して安全に保護および保管されます。ACM では、
パブリック証明書のプロビジョニングに追加料金は発生せず、ACM が更新プロセスを管理します。

ACM はネットワークアカウントでパブリック TLS 証明書を生成するために使用され、 CloudFront ディス
トリビューションはこの証明書を使用してビューアとの HTTPS CloudFront 接続を確立します。詳細につ
いては、CloudFront ドキュメントを参照してください。 

設計上の考慮事項

• 外部向け証明書の場合、ACM は証明書をプロビジョニングするリソースと同じアカウントに存
在する必要があります。アカウント間で証明書を共有することはできません。
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AWS WAF

AWS WAF
AWS WAF は、Amazon CloudFront ディストリビューション、Amazon API Gateway REST 
API、Application Load Balancer、または AWS AppSync GraphQL API に転送される HTTP および HTTPS 
リクエストをモニタリングすることを可能にするウェブアプリケーションファイアウォールです。AWS 
WAF では、コンテンツへのアクセスを制御することもできます。フロントサービスは、リクエストの発
信元IPアドレスやクエリ文字列の値など、指定した条件に基づいて、リクエストされたコンテンツを返す
か、HTTP 403 (Forbidden) ステータスコードを返すことで、リクエストに応答します。

AWS SRA では、ネットワークアカウントに AWS WAF が使用されています。 CloudFrontこれは保護する
ためです。 

設計上の考慮事項

• CloudFront は、AWS WAF 機能を強化し、2 つのサービスを連携してより良く連携させる機
能を提供します。 

• AWS WAF、AWS Firewall Manager、および AWS Shield を組み合わせて使用して、包括的
なセキュリティソリューションを作成できます。まず、AWS WAF から始めます。Firewall 
Manager を使用することで AWS WAF の管理を簡素化できます。Shield Advanced は、分散
サービス拒否 (DDoS) レスポンス・チーム (DRT) による専用サポートや高度なレポート作成
機能など、AWS WAF に加えて追加機能を提供します。リソースに追加される保護機能をより
詳細に制御する場合は、AWS WAF のみが適切です。アカウント間で AWS WAF を使用した
り、AWS WAF 設定を高速化したり、新しいリソースの保護を自動化したりするには、AWS 
WAF で Firewall Manager を使用します。最後に、可視性の高いウェブサイトを所有している
場合や、頻繁に DDoS 攻撃が発生しやすい場合は、AWS Shield Advanced が提供する追加機能
の購入を検討できます。

Amazon Route 53
Amazon Route 53 は、可用性と拡張性に優れたドメインネームシステム (DNS) ウェブサービスで
す。Route 53 を使用すると、ドメイン登録、DNS ルーティング、ヘルスチェックの 3 つの主要な機能を
実行できます。 

Route 53 を DNS サービスとして使用して、ドメイン名を EC2 インスタンス、S3 バケット、 CloudFront 
ディストリビューション、およびその他の AWS リソースにマッピングできます。当社の DNS サーバー
は分散型であるため、エンドユーザーは常にアプリケーションにルーティングされます。Route 53 のトラ
フィックフローやルーティング制御などの機能により、プライマリアプリケーションエンドポイントが使
用できなくなった場合にユーザーを別の場所に再ルーティングするフェイルオーバーを簡単に構成できる
ため、信頼性が向上します。Route 53 Resolver は、AWS Direct Connect または AWS マネージド VPN を
経由した VPC とオンプレミスのネットワークに再帰的な DNS を提供します。

Route 53 で AWS Identity and Access Management (IAM) サービスを使用することで、DNS データを更新
できるユーザーをきめ細かく制御できます。DNS セキュリティ拡張 (DNSSEC) 署名を有効にして、DNS 
リゾルバーが Route 53 からの応答であり、改ざんされていないことを検証できます。 

Route 53 Resolver DNS Firewall では、VPC からのアウトバウンド DNS リクエストを保護できます。こ
れらのリクエストは、ドメイン名の解決用に Route 53 Resolver を介してルーティングされます。DNS 
Firewall による保護の主な用途は、データの DNS 漏洩を防ぐことです。DNS Firewall を使用すると、アプ
リケーションでクエリできるドメインを監視および管理できます。不正であるとわかっているドメインへ
のアクセスを拒否し、他のすべてのクエリを許可できます。また、確実に信頼できるドメインを除くすべ
てのドメインへのアクセスを拒否することもできます。DNS Firewall は、VPC エンドポイント名など、プ
ライベートのホストゾーン (共有またはローカル) 内のリソースに対する解決リクエストをブロックする場
合にも使用できます。また、パブリックまたはプライベートの EC2 インスタンス名のリクエストをブロッ
クすることもできます。 

Route 53 リゾルバーは、すべての VPC の一部としてデフォルトで作成されます。AWS SRA では、Route 
53 は主に DNS ファイアウォール機能のためにネットワークアカウントで使用されます。 
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アマゾン CloudFront

設計上の考慮事項

• DNS Firewall と AWS Network Firewall は、どちらもドメイン名のフィルタリングを行います
が、トラフィックの種類は異なります。DNS Firewall とNetwork Firewall を組み合わせて使用
して、2 つの異なるネットワークパス上のアプリケーション層トラフィックに対してドメイン
ベースのフィルタリングを設定できます。
• DNS Firewall は、VPC 内のアプリケーションから Route 53 Resolver を通過するアウトバウ

ンド DNS クエリのフィルタリングを行います。また、ブロックしたドメイン名にクエリのカ
スタムレスポンスを送信するように DNS Firewall を設定できます。

• Network Firewall は、ネットワーク層とアプリケーション層の両方のトラフィックに対して
フィルタリングを行いますが、Route 53 Resolver によって実行されるクエリに対する可視性
はありません。

アマゾン CloudFront
Amazon CloudFront は、ネットワークレベルとアプリケーションレベルの両方を保護する安全なコンテン
ツ配信ネットワーク (CDN) です。SSL/TLS 証明書を使用してコンテンツ、API、またはアプリケーショ
ンを配信でき、高度な SSL 機能が自動的に有効になります。AWS Certificate Manager (ACM) を使用し
てカスタム TLS 証明書を作成し、ACM セクションで前述したように CloudFront (p. 47)、閲覧者との 
HTTPS 通信を強制することができます。さらに、とカスタムオリジン間の通信には CloudFront 、 end-to-
end 転送中の暗号化を実装するよう要求できます。このシナリオでは、オリジンサーバーに TLS 証明書
をインストールする必要があります。オリジンが ELB ロードバランサーの場合、ACM で生成された証明
書、またはサードパーティ CA によって検証され ACM にインポートされた証明書を使用できます。S3 バ
ケットウェブサイトエンドポイントがオリジンである場合、オリジンで HTTPS を使用するよう Amazon 
S3 CloudFront を設定することはできません。これは、Amazon S3 がウェブサイトエンドポイントに対し
て HTTPS をサポートしていないため、オリジンで HTTPS を使用するよう S3 を設定することはできませ
ん。(ただし、ビューアーとの間で HTTPS を要求することはできます) CloudFront。HTTPS 証明書のイン
ストールをサポートする他のすべてのオリジンについては、信頼されたサードパーティ CA によって署名
された証明書を使用する必要があります。 

を CDN CloudFront として使用する場合、以下の機能を使用して、コンテンツへのアクセスを制限できま
す。

• 署名付き URL と署名付き Cookie を利用することで、トークン認証をサポートし、認証されたビュー
ワーのみにアクセスを制限することができます。

• 地域制限により、配信しているコンテンツについて、特定地域のユーザーによるアクセスを回避できま
す CloudFront。

• オリジンアクセスアイデンティティ（OAI）機能を使用して、からのみ S3 バケットへアクセスできるよ
うに制限できます CloudFront。 

AWS SRA では、Amazon CloudFront はネットワークアカウント内で使用されます。このアカウントは、
ワークロードが AWS の外部と通信するために必要なネットワークインフラストラクチャを提供するため
です。 

設計上の考慮事項

• CloudFront、AWS Shield、Amazon Route 53 はシームレスに連携し、ネットワークやアプリ
ケーションレイヤーAWS WAF DDoS 攻撃など、さまざまなタイプの不正イベントに対して、
柔軟でレイヤー化されたセキュリティ境界を構築できます。 CloudFront は、AWS WAF 機能を
強化し、両者の相性をより良くするための機能を提供します。詳細については、AWS ドキュメ
ントの「AWS WAF と Amazon CloudFront の機能の連携」を参照してください。 

• など、CDN を介してウェブコンテンツを配信する場合 CloudFront、ビューワーのリクエストが 
CDN をバイパスして、オリジンコンテンツに直接アクセスすることを防ぐことがベストプラ
クティスです。詳細については、ブログの投稿記事「AWS WAF と AWS Secrets Manager で 
Amazon CloudFront オリジンセキュリティを強化する方法」を参照してください。 
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AWS Shield

• また、ワークロードが AWS の外部と通信するために必要なすべてのネットワークインフラス
トラクチャがアプリケーションアカウント内にローカルに存在する分散型アーキテクチャを評
価することもできます。これにより、ネットワークアーキテクチャとルーティングが簡素化さ
れ、クロスアカウントの入力/出力料金が不要になるため、コスト削減に役立ちます。分散型
アーキテクチャでは、すべてのネットワークパスのセキュリティ制御を行うために、強力なセ
キュリティ監視を実施する必要があります。

AWS Shield
AWS Shield は、AWS で実行されるアプリケーションを保護するマネージド DDoS 防御サービスで
す。Shield は、アプリケーションのダウンタイムとレイテンシーを最小限に抑える常時検出と自動インラ
イン緩和機能を提供するため、DDoS 防御の恩恵を受けるための AWS Support を受ける必要はありませ
ん。 

AWS SRA では、AWS Shield Advanced は Route 53 および CloudFrontを保護するように設定されていま
す。 

設計上の考慮事項

• シールドには、Shield Standard と Shield Advanced の2つのティアがあります。すべての AWS 
のお客様は、Shield Standard の自動保護機能を追加料金なしで受けることができます。Shield 
Standard は、最も一般的で頻繁に発生するインフラストラクチャ（レイヤー 3 および 4）イベ
ントに対する防御を提供します。Shield Standard では、決定論的パケットフィルタリングと
優先順位ベースのトラフィックシェーピングにより、基本的なネットワーク層への攻撃を自動
的に軽減します。Shield Advanced は、保護された Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon 
EC2）、Elastic Load Balancing（ELB）、Amazon、AWS Global Accelerator、および Route 
53 のリソースで実行されているアプリケーションをターゲットとする不正イベントに対し、よ
り高度な自動軽減機能を提供します。 CloudFrontShield Advanced は、Amazon CloudWatch で
モニタリングできるメトリクスをレコードします。(詳細については、AWS ドキュメント内の 
[AWS Shield Advanced メトリクスおよびアラーム] を参照してください。) 可視性の高いウェ
ブサイトを所有している場合や、頻繁に DDoS 攻撃を受けやすい場合は、Shield Advanced が
提供する追加機能の購入を検討できます。

AWS RAM
AWS Resource Access Manager (AWS RAM) は、1 つの AWS アカウントで作成する AWS リソースを他
の AWS アカウントと安全に共有するうえで役立ちます。AWS RAM は、リソースの共有を一元的に管理
し、このエクスペリエンスをアカウント間で標準化します。これにより、管理と請求の分離を活用しなが
らリソースを管理しやすくなり、マルチアカウント戦略によってもたらされる影響抑制のメリットの範囲
が狭くなります。アカウントが AWS Organizations によって管理されている場合、AWS RAM を使用する
と、リソースを共有できるは相手は組織内のすべてのアカウント、または 1 つ以上の指定された組織単位 
(OU) 内のアカウントのみです。アカウントが組織の一部かどうかにかかわらず、アカウント ID で特定の 
AWS アカウントと共有することもできます。サポートされているリソースタイプの一部を、指定した IAM 
ロールやユーザーと共有することもできます。

AWS RAM では、VPC サブネットや Route 53 ルールなど、IAM リソースベースのポリシーをサポートし
ないリソースを共有できます。さらに、AWS RAM を使用すると、リソースの所有者は、共有した個々の
リソースにアクセスできるプリンシパルを確認できます。IAM エンティティは、共有されているリソー
スのリストを直接取得できますが、IAM リソースポリシーで共有されているリソースでは取得できませ
ん。AWS RAM を AWS 組織外のリソース共有に使用すると、招待プロセスが開始されます。リソースへ
のアクセスが許可される前に、受信者は招待を受け入れる必要があります。これにより、追加のチェック
とバランスが可能になります。

AWS RAM は、共有リソースがデプロイされたアカウントのリソース所有者によって呼び出され、管理さ
れます。AWS SRA に示されている AWS RAM の一般的な使用例の 1 つは、ネットワーク管理者が VPC 
サブネットとトランジットゲートウェイを AWS 組織全体と共有することです。これにより、AWS アカ
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インフラストラクチャ OU-共有サービスアカウント

ウントとネットワークの管理機能を切り離すことができるため、職務の分離が可能になります。VPC 共有
の詳細については、AWS ブログ記事「VPC 共有:複数のアカウントと VPC 管理への新しいアプローチ」
と、AWS ネットワークインフラストラクチャホワイトペーパーを参照してください。 

設計上の考慮事項

• AWS RAM as a Service は AWS SRA のネットワークアカウント内にのみデプロイされます
が、通常は複数のアカウントにデプロイされます。たとえば、データレイク管理を 1 つのデー
タレイクアカウントに一元化し、AWS Lake Formation データカタログリソース (データベー
スとテーブル) を AWS 組織内の他のアカウントと共有できます。詳細については、AWS Lake 
Formation のドキュメントと AWS ブログ記事「AWS Lake Formation を使用して AWS アカウ
ント間でデータを安全に共有する」を参照してください。さらに、セキュリティ管理者は AWS 
RAMAWS Private CA を使用して階層を構築する際にベストプラクティスに従うことができま
す。CA は外部の第三者と共有でき、その第三者は CA 階層にアクセスしなくても証明書を発行
できます。これにより、発信元組織はサードパーティのアクセスを制限および取り消すことが
できます。

インフラストラクチャ OU-共有サービスアカウント
簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えます。

以下の図表は、共有サービスアカウントで設定されている AWS セキュリティサービスを示しています。

共有サービスアカウントは、インフラストラクチャ OU の一部であり、その目的は、複数のアプリケー
ションやチームが成果を達成するために使用するサービスをサポートすることです。例えば、ディレクト
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AWS Systems Manager

リサービス (Active Directory)、メッセージングサービス、メタデータサービスがこのカテゴリに含まれま
す。AWS SRA は、セキュリティ制御をサポートする共有サービスを強調しています。ネットワークアカ
ウントもインフラストラクチャ OU の一部ですが、職務の分離をサポートするために、共有サービスアカ
ウントから削除されています。これらのサービスを管理するチームは、ネットワークアカウントへのアク
セス権限やアクセス権を必要としません。

AWS Systems Manager
AWS Systems Manager (組織管理アカウントとアプリケーションアカウントにも含まれる) は、AWS 
リソースの可視化と制御を可能にする一連の機能を提供します。これらの機能の 1 つである Systems 
Manager Explorer は、AWS リソースに関する情報をレポートするカスタマイズ可能なオペレーション
ダッシュボードです。AWS Organizations と Systems Manager Explorer を使用することにより、AWS 
Organizations 内のすべてのアカウント間でオペレーションデータを同期できます。Systems Manager 
は、AWS Organizations の委任管理者機能により、共有サービスアカウントにデプロイされます。

Systems Manager は、マネージドインスタンスをスキャンし、検出されたポリシー違反を報告（または是
正措置を講じる）して、セキュリティとコンプライアンスを維持することができます。Systems Manager 
を個々のメンバーの AWS アカウント (アプリケーションアカウントなど) の適切なデプロイと組み合わせ
ることで、インスタンスのインベントリデータ収集を調整し、パッチ適用やセキュリティ更新などの自動
化を一元化できます。

AWS Managed Microsoft AD
Microsoft Active Directory 用 AWS Directory Service (AWS Managed Microsoft Active Directory 用 AWS 
Directory Service (AWS Managed Microsoft Active Directory 用 AWS Directory Service (AWS Managed 
Microsoft Active Directory 用 AWS Directory 用 AWS マネージド Microsoft AD を使用して、Windows 
Server 用 Amazon EC2、Linux 用 Amazon EC2、および Amazon RDS for SQL Server インスタンスを
お客様のドメインに参加させ、Amazon WorkSpaces などの AWS エンドユーザーコンピューティング
(EUC) サービスをアクティブで使用できます。ディレクトリのユーザーとグループ。 

AWS マネージド Microsoft AD は、既存の Active Directory を AWS に拡張し、既存のオンプレミスユー
ザー認証情報を使用してクラウドリソースにアクセスするのに役立ちます。また、オンプレミスの高可
用性Active Directoryの複雑な実行と保守を行わずに、オンプレミスのユーザー、グループ、アプリケー
ション、およびシステムを管理できます。既存のコンピューター、ラップトップ、プリンターを AWS 
Managed Microsoft AD ドメインに参加させることができます。 

AWS マネージド Microsoft AD は Microsoft Active Directory 上に構築されているため、既存の Active 
Directory からクラウドにデータを同期または複製する必要はありません。グループポリシーオブジェクト 
(GPO)、ドメイントラスト、きめ細かいパスワードポリシー、グループ管理サービスアカウント (gMSAs 
A)、スキーマ拡張、Kerberos ベースのシングルサインオンなど、使い慣れた Active Directory 管理ツール
や機能を使用できます。Active Directory セキュリティグループを使用して管理タスクを委任し、アクセス
を許可することもできます。 

マルチリージョンレプリケーションにより、複数の AWS リージョンに単一の AWS Managed Microsoft 
AD ディレクトリをデプロイして使用できます。これにより、Microsoft Windows や Linux のワークロード
をグローバルにデプロイし、管理することが簡単になり、コスト効率がよくなります。自動化されたマル
チリージョンレプリケーション機能を使用すると、アプリケーションがローカルディレクトリを使用して
最適なパフォーマンスを実現する一方で、耐障害性が向上します。 

AWS マネージド Microsoft AD は、クライアントロールとサーバーロールの両方で SSL/TLS (LDAPS とも
呼ばれる) 経由のライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル (LDAP) をサポートしています。サー
バーとして動作する場合、AWS マネージド AD はポート 636 (SSL) および 389 (TLS) 経由で LDAPS をサ
ポートします。サーバー側の LDAPS 通信を有効にするには、AWS ベースの Active Directory 証明書サー
ビス (AD CS) 認証局 (CA) から AWS が管理する Microsoft AD ドメインコントローラーに証明書をインス
トールします。クライアントとして動作する場合、AWS マネージド Microsoft AD はポート 636 (SSL) 経
由で LDAPS をサポートします。クライアント側の LDAPS 通信を有効にするには、サーバー証明書発行
元の CA 証明書を AWS に登録し、ディレクトリで LDAPS を有効にします。 
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IAM Identity Center

AWS SRA では、共有サービスアカウント内で AWS Directory Service を使用して、複数の AWS メンバー
アカウントにわたる Microsoft 対応のワークロードにドメインサービスを提供します。 

設計上の考慮事項

• IAM アイデンティティセンターを使用し、アイデンティティソースとして AWS マネージド 
Microsoft AD を選択することで、オンプレミスの Active Directory ユーザーに、既存の Active 
Directory 認証情報を使用して AWS マネジメントコンソールと AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) にサインインするためのアクセス権を付与できます。これにより、ユーザーはサイ
ンイン時に割り当てられたロールのいずれかを引き受け、そのロールに定義されている権限に
従ってリソースにアクセスしてアクションを実行できます。別の方法として、AWS Managed 
Microsoft AD を使用して、ユーザーが AWS Identity and Access Management (IAM) の役割を引
き受けられるようにする方法があります。

IAM Identity Center
AWS SRA は、IAM アイデンティティセンターがサポートする委任管理者機能を使用して、IAM アイ
デンティティセンターの管理のほとんどを共有サービスアカウントに委任します。これにより、Org 
Management アカウントへのアクセスを必要とするユーザーの数を制限できます。組織管理アカウント内
でプロビジョニングされた権限セットの管理など、特定のタスクを実行するには、組織管理アカウントで 
IAM Identity Center を引き続き有効にする必要があります。

IAM アイデンティティセンターの委任管理者として共有サービスアカウントを使用する主な理由
は、Active Directory の場所にあります。IAM アイデンティティセンターのアイデンティティソースとして 
Active Directory を使用する予定の場合は、IAM アイデンティティセンターの委任管理者機能を有効にした
メンバーアカウントでディレクトリを見つける必要があります。AWS SRA では、共有サービスアカウン
トが AWS マネージド Microsoft AD をホストするため、そのアカウントが IAM Identity Center の委任管理
者になります。 

IAM Identity Center では、1 つのメンバーアカウントを委任管理者として一度に登録できます。メンバー
アカウントを登録できるのは、管理アカウントの認証情報を使用してサインインする場合のみです。委
任を有効にするには、IAM Identity Center のドキュメントに記載されている前提条件を考慮する必要が
あります。委任された管理者アカウントは、IAM Identity Center の管理タスクのほとんどを実行できます
が、IAM Identity Center のドキュメントに記載されているいくつかの制限があります。IAM Identity Center 
委任管理者アカウントへのアクセスは厳重に管理する必要があります。 

設計上の考慮事項

• IAM アイデンティティーセンターのアイデンティティソースを他のソースから Active Directory 
に変更するか、Active Directory から他のソースに変更する場合、そのディレクトリは IAM アイ
デンティティセンターの委任管理者メンバーアカウント (存在する場合) に存在する (所有して
いる) 必要があります。存在しない場合は、管理アカウント。

ワークロード OU — アプリケーションアカウント

簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えましょう。

以下の図は、のアプリケーションアカウントで設定された AWS セキュリティサービス (アプリケーション
自体とともに) を説明しています。
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Application アカウントは、エンタープライズアプリケーションを実行および維持するためのプライマリ
インフラストラクチャとサービスをホストします。アプリケーションアカウントとワークロード OU は、
いくつかの主要なセキュリティ目標を果たします。まず、アプリケーションごとに個別のアカウントを
作成して、ワークロード間の境界と制御を提供し、役割、許可、データ、および暗号化キーが発生する問
題を回避します。アプリケーションチームに、他のユーザーに影響を与えることなく、独自のインフラス
トラクチャを管理する幅広い権限を付与できる個別のアカウントコンテナを提供したいと考えています。
次に、セキュリティ運用チームがセキュリティデータを監視および収集するメカニズムを提供して、保
護のレイヤーを追加します。組織の証跡とアカウントセキュリティサービス (Amazon GuardDuty、AWS 
Config、AWS Security Hub、Amazon EventBridge、AWS の IAM アクセスアナライザー) を採用し、これ
がセキュリティチームによって設定および監視されます。最後に、企業が一元的に制御を設定できるよう
にします。アプリケーションアカウントは、適切なサービス権限、制約、およびガードレールを継承する 
Workloads OU のメンバーにして、より広範なセキュリティ構造に合わせます。

アプリケーション VPC
アプリケーションアカウント内の仮想プライベートクラウド（VPC）には、インバウンドアクセス（モデ
リングする単純なウェブサービス用）とアウトバウンドアクセス（アプリケーションのニーズに応じて、
または AWS のサービスのニーズ) を必要とします。デフォルトでは、VPC 内のリソースは相互にルー
ティングできます。2 つのプライベートサブネットがあります。1 つは EC2 インスタンスをホストする
ためのものと、もうひとつは Amazon Aurora (データベースレイヤー) の 2 つです。アプリケーション層
やデータベース層など、異なる層間のネットワークセグメンテーションは、インスタンスレベルでトラ
フィックを制限する VPC セキュリティグループを介して行われます。復元力のために、ワークロードは複
数のアベイラビリティーゾーンにまたがり、ゾーンごとに 2 つのサブネットを使用します。

設計上の考慮事項

• Traffic Mirroring を使用して、EC2 インスタンスの Elastic Network Interface からネットワー
クトラフィックをコピーできます。その後、コンテンツ検査、脅威モニタリング、またはトラ
ブルシューティングのために、 out-of-band トラフィックをセキュリティアプライアンスおよ
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びモニタリングアプライアンスに送信できます。たとえば、VPC から出るトラフィック、ま
たはソースが VPC 外にあるトラフィックを監視できます。この場合、VPC 内を通過するトラ
フィックを除くすべてのトラフィックをミラーリングし、単一のモニタリングアプライアンス
に送信します。Amazon VPC フローログは、ミラートラフィックをキャプチャしません。通常
は、パケットヘッダーからの情報のみをキャプチャします。トラフィックミラーリングを使用
すると、ペイロードを含む実際のトラフィックコンテンツを分析できるため、ネットワークト
ラフィックに関するより深い洞察が得られます。トラフィックミラーリングは、機密性の高い
ワークロードの一部として動作している可能性がある、または問題が発生した場合に詳細な診
断が必要と予想される EC2 インスタンスの elastic network interface に対してのみ有効にしま
す。

VPC エンドポイント
VPC endpoints は、スケーラビリティと信頼性だけでなく、セキュリティ制御の別のレイヤーを提供しま
す。これらを使用して、アプリケーション VPC を他の AWS サービス VPC に接続します。(アプリケー
ションアカウントでは、AWS のSRA は AWS KMS、AWS Systems Manager、および Amazon S3 のため
の VPC エンドポイントを使用します。) エンドポイントは仮想デバイスです。これらは水平にスケールさ
れ、冗長で、可用性の高い VPC コンポーネントです。これにより、ネットワークトラフィックに可用性リ
スクや帯域幅の制約を課すことなく、VPC 内のインスタンスとサービス間の通信が可能になります。VPC 
エンドポイントを使用して、AWS がサポートされている AWS のサービスや AWS が提供する VPC エン
ドポイントサービスに VPC をプライベートに接続できます。インターネットゲートウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続、または AWS Direct Connect PrivateLink 接続は必要ありません。VPC 内のインスタンス
は、他の AWS サービスと通信するためにパブリック IP アドレスを必要としません。VPC と他の AWS 
サービス間のトラフィックは、Amazon ネットワークを離れません。 

VPC エンドポイントを使用するもう 1 つの利点は、エンドポイントポリシーの設定を有効にすることで
す。VPC評価項目ポリシーは、評価項目の作成時または変更時に評価項目に加える国際機械技術者協会
（IAM）のリソースポリシーです。エンドポイントの作成時にポリシーをアタッチしない場合、サービス
へのフルアクセスを許可するデフォルトAWS IAM ポリシーがアタッチされます。エンドポイントポリシー
は、IAM ポリシーやサービス固有のポリシー (S3 バケットポリシーなど) を上書き、または置き換えませ
ん。これは、エンドポイントから指定されたサービスへのアクセスを制御するための別個の IAM ポリシー
です。このようにして、AWS のプリンシパルが、リソースまたはサービスと通信できる制御の別のレイ
ヤーが追加されます。

Amazon EC2
アプリケーションを構成する EC2 インスタンスは、インスタンスメタデータサービス (IMDSv2) のバー
ジョン 2 を利用します。IMDSv2 は、IDMS にアクセスを試みるために使われた、ウェブサイトアプリ
ケーションファイアウォール、オープンリバースプロキシ、サーバーサイドリクエストフォージェリ 
(SSRF) の脆弱性、オープンレイヤー 3 ファイアウォール、および NAT という 4 種類の脆弱性に対する
保護を追加します。さらなる詳細については、ブログ投稿 Add defense in depth against open firewalls, 
reverse proxies, and SSRF vulnerabilities with enhancements to the EC2 Instance Metadata Service を参照
してください。

（アカウント境界のサブセットとして）個別の VPC を使用して、ワークロードセグメントごとにインフ
ラストラクチャを分離します。サブネットを使用すると、単一の VPC 内で多階層ウェブアプリケーショ
ンの各階層 (ウェブサーバー、アプリケーションサーバーおよびデータベースサーバーなど) を隔離できま
す。インターネットからの直接アクセスを認めるべきでないインスタンスには、プライベートサブネット
を使用します。パブリックインターネット経由でトラフィックを送信せずに VPC から Amazon EC2 API 
を呼び出すには、AWS を使用します PrivateLink。セキュリティグループを使用してインスタンスへのア
クセスを制限する。VPC フローログを使用して、インスタンスに到達するトラフィックをモニタリングし
ます。インバウンドSSH ポートを開き、SSH キーを管理する代わりに、AWS Systems Manager の機能で
あるセッションマネージャーを使用してインスタンスにリモートアクセスする。オペレーティングシステ
ムとデータには、別の Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームを使用します。作成した新
しい EBS ボリュームとスナップショットコピーの暗号化を強制するように AWS アカウントを設定できま
す。 
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Application Load Balancer
アプリケーションロードバランサーは、受信アプリケーショントラフィックを複数のアベイラビリティー
ゾーンのEC2 インスタンスなどの複数のターゲットに分散します。AWS のSRA では、ロードバランサー
のターゲットグループは、アプリケーション EC2 インスタンスです。AWS のSRAは HTTPS リスナーを
使用して、通信チャネルが暗号化されていることを確認します。Application Load Balancer はサーバー証
明書を使用してフロントエンド接続を終了し、ターゲットにリクエストを送信する前に、クライアントか
らのリクエストを復号化します。

AWS Certificate Manager (ACM) はアプリケーションロードバランサーとネイティブに統合され、AWS 
SRA は ACM を使用して必要な X.509 (TLS サーバー) パブリック証明書を生成および管理しま
す。Application Load Balancer セキュリティポリシーを通して、フロントエンド接続に TLS 1.2 と強力な
暗号を適用できます。詳細については、「Elastic Load Balancing ドキュメント」を参照してください。 

設計上の考慮事項

• Application Load Balancer のプライベート TLS 証明書を必要とする内部専用アプリケーション
などの一般的なシナリオでは、このアカウント内で ACM を使用してからプライベート証明書
を生成できますAWS Private CA。AWS SRA では、ACM ルートのプライベート CA は Security 
Tooling アカウントでホストされ、セキュリティツールのアカウントセクションで前述したよう
に、AWS 組織全体または特定の AWS アカウントと共有してエンドエンティティ証明書を発行
できます (p. 39)。 

• パブリック証明書の場合、ACM を使用してそれらの証明書を生成し、自動ローテーションを含
めて管理できます。また、SSL/TLS ツールを使用して証明書署名要求 (CSR) を作成し、認証
局 (CA) によって署名された CSR を取得して証明書を作成し、証明書をACMにインポートする
か、Application Load Balancer と共に使うために、IAM にアップロードして使用することもで
きます。証明書をACMにインポートする場合は、証明書の有効期限を監視し、有効期限が切れ
る前に更新する必要があります。 

• 追加の防御層については、AWS WAF ポリシーをデプロイして、Application Load Balancer を
保護できます。エッジポリシー、アプリケーションポリシー、さらにはプライベートまたは
内部ポリシー強制レイヤーさえあれば、通信要求の可視性が高まり、統一されたポリシー強制
が提供されます。詳細については、ブログの投稿記事 Deploying defense in depth using AWS 
AWS WAF 用の AWS Managed Rules を参照してください。

AWS Private CA
AWS Private Certificate Authority(AWS Private CA) は、Application Load Balancer で使用するプライベー
ト証明書を生成するためにアプリケーションアカウントで使用されます。アプリケーションロードバラ
ンサーが TLS 経由で安全なコンテンツを提供するのが一般的なシナリオです。これには、TLS 証明書を
Application Load Balancer にインストールする必要があります。内部でのみ使用されるアプリケーション
では、プライベート TLS 証明書が安全なチャネルを提供できます。

AWS SRA では、AWS Private CAセキュリティツールアカウントでホストされ、AWS RAM を使用して
アプリケーションアカウントに共有されます。これにより、アプリケーションアカウントの開発者は共有
プライベート CA に証明書をリクエストできます。組織全体または AWS アカウント間で CA を共有する
と、すべての AWS アカウントで重複する CA を作成して管理するコストと複雑さを軽減できます。ACM 
を使用して共有 CA からプライベート証明書を発行すると、証明書はリクエスト元アカウントでローカル
に生成され、ACM は完全なライフサイクル管理と更新を行います。

Amazon Inspector
AWS SRA は、Amazon Inspector を使用して、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) に存在
する EC2 インスタンスとコンテナイメージを自動的に検出してスキャンし、ソフトウェアの脆弱性や意図
しないネットワークの公開 (ネットワーク・エクスポージャー) がないかを検出してスキャンします。
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Amazon Inspector はアプリケーションアカウントに配置されます。これは、このアカウントの EC2 イン
スタンスに脆弱性管理サービスを提供するためです。さらに、Amazon Inspector は EC2 インスタンスと
の間の不要なネットワークパスについて報告します。

メンバーアカウントの Amazon Inspector は、委任された管理者アカウントによって一元管理されま
す。AWS SRA では、セキュリティツールアカウントは委任管理者アカウントです。委任管理者アカウン
トは、組織のメンバーの調査結果データと特定の設定を管理できます。これには、すべてのメンバーアカ
ウントの集計結果の詳細の表示、メンバーアカウントのスキャンの有効化または無効化、AWS 組織内のス
キャンされたリソースの確認が含まれます。 

設計上の考慮事項

• AWS Systems Manager の機能である Patch Manager を使用してオンデマンドパッチをトリ
ガーし、Amazon Inspector のゼロデイやその他の重大なセキュリティ脆弱性を修正できま
す。Patch Managerを使用すると、通常のパッチスケジュールを待たずにこれらの脆弱性に
パッチを適用できます。修正は、Systems Manager Automation Runbook を使用して実行され
ます。詳細については、2 部構成のブログシリーズ「Amazon Inspector と AWS システムマ
ネージャーを使用して AWS の脆弱性管理と修復を自動化する」を参照してください。

Amazon Systems Manager
AWS Systems Manager は、複数の AWS サービスの運用データを確認し、AWS リソース全体に関わる運
用タスクを自動化するために使用できる AWS のサービスです。自動承認ワークフローと Runbook によ
り、人的ミスを減らし、AWS リソースのメンテナンスとデプロイメントタスクを簡素化することができま
す。

これらの一般的な自動化機能に加えて、Systems Manager は、予防、detective な、および応答性の高い
セキュリティ機能を多数サポートしています。AWS Systems Manager エージェント (SSM エージェント) 
は、EC2 インスタンス、オンプレミスサーバー、または仮想マシン (VM) にインストールして設定するこ
とができる Amazon のソフトウェアです。SSM Agent により、Systems Manager がこれらのリソースを
更新、管理、および設定できるようにします。Systems Manager は、マネージドインスタンスをスキャン
してパッチ、構成、およびカスタムポリシーで検出した違反を報告（または是正措置を講じる）して、セ
キュリティとコンプライアンスを維持することができます。 

AWS のSRAは、Systems Manager の機能である Session Manager を使用して、インタラクティブな、ブ
ラウザベースのシェルおよび CLI エクスペリエンスを提供します。これにより、インバウンドポートを開
いたり、baston ホストを維持したり、SSH キーを管理したりすることなく、安全で監査可能なインスタン
ス管理が提供されます。AWS のSRAは、Systems Manager の機能である Patch Manager を使用して、オ
ペレーティングシステムとアプリケーションの両方にパッチを適用します。 

AWS SRA は、Systems Manager の機能であるオートメーションを使用して、Amazon EC2 インスタン
スおよび他の AWS リソースの一般的なメンテナンスとデプロイのタスクを簡素化します。オートメー
ションは、1 つ以上のノードの状態を変更 (承認されたオートメーションを使用) したり、スケジュールに
従ってノードの状態を管理するなどの一般的な IT タスクを簡略化できます。Systems Manager には、タ
グを使用したインスタンスの大規模なグループのターゲットに役立つ機能や定義する制限に応じた変更を
行うために役立つ速度制御といった機能が含まれます。Automation は、golden Amazon マシンイメージ 
(AMI) の作成や到達不可能な EC2 インスタンスの復元などの複雑なタスクを簡素化する、ワンクリック
Automation を提供します。さらに、IAM ロールに特定の機能を実行するための特定の Runbook へのアク
セスを許可することで、それらのロールに直接アクセス権限を与えることなく、運用上のセキュリティを
強化できます。たとえば、パッチ更新後に特定の EC2 インスタンスを再起動する権限を IAM ロールに付
与したいが、そのロールに直接アクセス権限を付与したくない場合は、代わりに Automation Runbook を
作成して、そのロールに Runbook を実行するだけの権限を与えることができます。

設計上の考慮事項

• Systems Manager の正常な機能は、EC2 インスタンスメタデータに左右されます。Systems 
Manager は、インスタンスメタデータサービスのバージョン 1 またはバージョン 2（IMDSv1 
および IMDSv2）を使用してインスタンスメタデータにアクセスできます。 
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• SSM Agent は、Amazon EC2 メッセージ、Systems Manager、Amazon S3 などのさまざまな 
AWS のサービスやリソースと通信する必要があります。この通信を実現するには、サブネット
にアウトバウンドインターネット接続または適切な VPC エンドポイントのプロビジョニング
が必要です。AWS SRA は SSM エージェントの VPC エンドポイントを使用して、さまざまな 
AWS サービスへのプライベートネットワークパスを確立します。 

• オートメーションを使用すると、組織内でベストプラクティスを共有できます。ランブックで
リソース管理のベストプラクティスを作成し、AWS リージョンおよびグループ間でランブッ
クを共有できます。また、ランブックパラメータ許可値を制約することもできます。このよう
なユースケースでは、Security Tooling や Shared Services などの中央アカウントで自動化ラン
ブックを作成し、それらを AWS 組織の他のメンバーと共有する必要がある場合があります。
一般的な使用例としては、パッチやセキュリティ更新プログラムを集中的に実装したり、VPC 
設定や S3 バケットポリシーの逸脱を修正したり、EC2 インスタンスを大規模に管理すること
ができます。実装の詳細については、Systems Manager のマニュアルを参照してください。

Amazon Aurora
AWS のSRAでは、Amazon Aurora、Amazon S3 が論理データ層を構成しています。Aurora はフルマネー
ジド型のリレーショナルデータベースエンジンで、MySQL および PostgreSQL と互換性があります。EC2 
インスタンスで実行されているアプリケーションは、必要に応じて Aurora および Amazon S3 と通信しま
す。Aurora は DB サブネットグループ内のデータベースクラスターで構成されます。 

設計上の考慮事項

• 多くのデータベースサービスと同様に、Aurora のセキュリティは 3 つのレベルで管理さ
れます。AuroraDB クラスターおよび DB インスタンス上でAmazon Relational Database 
Service（Amazon RDS）管理アクションを実行できるユーザーを制御するには、IAMを使用
します VPC 内の Aurora DB クラスタのクラスタエンドポイントと DB インスタンスのポー
トへの接続を開くことができるデバイスと EC2 インスタンスを制御するには、VPC セキュ
リティグループを使用します。Aurora DB クラスターのログインとアクセス権限を認証する
には、MySQL または PostgreSQL のスタンドアロン DB インスタンスと同じ方法を使用する
か、Aurora MySQL 互換エディションの IAM データベース認証を使用します。この後者のアプ
ローチでは、IAM ロールと認証トークンを使用して、Aurora MySQL 互換 DB クラスターに対
して認証を行います。

Amazon S3
Amazon S3 は、業界をリードするスケーラビリティ、データ可用性、セキュリティ、およびパフォーマ
ンスを提供するオブジェクトストレージサービスです。これは AWS 上に構築された多くのアプリケー
ションのデータバックボーンです。そして機密データを保護するには、適切な権限とセキュリティ制御が
重要です。Amazon S3 の推奨されるセキュリティのベストプラクティスについては、documentation、
online tech talks、および blog posts 中のより深いダイブインを参照します。最も重要なベストプラクティ
スは、S3 バケットへの過度に許容されるアクセス（特にパブリックアクセス）をブロックすることです。

AWS KMS
AWS SRA は、キー管理の推奨配布モデルを示しています。このモデルでは、KMS キーは暗号化対象の
リソースと同じ AWS アカウント内にあります。このため、AWS KMS は Security Tooling アカウントに
含まれるだけでなく、アプリケーションアカウントでも使用されます。アプリケーションアカウントで
は、AWS KMS を使用してアプリケーションリソースに固有のキーを管理します。キーポリシーを使用し
てローカルアプリケーションロールにキー使用権限を付与し、管理権限と監視権限をキー管理者に制限す
ることで、職務の分離を実現できます。 
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AWS CloudHSM

設計上の考慮事項

• 分散モデルでは、AWS KMS キー管理の責任はアプリケーションチームにあります。ただし、
中央セキュリティチームが、次のような重要な暗号化イベントのガバナンスと監視を担当する
場合があります。
• KMS キーにインポートされたキーマテリアルの有効期限が近づいています。
• 削除保留中の KMS キーがまだ使用されています。
• KMS キーのキーマテリアルが自動的にローテーションされました。
• KMS キーが削除されました。
• 復号の失敗率が高い。

AWS CloudHSM
AWS CloudHSM は、AWS クラウドで管理されたハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を提供し
ます。アクセスを制御する FIPS 140-2 レベル 3 検証された HSM を使用することにより、AWS で独自の
暗号化キーを生成して AWS 上で使用できるようになります。CloudHSM を使用して、ウェブサーバーの
ための SSL/TLS 処理をオフロードします。これにより、Webサーバーの負担が軽減され、中のWebサー
バーのプライベートキーがCloudHSM に保存されるためセキュリティが強化されます。発行する認証局と
して機能する必要がある場合は、プライベートキーを保存して証明書リクエストに署名するために、ネッ
トワークアカウント中のインバウンド VPC に同様に HCloudHSM をデプロイできます。 

設計上の考慮事項

• FIPS 140-2 レベル 3 の厳しい要件がある場合は、AWS KMS を設定することを選択し、ネイ
ティブ KMS キーストアを使用するのではなく、カスタムキーストアとして CloudHSM クラス
ターを使うことができます。これにより、KMS キーを保護する HSM を担当しながら、AWS 
KMS と AWS サービスを統合することで、データを暗号化する AWS のサービスを統合できま
す。これにより、管理下にあるシングルテナント HSM と、AWS KMS の使いやすさと統合が
組み合わされます。CloudHSM インフラストラクチャを管理するには、公開キーインフラスト
ラクチャ (PKI) を採用し、HSM の管理経験のあるチームが必要です。

AWS Secrets Manager
AWS Secrets Manager は、アプリケーション、サービス、IT リソースへのアクセスに必要な認証情報 
(Secrets) の保護に役立ちます。このサービスを使用すると、データベースクレデンシャル、APIキー、お
よびその他のシークレットをライフサイクル全体で効率的にローテーション、管理、および取得できま
す。コード内のハードコードされた認証情報 を Secrets Manager への API コールに置き換えて、シーク
レットをプログラムで取得できます。これは、シークレットがコード内に存在しなくなったため、コード
を調べる人によってシークレットが侵害されないようにするのに役立ちます。さらに、Secrets Manager 
は、アプリケーションを環境（開発、運用前、本番環境）間で移動するのに役立ちます。コードを変更す
る代わりに、適切な名前を付けて参照先のシークレットを環境で使用できるようにすることができます。
これにより、さまざまな環境でのアプリケーションコードの一貫性と再利用性が促進され、コードのテス
ト後に必要な変更や人間による操作が少なくなります。 

Secrets Manager を用いて、きめ細かい IAM ポリシーとリソースベースのポリシーを使用して、シーク
レットへのアクセスを管理できます。AWS KMS を使用して管理する暗号化キーを用いてシークレットを
暗号化することで、シークレットを保護できます。Secrets Manager は AWS のロギングと一元的な監査
のためのモニタリングサービスを統合もします。 

Secrets Manager は、エンベロープ暗号化を AWS KMS キーとデータキーとして使用して各シークレット
値を保護します。シークレットを作成するときは、AWS アカウントとリージョンにある任意の対称型顧客
管理キーを選択するか、または Secrets Manager 用の AWS 管理キーを使用します。 

ベストプラクティスとして、シークレットをモニタリングして、変更があればログに記録できます。これ
により、予期しない使用や変更を調査できます。不要な変更はロールバックできます。Secrets Manager 
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は現在、組織とアクティビティを監視できる 2 つの AWS サービス、つまり AWS CloudTrail と AWS 
Config をサポートしています。 CloudTrail は、Secrets Manager コンソールからの呼び出しや Secrets 
Manager API へのコード呼び出しを含む、Secrets Manager のすべての API コールをイベントとして
キャプチャします。また、AWS アカウントにセキュリティまたはコンプライアンスに影響する可能性
がある、または運用上の問題のトラブルシューティングに役立つ可能性がある他の関連する (API 以外
の) CloudTrail イベントをキャプチャします。これらには、特定のシークレットのローテーションイベン
トやシークレットバージョンの削除が含まれます。AWS Config では、シークレットへの変更を Secrets 
Manager で追跡および監視することで、探偵による管理を行うことができます。これらの変更には、
シークレットの説明、ローテーション設定、タグ、KMS 暗号化キーや AWS Lambda 関数などの他の 
AWS ソースとの関係（シークレットローテーションに使用される AWS Lambda 関数など）が含まれま
す。AWS Config から設定およびコンプライアンスの変更通知を取得する Amazon EventBridge を、特定
のシークレットイベントを通知または修復アクションのためにルーティングするように設定することもで
きます。 

AWS のSRAで、Secrets Manager は、ローカルアプリケーションのユースケースをサポートし、その使
用に近いシークレットを管理するために、アプリケーションアカウントに置かれています。ここでは、イ
ンスタンスプロファイルは、アプリケーションアカウントの EC2 インスタンスに添付されています。次
に、Secrets Manager で個別のシークレットを設定して、そのインスタンスプロファイルがシークレット
を取得できるようにします。たとえば、適切な Active Directory または LDAP ドメインに参加し、Aurora 
データベースにアクセスできるようにします。 

設計上の考慮事項

• 一般に、シークレットが使用される場所に最も近いアカウントで Secrets Manager を設定お
よび管理します。このアプローチは、ユースケースに関するローカルな知識を活用し、アプリ
ケーション開発チームにスピードと柔軟性を提供します。厳重に制御された情報については、
追加のコントロールレイヤーが適切である可能性がある場合は、Security Tooling アカウントの 
Secrets Manager によってシークレットを一元管理できます。

Amazon Cognito
Amazon Cognito を使用すると、Web およびモバイルアプリケーションに、ユーザーサインアップ、サイ
ンイン、アクセス制御を迅速かつ効率的に追加できます。Amazon Cognito は数百万人のユーザーに対応
しており、アップル、フェイスブック、グーグル、アマゾンなどのソーシャル ID プロバイダーや、SAML 
2.0 と OpenID Connect によるエンタープライズ ID プロバイダーへのサインインをサポートしていま
す。Amazon Cognito の主な 2 つのコンポーネントは、ユーザープールと ID プールです。ユーザープー
ルは、アプリケーションユーザーのサインアップとサインインオプションを提供するユーザーディレクト
リです。ID プールは、AWS の他のサービスに対するアクセスをユーザーに許可します。ID プールとユー
ザープールは別々に使用することも、一緒に使用することもできます。一般的な使用シナリオについて
は、Amazon Cognito のドキュメントを参照してください。

Amazon Cognito には、ユーザーのサインアップとサインインのための、組み込みのカスタマイズ可能な 
UI が用意されています。Android、iOS、Amazon Cognito 用の JavaScript SDK を使用して、アプリにユー
ザーサインアップおよびサインインページを追加できます。Amazon Cognito Sync は、アプリケーション
関連のユーザーデータのデバイス間での同期を可能にするクライアントライブラリです。 

Amazon Cognito は、保管中のデータと転送中のデータの多要素認証と暗号化をサポートします。Amazon 
Cognito ユーザープールは、アプリケーション内のアカウントへのアクセスを保護するのに役立つ高度な
セキュリティ機能を提供します。これらの高度なセキュリティ機能により、リスクベースの適応型認証が
可能になり、漏洩した認証情報の使用から保護されます。 

設計上の考慮事項

• AWS Lambda 関数を作成してから、ユーザーのサインアップ、確認、およびサインイン (認証) 
などのユーザープール操作中に AWS Lambda トリガーを使用してこの関数をトリガーできま
す。認証チャレンジの追加、ユーザーの移行、検証メッセージのカスタマイズを行うことがで
きます。一般的な操作とユーザーフローについては、Amazon Cognito のドキュメントを参照し
てください。Amazon Cognito は Lambda 関数を同期的に呼び出します。 
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多層防御

• Amazon Cognito ユーザープールを使用して、小規模なマルチテナントアプリケーションをセ
キュア化できます。マルチテナント設計の一般的なユースケースは、複数バージョンのアプ
リケーションのテストをサポートするためのワークロードの実行です。マルチテナント設計は
異なるデータセットを持つ単一のアプリケーションのテストにも役立ち、これはクラスターリ
ソースを最大限に活用することを可能にします。ただし、テナントの数と期待されるボリュー
ムが関連する Amazon Cognito サービスクォータに適合していることを確認してください。こ
れらのクォータは、アプリケーション内のすべてのテナント間で共有されます。

多層防御
アプリケーションアカウントは、AWS が実現する多層防御原則を説明する機会となります。AWS SRA に
示されているシンプルなサンプルアプリケーションの中核を構成する EC2 インスタンスのセキュリティを
考えてみると、AWS のサービスがどのように連携して多層防御を行っているかがわかります。このアプ
ローチは、このガイドの前半の「AWS 組織全体にセキュリティサービスを適用する」セクションで説明し
たように、AWS セキュリティサービスの構造的見方と一致しています (p. 16)。

• 最も内側のレイヤーは EC2 インスタンスです。前述のように、EC2 インスタンスには、デフォ
ルトまたはオプションとして、多くのネイティブセキュリティ機能が含まれています。例として
は、IMDSv2、Nitro システム、Amazon EBS ストレージ暗号化などがあります。

• 2 番目の保護層は、EC2 インスタンスで実行されているオペレーティングシステムとソフトウェアに重
点を置いています。Amazon Inspector や AWS Systems Manager などのサービスを使用すると、これら
の設定をモニタリング、レポート、および是正措置を講じることができます。Inspector はソフトウェア
の脆弱性を監視し、Systems Manager はマネージドインスタンスのパッチと設定のステータスをスキャ
ンし、指定した修正措置を報告して実行することで、セキュリティとコンプライアンスの維持に役立ち
ます。

• インスタンス、およびこれらのインスタンスで実行されるソフトウェアは、お客様の AWS ネット
ワークインフラストラクチャと共にあります。Amazon VPC のセキュリティ機能を使用するだけでな
く、AWS SRA は VPC エンドポイントを利用して VPC とサポートされている AWS サービス間のプラ
イベート接続を提供したり、ネットワークの境界にアクセスポリシーを設定するメカニズムを提供した
りします。

• EC2 インスタンス、ソフトウェア、ネットワーク、IAM のロールとリソースのアクティビティと
設定は、AWS セキュリティハブ、Amazon、AWS、AWS Config、AWS IAM アクセスアナライ
ザー、Amazon GuardDuty Macie などの AWS アカウントに焦点を当てたサービスによってさらに監視
されます。 CloudTrail

• 最後に、アプリケーションアカウント以外にも、AWS RAM は他のアカウントと共有するリソースを制
御するのに役立ち、IAM サービスコントロールポリシーは AWS 組織全体で一貫した権限を適用するの
に役立ちます。
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IAM リソース
簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えましょう。

AWS Identity and Access Management (IAM) は、従来のアーキテクチャ図に含まれていませんが、AWS 
組織、AWS アカウント、および AWS のサービスのサービスのあらゆる側面に関係します。お客様は IAM 
エンティティを作成し、最初に権限を付与しない限り、いかなる AWS のサービスもデプロイすることは
できません。IAM の完全な説明はこのドキュメントの範囲外ですが、このセクションでは、ベストプラク
ティスのレコメンデーションの重要な要約と、追加リソースへのポインタを示します。

• IAM のベストプラクティスについては、IAM でのセキュリティのベストプラクティスの AWS ドキュメ
ント、IAM の記事のセキュリティブログ、および AWS re: Invent プレゼンテーションを参照してくださ
い。

• AWS Well-Architected セキュリティ柱は、アクセス許可の管理プロセス、パーミッションガードレー
ルの定義、最小権限アクセスの付与、パブリックおよびクロスアカウントアクセスの分析、リソースの
安全な共有、パーミッションの継続的な削減、エマージェンシー・アクセス・プロセスの確立に対して
キーステップの概要を示しています。

• 次の表とそれに付随するメモは、使用可能な IAM アクセス権限ポリシーの種類と、セキュリティアーキ
テクチャでのそれらの使用方法に関する推奨ガイダンスの概要を示しています。詳細については、AWS 
re: Invent 2020のビデオで IAMポリシーの適切な組み合わせを選択について参照してください。

 

ユースケー
スまたはポ
リシー

[Effect] (効
果)

管理者 目的 に関係する 影響 に配備済み

サービスコ
ントロール
ポリシー 
(SCP)

Restrict プラット
フォームや
セキュリ
ティチーム 
[1 などの中
央チーム]

ガードレー
ル、ガバナ
ンス

組織、OU、
アカウント

組織、OU、
およびアカ
ウントのす
べてのプリ
ンシパル

組織管理ア
カウント [2]

アカウント
自動化ポリ
シーのベー
スライン (ア
カウントを
操作するた
めにプラッ
トフォーム
で使用され
る IAM ロー
ル)

許可と制限 プラット
フォームや
セキュリ
ティチーム
や IAM チー
ム [1 などの
中央チーム]

(ベースライ
ン) 非ワーク
ロード自動
化ロール [3] 
の権限

単一アカウ
ント [4]

メンバーア
カウント
内のオート
メーション
で使用され
るプリンシ
パル

メンバーア
カウント

ベースライ
ンヒューマ
ンポリシー
(ユーザー

許可と制限 プラット
フォームや
セキュリ
ティチーム

人間の役割 
5 に対するア
クセス許可

単一アカウ
ント [4]

フェデレー
テッド・プ
リンシパル 

メンバーア
カウント
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に作業を実
行する権限
を付与する 
IAM ロール)

や IAM チー
ム [1 などの
中央チーム]

[5] と IAM 
ユーザー [6]

アクセス許
可の境界 (権
限を与えら
れた開発者
が別のプリ
ンシパルに
割り当てる
ことができ
る最大アク
セス権)

Restrict プラット
フォームや
セキュリ
ティチーム
や IAM チー
ム [1 などの
中央チーム]

アプリケー
ションロー
ル用ガード
レール (必ず
取り付けて
ください)

単一アカウ
ント [4]

このアカウ
ントのアプ
リケーショ
ンまたは
ワークロー
ドの個々の
ロール [7]

メンバーア
カウント

アプリケー
ションのマ
シンロール
ポリシー (開
発者がデプ
ロイしたイ
ンフラスト
ラクチャに
アタッチさ
れたロール)

許可と制限 開発者に委
任 [8]

アプリケー
ションま
たはワーク
ロードの権
限 [9]

単一のアカ
ウント

このアカウ
ントのプリ
ンシパル

メンバーア
カウント

リソースポ
リシー

許可と制限 開発者に委
任 [8,10]

リソースへ
のアクセス
許可

単一のアカ
ウント

アカウント 
[11]

メンバーア
カウント

  

テーブルからのメモ:

1. 企業には、複数の集中管理チーム（クラウドプラットフォーム、セキュリティオペレーション、アイデ
ンティティおよびアクセス管理チームなど）があり、これらの独立した統制の責任を分け、相互のポリ
シーをピアレビューします。表の例はプレースホルダです。お客様の企業にとって最も効果的な職務の
分離を決定する必要があります。

2. SCP を使用するには、AWS Organizations のすべての機能の有効化が以内に可能になる。
3. 自動化を実現するためには、パイプライン、デプロイツール、監視ツール (AWS Lambda および AWS 

Config ルールなど) の一般的に共通のベースラインの役割とポリシーが必要です。この設定は、通常、
アカウントのプロビジョニング時に提供されます。

4. これらは 1 つのアカウントのリソース (ロールやポリシーなど) に関連しますが、AWS を使用して、複
数のアカウントにレプリケートまたはデプロイできます CloudFormation StackSets。

5. 中央チームによってすべてのメンバーアカウントに展開される (多くの場合、アカウントのプロビジョ
ニング中)、基本的な人間の役割とポリシーのコアセットを定義します。例としては、プラットフォーム
チーム、IAM チーム、セキュリティ監査チームなどがあります。

6. 可能であれば、(ローカルの IAM ユーザーの代わりに) ID フェデレーションを使用します。
7. 権限の境界は、委任された管理者によって使用されます。この IAM ポリシーでは、アクセス許可の上

限を定義し、その他のポリシー (リソースに対するすべてのアクションを許可する “*:*” ポリシー) を
オーバーライドします。権限境界は、ロール（ワークロードパフォーマンスロールなど）の作成および
ポリシーの添付の条件として、ベースラインの人間ポリシーで要求されるべきです。SCP などの追加設
定では、権限境界の添付が強制されます。

8. これは、十分なガードレール (SCP や権限境界など) がデプロイされていることを前提としています。
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9. これらのオプションのポリシーは、アカウントのプロビジョニング中またはアプリケーション開発プロ
セスの一部として提供できます。これらのポリシーを作成してアタッチする権限は、アプリケーション
開発者自身のアクセス許可によって管理されます。

10.ローカルアカウントのアクセス許可に加えて、中央集中型のチーム (クラウドプラットフォームチーム
やセキュリティ運用チームなど) は、多くの場合、リソースベースのポリシーを管理して、クロスアカ
ウントアクセスによるアカウントの操作 (ログのために S3 バケットへのアクセスを提供するなど) を有
効にします。

11.リソースベースの IAM ポリシーは、任意のアカウントの任意のプリンシパルを参照して、リソースへの
アクセスを許可または拒否できます。匿名プリンシパルを参照してパブリックアクセスを有効にするこ
ともできます。

 IAM アイデンティティが明確に定義された一連のタスクに必要なアクセス許可のみを持つようにすること
は、悪意のあるまたは意図しないアクセス権限の悪用のリスクを軽減するために重要です。最小限の特権
を認めるモデル を確立し、維持するには、超過特権を継続的に更新、評価、軽減するための意図的な計画
が必要です。ここでは、そのプランに関するその他のレコメンデーションを示します。

• 組織のガバナンスモデルと確立されたリスクアペタイトを使用して、特定のガードレールと権限の境界
を確立します。

• 継続的に反復的なプロセスを通して、最小権限を実装します。この演習を行うのは 1 回限りではありま
せん。

• SCP を使用して、実用的なリスクを軽減します。これらは、狭義のターゲットコントロールではなく、
幅広いガードレールを目的としています。

• アクセス権限の境界を使用して、より安全な方法で IAM 管理を委任します。
• 委任された管理者が、作成したロールとユーザーに適切な IAM 境界ポリシーを添付していることを確

認します。
• defense-in-depth アプローチとして (アイデンティティベースのポリシーと組み合わせて)、リソース

ベースの IAM ポリシーを使用して、リソースへの広範なアクセスを拒否します。
• IAM アクセスアドバイザーを使用し、AWS CloudTrail、AWS IAM Access Analyzer、および付与された

アクセス許可の履歴を定期的に分析するための関連ツール。明らかなオーバーパーミッションをすぐに
修正します。

• アスタリスクをワイルドカードとして使用し、すべてのリソースを示す代わりに、幅広いアクションを
特定のリソースに適用します。

• リクエストに基づいて IAM ポリシーの例外を迅速に識別、確認、承認するメカニズムを実装します。
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AWS SRA サンプルのコードリポジ
トリ

簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えます。

AWS SRA のガイダンスの構築と実装を開始するのに役立つように、https://github.com/aws-samples/aws-
security-reference-architecture-examples にあるコードとしてのインフラストラクチャ (IaC) リポジトリが
このガイドに付属しています。このリポジトリには、開発者やエンジニアがこのドキュメントに記載され
ているガイダンスやアーキテクチャパターンの一部をデプロイするのに役立つコードが含まれています。
このコードは、AWS Professional Services コンサルタントの顧客との直接の経験から導き出されていま
す。テンプレートは一般的なもので、完全なソリューションを提供するのではなく、実装パターンを説明
することを目的としています。AWS のサービス構成とリソースのデプロイは、意図的に非常に制限されて
います。環境やセキュリティのニーズに合わせて、これらのソリューションを変更して調整する必要があ
るかもしれません。

このリポジトリ内の例は、AWS と AWS Control Tower (CfCT) ソリューションのカスタマイズを使用し
て、AWS Control Tower CloudFormation  環境内にデプロイおよびテストされています。CfCT ソリュー
ションでは、お客様が AWS ベストプラクティスに基づき、安全なマルチアカウント AWS 環境を迅速に
構築することを支援します。アカウントとリソースの作成を通じて初期セキュリティベースラインを実
装しながら、安全でスケーラブルなワークロードを実行するための環境のセットアップを自動化すること
で、時間を節約できます。AWS Control Tower は、マルチアカウントアーキテクチャ、アイデンティティ
とアクセス管理、ガバナンス、データセキュリティ、ネットワーク設計、ロギングを開始するためのベー
スライン環境も提供します。AWS SRA リポジトリのソリューションは、このドキュメントで説明するパ
ターンを実装するための追加のセキュリティ設定を提供します。

以下に、AWS SRA リポジトリに解答の概要を示します。各ソリューションには、詳細を含む 
README.md ファイルが含まれています。 

• CloudTrail 組織ソリューションでは、組織管理アカウント内に組織証跡が作成されます。この証跡
は、Security Tooling アカウントで作成されたカスタマー管理キーで暗号化され、ログアーカイブアカ
ウントの S3 バケットにログを配信する。オプションで、Amazon S3 および AWS Lambda 関数のデー
タイベントを有効にできます。組織証跡は、メンバーアカウントで構成を変更できないようにしなが
ら、AWS 組織内のすべての AWS アカウントのイベントを記録します。

• GuardDuty 組織ソリューションでは、 GuardDuty セキュリティツールアカウントに管理を委任すること
で Amazon を利用できるようになります。次に、すべての AWS GuardDuty 組織内の既存およびfuture 
すべてのアカウントに委任された Tooling アカウント内に設定されます。 GuardDuty結果も KMS キー
で暗号化され、ログアーカイブアカウントの S3 バケットに送信されます。

• Security Hub 組織ソリューションは、セキュリティツールアカウントに管理を委任して AWS セキュリ
ティハブを設定します。次に、すべての AWS 組織内の既存およびfuture すべてのアカウントに委任さ
れた Tooling アカウント内にSecurity Security Hub が作成されます。このソリューションには、すべて
のアカウントとリージョンで有効なセキュリティ標準を同期したり、Security Tooling アカウント内で
リージョンアグリゲーターを設定したりするためのパラメータも用意されています。Security Tooling ア
カウント内にSecurity Hubを一元化することで、AWSサービスとサードパーティの AWS パートナー統
合の両方から、セキュリティ標準のコンプライアンスと調査結果をアカウント横断的に確認することが
できます。

• Firewall Manager ソリューションでは、Security Tooling アカウントに管理を委任し、Firewall Manager 
をセキュリティグループポリシーと複数の AWS WAF ポリシーで構成することで、AWS Firewall 
Manager のセキュリティポリシーが作成されます。セキュリティグループポリシーには、ソリューショ
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ンによってデプロイされる VPC (既存またはソリューションによって作成された) 内の最大許容セキュリ
ティグループが必要です。

• Macie 組織ソリューションでは、管理をセキュリティツールアカウントに委任することで Amazon 
Macie を有効にします。次に、すべての AWS 組織内の既存およびfuture すべてのアカウントに委任さ
れた Tooling アカウント内に Macie が作成されます。Macie は、KMS キーで暗号化された中央の S3 バ
ケットにディスカバリ結果を送信するようにさらに構成されています。

• AWS Config
• Config Aggregator ソリューションは、セキュリティツールアカウントに管理を委任して AWS Config 

アグリゲーターを設定します。次に、ソリューションでは、AWS 組織内の既存およびfuture すべての
アカウントにSecurity Tooling アカウント内に AWS Config アグリゲーターが作成されます。

• コンフォーマンスパック組織ルールソリューションは、セキュリティツールアカウントに管理を委任
することで AWS Config ルールをデプロイします。次に、AWS 組織内の既存およびfuture すべての
アカウントに委任された管理者アカウント内に組織コンフォーマンスパックが作成されます。このソ
リューションは、暗号化とキー管理の運用上のベストプラクティスコンフォーマンスパックサンプル
テンプレートを展開するように構成されています。

• AWS Config Control Tower 管理アカウントソリューションでは、AWS Config 管理アカウントで AWS 
Control Tower Config を有効にし、それに応じてセキュリティツールアカウント内の AWS Config 
アグリゲーターを更新します。このソリューションでは、AWS Config を有効にするための AWS 
Control Tower CloudFormation テンプレートを参照として使用して、AWS 組織内の他のアカウントと
の一貫性を確保しています。

• IAM
• アクセスアナライザーソリューションでは、セキュリティツールアカウントに管理を委任することで 

AWS IAM アクセスアナライザーを有効にします。次に、AWS 組織内の既存およびfuture すべてのア
カウントにSecurity Tooling アカウント内に組織レベルのアクセスアナライザーが作成されます。ま
た、このソリューションでは Access Analyzer をすべてのメンバーアカウントとリージョンにデプロ
イして、アカウントレベルの権限の分析をサポートします。

• IAM パスワードポリシーソリューションは、AWS 組織内のすべてのアカウントの AWS アカウントパ
スワードポリシーを更新します。このソリューションには、業界のコンプライアンス標準に準拠する
のに役立つパスワードポリシー設定を構成するためのパラメータが用意されています。

• EC2 デフォルト EBS 暗号化ソリューションにより、各 AWS アカウントと AWS 組織内の AWS リー
ジョン内で、アカウントレベルのデフォルトの Amazon EBS 暗号化が可能になります。これにより、作
成した新しい EBS ボリュームとスナップショットが強制的に暗号化されます。たとえば、Amazon EBS 
は、インスタンスの起動時に作成された EBS ボリュームと、暗号化されていないスナップショットから
コピーしたスナップショットを暗号化します。

• S3 ブロックアカウントパブリックアクセスソリューションにより、AWS 組織内の各 AWS アカウント
内で Amazon S3 アカウントレベルの設定が可能になります。Amazon S3 のパブリックアクセスブロッ
ク機能は、Amazon S3 のリソースへのパブリックアクセスの管理に役立つ、アクセスポイント、バケッ
ト、アカウントの設定を提供します。デフォルトでは、新しいバケット、アクセスポイント、およびオ
ブジェクトはパブリックアクセスを許可しません。ただし、ユーザーはバケットポリシー、アクセスポ
イントポリシー、またはオブジェクトのアクセス許可を変更することで、パブリックアクセスを許可で
きます。Amazon S3 ブロックパブリックアクセス設定は、これらのポリシーやアクセス許可を上書きし
て、これらのリソースへのパブリックアクセスを制限できるようにします。
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付録:AWS セキュリティ、アイデン
ティティ、およびコンプライアンス
サービス

簡単なアンケートに答えて、AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャ (AWSSRA) のfuture に影響
を与えます。

初回導入または内容再確認の際、クラウドでのワークロードとアプリケーションの保護に役立つ AWS の
サービスのリストについては、AWS Web サイトの「におけるセキュリティ、ID、およびコンプライアン
ス」を参照してください。これらのサービスは、データ保護、IDとアクセス管理、ネットワークとアプリ
ケーションの保護、脅威の検出と継続的な監視、コンプライアンスとデータプライバシーの5つのカテゴリ
に分類されます。

データ保護:AWS は、データ、アカウント、ワークロードを不正アクセスから保護するサービスを提供し
ます。

• Amazon Macie: 機械学習によるセキュリティ機能で、機密データの検出、分類、保護を行います。
• AWS KMS: データの暗号化に使用されるキーを作成して管理します。
• AWS CloudHSM: AWS クラウドのハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を管理します。
• AWS Certificate Manager: AWS のサービスで使用する SSL/TLS 証明書のプロビジョニング、管理、デ

プロイを行います。
• AWS Secrets Manager — ライフサイクルを通じてデータベース認証情報、API キー、その他のシーク

レットをローテーション、管理、取得します。 

ID & アクセス管理:AWS ID 管理サービスで、ID、リソース、権限を大規模かつ安全に管理できます。

• IAM: AWS サービスとリソースへのアクセスを安全に制御できます。
• IAM Identity Center: 複数の AWS アカウントとビジネスアプリケーションへの SSO アクセスを一元管理

します。
• Amazon Cognito: Web およびモバイルアプリケーションに、ユーザーサインアップ、サインイン、アク

セス制御を追加します。
• AWS Directory Service: AWS クラウドのマネージド型の Microsoft Active Directory を使用します。
• AWS Resource Access Manager: AWS リソースを簡単かつ安全に共有します。
• AWS Organizations: 複数の AWS アカウントに対するポリシーベースの管理を実装します。

ネットワークおよびアプリケーション保護:これらのサービスカテゴリを使用すると、組織全体のネット
ワークコントロールポイントできめ細かいセキュリティポリシーを適用できます。AWS のサービスでは、
ホストレベル、ネットワークレベル、アプリケーションレベルの境界で不正なリソースアクセスを防ぐた
めに、トラフィックの検査とフィルタリングに役立ちます。

• AWS Shield: マネージド型の DDoS 保護機能によって、AWS で実行されるウェブアプリケーションを
保護します。

• AWS WAF: 一般的なウェブエクスプロイトからウェブアプリケーションを保護し、可用性とセキュリ
ティを確保します。
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• AWS Firewall Manager — AWS アカウントとアプリケーション間の AWS WAF ルールを 1 か所から 
AWS WAF ルールを設定および管理します。

• AWS Systems Manager — OS パッチの適用、安全なシステムイメージの作成、安全なオペレーティン
グシステムの設定など、Amazon EC2 およびオンプレミスのシステムを設定、管理します。

• Amazon VPC: 定義した仮想ネットワーク内で AWS リソースを起動できる論理的に隔離された AWS の
セクションをプロビジョニングします。

• AWS Network Firewall — VPC に不可欠なネットワーク保護をデプロイします。
• Amazon Route 53 DNS Firewall — VPC からのアウトバウンド DNS リクエストを保護します。

脅威検出と継続的な監視:AWS の監視および検出サービスは、AWS 環境内の潜在的なセキュリティインシ
デントを特定するのに役立つガイダンスを提供します。

• AWS Security Hub: セキュリティアラートを表示および管理し、一元的な場所からコンプライアンス
チェックを自動化します。

• Amazon GuardDuty: インテリジェントな脅威検出と継続的なモニタリング機能を備えた AWS アカウン
トとワークロードの保護を実行します。

• Amazon Inspector: AWS にデプロイされたアプリケーションのセキュリティとコンプライアンスを向上
させるためのセキュリティ評価を自動化します。

• AWS Config: AWS リソースの設定を記録、評価することで、コンプライアンス監査、リソース変更の追
跡、セキュリティ分析を行うことができます。

• AWS Config Rules: リソースの分離、追加データによるイベントの強化、既知の正常な状態への構成の
復元など、環境内の変更に応じて自動的にアクションを実行するルールを作成します。

• AWS CloudTrail: ユーザーアクティビティと API の使用状況を追跡して、AWS アカウントのガバナン
ス、および運用とリスクの監査を実行できます。

• Amazon Detective：セキュリティデータを分析して視覚化し、潜在的なセキュリティ問題の根本原因を
迅速に把握できます。

• AWS Lambda: サーバーのプロビジョニングや管理を行わずにコードを実行し、インシデントに対する
プログラム化された自動応答を拡張できます。 

コンプライアンスとデータプライバシー:AWS では、AWS のベストプラクティスとビジネスが従う業界標
準に基づいた自動コンプライアンスチェック機能を利用して、コンプライアンスステータスを包括的に把
握して環境を継続的にモニタリングします。

• AWS Artifact: のセキュリティとコンプライアンスのレポートとへのオンデマンドアクセスを取得し、オ
ンライン契約を選択できる無償のセルフサービスポータルを使用します。

• AWS Audit Manager — AWS の使用状況を継続的に監査し、リスク評価、および規制や業界標準へのコ
ンプライアンスの評価の方法を簡素化できます。
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ドキュメント履歴
以下の表は、このガイドの重要な変更点を説明したものです。今後の更新に関する通知を受け取る場合
は、RSS フィードをサブスクライブできます。

変更 説明 日付

サーベイ (p. 70) 組織で AWS SRA をどのように
使用しているかについて理解を深
めるために、簡単なアンケートを
追加しました。

2022 年 12 月 14 日

リファレンスアーキテクチャ図
のソースファイル (p. 70)

「AWSセキュリティリファレン
スアーキテクチャ」セクション
に、 PowerPoint このガイドの
アーキテクチャ図を編集可能な形
式で提供するダウンロードファイ
ルが追加されました。

2022 年 11 月 17 日

「セキュリティ基礎」セクショ
ンの更新 (p. 70)

「セキュリティの基礎」セクショ
ンで、Well-Architected の柱とセ
キュリティ設計の原則に関する情
報を更新しました。

2022 年 9 月 27 日

主な追加と更新 (p. 70)
• AWS SRA の使用方法と主要な

実装ガイドラインに関する情報
を追加しました。

• AWS Artifact、Amazon 
インスペクター、AWS 
RAM、Amazon Route 
53、AWS コントロー
ルタワー、AWS Audit 
Manager、AWS Directory 
Service、Amazon Cognito、
ネットワークアクセスアナライ
ザーなどのその他の AWS サー
ビスのアーキテクチャガイダン
スを追加しました。

• AWS サービスの新機能とベス
トプラクティスを反映するよう
に既存のガイダンスを更新しま
した。

2022 年 7 月 25 日

— (p. 70) 初版発行 このバージョンに
はいくつかの AWS サービス 
(AWS Directory Service Amazon 
Cognito、AWS Resource Access 
Manager、および AWS Audit 
Manager など) が含まれていませ
んが、将来のバージョンで追加す
る予定です。

2021 年 6 月 23 日
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セキュリティ用語

AWS 規範的ガイダンスの用語集
以下は、AWS規範的ガイダンスによって提供される戦略、ガイド、およびパターンで一般的に使用される
用語です。エントリを提案するには、用語集の最後のフィードバックの提供リンクを使用します。

セキュリティ用語
属性ベースのアクセスコントロール (ABAC)

部署、役職、チーム名などのユーザー属性に基づいてきめ細かい権限を作成する慣行。詳細について
は、AWS Identity and Access Management (IAM)AWS ドキュメントの「ABAC for」を参照してくだ
さい。

非対称暗号化

暗号化には公開鍵、復号化には秘密鍵のペアを使用する暗号化アルゴリズム。公開鍵は復号化には使
用されないので共有できますが、秘密鍵へのアクセスは厳しく制限する必要があります。

動作グラフ

時間の経過に伴うリソースの挙動と相互作用を統合してインタラクティブに表示します。Amazon 
Detective の動作グラフを使用して、失敗したログオン試行、疑わしい API 呼び出し、および同様のア
クションを調べることができます。詳細については、Detective ドキュメンテーションの「行動グラフ
のデータ」を参照してください。

クライアント側の暗号化

AWS のサービスターゲットがデータを受信する前に、ローカルでデータを暗号化します。
コンフォーマンスパック

AWS Configコンプライアンスチェックとセキュリティチェックをカスタマイズするためにまとめる
ことができるルールと修復アクションのコレクション。YAML テンプレートを使用して、1 つのエン
ティティとして、または組織全体でコンフォーマンスパックをデプロイできます。AWS アカウント詳
細については、AWS Configドキュメントの「コンフォーマンスパック」を参照してください。

保管中のデータ

ストレージ内のデータなど、ネットワーク内で静止しているデータ。
データ分類

ネットワーク内のデータをその重要度と機密性に基づいて識別および分類するプロセス。これは、
データの適切な保護と保持の制御を決定するのに役立つため、あらゆるサイバーセキュリティリスク
管理戦略の重要な要素です。データ分類は、AWS Well-Architected フレームワークにおけるセキュリ
ティの柱の構成要素です。詳細については、データ分類を参照してください。

転送中のデータ

ネットワークリソース間など、ネットワーク内を活発に移動しているデータ。
defense-in-depth

ネットワークとその中のデータの機密性、完全性、可用性を保護するために、一連のセキュリティメ
カニズムと制御がコンピューターネットワーク全体に慎重に階層化される情報セキュリティアプロー
チ。この戦略を採用するとAWS、リソースの保護に役立つように、AWS Organizations構造のさまざ
まなレイヤーに複数のコントロールを追加することになります。
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セキュリティ用語

委任管理者

ではAWS Organizations、AWS互換性のあるサービスでメンバーアカウントを登録して、組織の
アカウントを管理したり、そのサービスの権限を管理したりできます。このアカウントは、その
サービスの委任管理者と呼ばれます。詳細と互換性のあるサービスのリストについては、AWS 
OrganizationsAWS Organizationsドキュメントの「連携するサービス」を参照してください。

探偵コントロール

イベント発生後に検知、記録、警告を行うように設計されたセキュリティコントロール。これらの統
制は第二の防衛線であり、実施されている予防的統制を迂回したセキュリティイベントについて警
告します。詳細については、「セキュリティ制御の実装」の「Detective 制御」を参照してください
AWS。

Encryption Key

暗号化アルゴリズムによって生成される、ランダム化されたビットの暗号文字列。キーの長さはさま
ざまで、各キーは予測不能でユニークになるように設計されています。

エンドポイントサービス

仮想プライベートクラウド (VPC) でホストし、他のユーザーと共有できるサービス。AWS 
PrivateLinkエンドポイントサービスを作成し、AWS アカウント他のプリンシパルや IAM プリンシパ
ルにアクセス権限を付与できます。これらのアカウントまたはプリンシパルは、インターフェイス 
VPC エンドポイントを作成することにより、エンドポイントサービスにプライベートに接続できま
す。詳細については、Amazon VPC ドキュメントの「エンドポイントサービスの作成」を参照してく
ださい。

エンベロープ暗号化

暗号化キーを別の暗号化キーで暗号化するプロセス。詳細については、AWS Key Management 
Service (AWS KMS) ドキュメントの「エンベロープ暗号化」を参照してください。

地理的制限 (ジオブロッキング)

Amazonでは CloudFront、特定の国のユーザーがコンテンツ配信にアクセスできないようにするオプ
ション。許可リストまたは禁止リストを使用して、承認された国と禁止されている国を指定できま
す。詳細については、 CloudFrontドキュメントの「コンテンツの地理的配布の制限」を参照してくだ
さい。

ガードレール

組織単位 (OU) 全体のリソース、ポリシー、コンプライアンスを管理するのに役立つ高レベルのルー
ル。予防ガードレールは、コンプライアンス基準への準拠を確保するためのポリシーを実施しま
す。これらは、サービスコントロールポリシーと IAM 権限境界を使用して実装されます。Detective 
用ガードレールは、ポリシー違反やコンプライアンス上の問題を検出し、是正のためのアラート
を生成します。これらは、、、AmazonAWS Config、AWS Security Hub GuardDuty、Amazon 
InspectorAWS Trusted Advisor、AWS Lambdaおよびカスタムチェックを使用して実装されます。

アイデンティティベースのポリシー

1 つ以上の IAM プリンシパルにアタッチされたポリシーで、AWS クラウド環境内での権限を定義し
ます。

インバウンド (受信) VPC

AWSマルチアカウントアーキテクチャでは、アプリケーションの外部からのネットワーク接続を受け
入れ、検査し、ルーティングする VPC。AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャでは、アプ
リケーションとより広いインターネット間の双方向インターフェイスを保護するために、インバウン
ド、アウトバウンド、インスペクション VPC でネットワークアカウントを設定することを推奨してい
ます。

インスペクション VPC

AWSマルチアカウントアーキテクチャでは、VPC 間（同一もしくは異なるものAWS リージョン）、
インターネット、オンプレミスネットワークの検査を管理する、一元管理された VPC です。AWSセ
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セキュリティ用語

キュリティリファレンスアーキテクチャでは、アプリケーションとより広いインターネット間の双方
向インターフェイスを保護するために、インバウンド、アウトバウンド、インスペクション VPC で
ネットワークアカウントを設定することを推奨しています。

最小特権

タスクの実行に必要な最小限のアクセス許可を付与する、セキュリティのベストプラクティスです。
詳細については、「最小特権アクセス許可を適用する」(IAM ドキュメント) を参照してください。

メンバーアカウント

AWS アカウントにある組織の一部である管理アカウント以外のすべてAWS Organizations。 アカウン
トが 組織のメンバーになることができるのは、一度に 1 つのみです。

組織トレイル

によって作成された証跡には、AWS CloudTrailAWS Organizations組織内のすべてのイベントが記録
されます。AWS アカウントAWS アカウントこのトレイルは組織内の各部門で作成され、各アカウ
ントのアクティビティを追跡します。詳細については、 CloudTrailドキュメントの「組織の証跡の作
成」を参照してください。

アウトバウンド (送信) VPC

AWSマルチアカウントアーキテクチャでは、アプリケーション内から開始されたネットワーク接続を
処理する VPC。AWSセキュリティリファレンスアーキテクチャでは、アプリケーションとより広いイ
ンターネット間の双方向インターフェイスを保護するために、インバウンド、アウトバウンド、イン
スペクション VPC でネットワークアカウントを設定することを推奨しています。

オリジンアクセスコントロール (OAC)

で CloudFront、Amazon Simple SSimple Storage Service (Amazon S3) コンテンツを保護するため
に、アクセスを制限するためのオプションが強化されました。OAC は、すべての S3 バケットAWS 
リージョン、AWS KMS (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化、S3PUTDELETE バケットへの動的リ
クエストをすべてサポートします。

オリジンアクセスアイデンティティ (OAI)

で CloudFront、Amazon S3 コンテンツを保護するためにアクセスを制限するためのオプションで
す。OAI を使用すると、Amazon S3 CloudFront が認証できるプリンシパルが作成されます。認証さ
れたプリンシパルは、 CloudFront 特定のディストリビューションを通じてのみ S3 バケット内のコン
テンツにアクセスできます。より詳細で強化されたアクセス制御を提供する OAC (p. 73) も参照し
てください。

アクセス許可の境界

IAM プリンシパルにアタッチされた IAM 管理ポリシーで、ユーザーまたはロールが持つことができる
最大権限を設定します。詳細については、IAM ドキュメントの「アクセス許可の境界」を参照してく
ださい。

ポリシー

権限を定義したり (「」を参照アイデンティティベースのポリシー (p. 72))、アクセス条件を指定し
たり (「」を参照リソースベースのポリシー (p. 74))、組織内のすべてのアカウントの最大権限を定
義したりできるオブジェクトAWS Organizations (「サービスコントロールポリシー (p. 74)」を参
照)。

予防管理

イベントの発生を防ぐように設計されたセキュリティコントロール。これらの制御は、ネットワーク
への不正アクセスや望ましくない変更を防ぐための第一の防衛線です。詳細については、「セキュリ
ティ制御の実装」の「予防管理」を参照してくださいAWS。

プリンシパル

アクションを実行してリソースにアクセスできる AWS 内のエンティティです。このエンティティは
通常、の root ユーザーAWS アカウント、IAM ロール、またはユーザーです。詳細については、IAM 
ドキュメントの「プリンシパル・イン・ロールの用語と概念」を参照してください。
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セキュリティ用語

リソースベースのポリシー

Amazon S3 バケット、エンドポイント、暗号化キーなどのリソースにアタッチされたポリシー。この
タイプのポリシーでは、アクセスを許可するプリンシパル、サポートされているアクション、および
満たす必要のあるその他の条件を指定します。

レスポンシブコントロール

有害事象の是正やセキュリティベースラインからの逸脱を促進するように設計されたセキュリティコ
ントロール。詳細については、「セキュリティコントロールの実装」の「レスポンシブコントロー
ル」を参照してくださいAWS。

SAML 2.0

多くの ID プロバイダー (IdPs) が使用するオープンスタンダード。この機能はフェデレーティッドサ
インオン (SSO) を有効にします。したがって、組織内の全員について IAM でユーザーを作成しなく
ても、ユーザーはAWS Management Consoleにログインしたり、AWS API オペレーションを呼び出
したりできるようになります。SAML 2.0 ベースのフェデレーションについての詳細は、IAM ドキュ
メントの「SAML 2.0 ベースのフェデレーションについて」を参照してください。

セキュリティコントロール

脅威アクターがセキュリティの脆弱性を悪用することを防止、検出、または軽減するための技術的ま
たは管理上のガードレール。セキュリティ制御には、主に「予防 (p. 73)」、「探偵 (p. 72)」、
「対応 (p. 74)」の 3 種類があります。

セキュリティ強化

攻撃対象領域を減らして攻撃に対する耐性を高めるプロセス。これには、不要になったリソースの削
除、最小権限の付与というセキュリティのベストプラクティスの実装、設定ファイル内の不要な機能
の無効化などのアクションが含まれます。

セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) システム

セキュリティ情報管理 (SIM) システムとセキュリティイベント管理 (SEM) システムを組み合わせた
ツールとサービス。SIEM システムは、サーバー、ネットワーク、デバイス、その他のソースから
データを収集、監視、分析して、脅威やセキュリティ違反を検出し、アラートを生成します。

サーバー側の暗号化

AWS のサービスデータを受信した側による、送信先でのデータの暗号化。
サービスコントロールポリシー (SCP)

にある組織内のすべてのアカウントの権限を一元管理するポリシーAWS Organizations。SCP は、管
理者がユーザーまたはロールに委任できるアクションのガードレールを定義したり、制限を設定した
りします。SCP を許可リストまたは拒否リストとして使用して、許可または禁止するサービスまたは
アクションを指定できます。詳細については、AWS Organizationsドキュメントの「サービスコント
ロールポリシー」を参照してください。

責任共有モデル

クラウドのセキュリティとコンプライアンスに関して共有する責任を説明するモデルです。AWS 
AWSはクラウドのセキュリティに責任があり、クラウドのセキュリティはお客様が担当します。詳細
については、「責任共有モデル」を参照してください。

対称暗号化

データの暗号化と復号に同じキーを使用する暗号化アルゴリズム。
信頼されたアクセス

指定したサービスについて、AWS Organizations代理で組織とそのアカウントのタスクを実行するた
めの許可を付与する。信頼できるサービスは、ユーザーに代わって管理タスクを実行するために、そ
のロールが必要な場合に各アカウントにサービスにリンクされたロールを作成します。詳細について
は、AWS Organizationsドキュメントの「AWS OrganizationsAWS他のサービスとの併用」を参照し
てください。
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セキュリティ用語

仕事量

顧客向けアプリケーションやバックエンドプロセスなど、ビジネス価値を提供するリソースやコード
のコレクション。
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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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