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Who am I?

日本におけるプロフェッショナ
ルサービス立ち上げ期より参画
し、エンタープライズのお客様
のセキュリティに関する課題解
決に従事。



本日のAGENDA

• セキュリティと監査における現在の課題と解決
へのアプローチ

• Security By Designの紹介

• AWS Enterprise Accelerator Quick Start –
Compliance

• 終わりに



セキュリティと監査における
現在の課題と解決へのアプローチ



セキュリティと監査における現在の課題

システムの複雑性の増加がリスクとセキュリティ
の管理及び統制の証明を困難にしています。



セキュリティ対策における柔軟性と複雑性の現実

規制要件は何か？
スコープに含まれるも
の、含まれないものは

何か？

どのように標準に準拠
していることを検証す

るか？



• セキュリティ・統制環境の一貫性、品質の向上

• 監査作業や統制実施の自動化

• 透明性・可視性の改善

セキュリティと監査における根本的な改善要求



的確なセキュリティポリシーを反映したアーキテ
クチャを実装・維持し、要求される統制をクラウ

ドの機能によって可能な限り自動化

設計、構築の段階から監査を見込んだ要件を反映
したアーキテクチャをあらかじめ作成し、監査の

一貫性、品質を保つ

Software Defined Infrastructureによる解決



Security By Designの紹介



AWSにおけるコンプライアンスの進化

AWS 
certifications

Customer 
enabler docs
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case studies
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https://aws.amazon.com/jp/compliance/



Quality by Design - QbD

“Quality by Design (QbD)は製品の設計や、手動によるテストの自動化、トラブ
ルシューティングの合理化といったものから成る近代的で科学的なアプローチで
す。それは品質を確保するための体系的なアプローチで、完成品検査に頼る代わ
りにQbDは開発プロセス全体を通じての洞察をもたらします。”

- DPT Labs, “What Is Quality by Design (QbD)—And Why Should You Care?” 
http://www.dptlabs.com/wp-content/uploads/2013/05/What-is-Quality-by-Design-QbD-and-Why-Should-You-Care.pdf



Security by Design – SbD

• AWS アカウントの設計の規格化、セキュ
リティ制御の自動化、および監査の合理化
のためのセキュリティ保証アプローチ

• セキュリティを遡及的に監査するのではな
く、AWSのIT管理プロセス全体にセキュ
リティ制御を組み込む

Identity & Access 
Management

CloudTrail

CloudWatch

Config Rules 

Trusted Advisor

Cloud HSMKey Management 
Service

Directory Service

https://aws.amazon.com/jp/compliance/security-by-design/



Security By Designのアプローチ

1. お客様の要件を把握する

2. お客様の要件と実装に合致するセキュアな
環境を構築する

3. テンプレートの使用を要求する

4. 検証アクティビティを実行する。



SbD – お客様の要件を把握

• セキュリティポリシーの確認

• AWSのIT環境内で実施したいセキュリティルールの特定

• AWS環境内で実施するコントロールの文書化



お客様を支援する様々なWorkbooks

https://aws.amazon.com/compliance/resources/?nc1=h_ls



SbD – セキュアな環境の構築
• AWS環境内の設定値の定義（暗号化、アクセス管理、ログ等）

• セキュリティコントロールの標準化とアーキテクチャーの作成

• 自動化のためにAWS CloudFormationによるテンプレート化

CloudFormation Service CatalogStack

Template

インスタンス Appsリソース

Stack

Stack

設計 パッケージ化

Products Portfolios

展開制限

Identity & Access 
Management

パーミッション



Amazon CloudFormation

• テンプレートを元に、EC2やELBといっ
たAWSリソースの環境構築を自動化

• テンプレートに基づき各リソースが自
動起動

• JSONフォーマットのテキストで、テン
プレートを自由に記述可能

設定管理 & クラウドのオーケストレーション サービス

スタック

EC2

Auto
Scaling

テンプレート（設定ファイル）

EC2

Cloud
Formation



SbD – テンプレートの使用を要求

利用者

テンプレート
の開発

カタログ化

標準環境

通知

Service Catalogの
ユーザーポータル

セキュアな環境構築
の自動化

• サービスカタログを有効にしてテンプレートを使用するように要求

• 作成済みのセキュアな環境を使用するように制限



AWS Service Catalog

管理者 ポートフォリオ ユーザーCloudFormation 
テンプレート

製品 X 製品 Y 製品 Z

デプロイ

組織内サービスポータル提供サービス

• シンプルな操作性のポータルを提供

• セルフサービスで環境を準備可能

• 環境管理の一元化が可能

• ライセンスの管理も容易に



SbD - 検証アクティビティの実行

AWS Security and Compliance Security OF the Cloud

Security IN the Cloud
のためのサービス群

Service Type

APIログの取得

リソース・ログ監視

変更管理・継続評価

オンデマンドの評価

定期的な評価

Inspector

Trusted Advisor

AWS Config

CloudTrail

CloudWatch



AWS CloudTrail

• AWSマネジメントコンソール、コマンドラ
イン、サードパーティ製品等AWS APIの呼
び出しを記録

• セキュリティの分析、リソース変更の追跡、
およびコンプライアンスの監査に利用
• APIを呼び出した身元（Who）

• APIを呼び出した時間（When）

• API呼び出し元のSource IP（Where）

• 呼び出されたAPI（What）

• APIの対象となるAWSリソース（What）

• 管理コンソールへのログインの成功・失敗

AWS上のAPI操作を記録するサービス



AWS Config

• AWSリソースの変更履歴、構成情報を管理

• アカウント内のAWSリソース間の関係をリ
レーションシップとして関連付ける

• 社内ポリシーおよびガイドラインに対する
AWS リソース設定の継続的評価

構成変更の通知、構成履歴を記録する構成管理サービス



Amazon CloudWatch

CloudWatch

状況を
レポート

AWSの各種リソースを監視するサービス

• AWSリソースの死活、性能、ログ監視

• 取得メトリックスのグラフ化

• 各メトリックスに対してアラーム作成



SbDのアプローチによるAWS環境の統制

セキュリティ対策
＋

CloudFormation 
テンプレート

管理者

定義

公開

CloudFormation 
スタック

ユーザー

参照して起動

AWS 
CloudTrail

Amazon 
S3

モニタリング

すべての API 
呼び出しを記録

AWS 
CloudWatch

アラーム

モニタリング

通知

通知

AWS Config

変更を追跡
通知

変更

プロビジョニング

監査人

セキュリティ要件の
分析・把握

証跡の
提出

定義の
確認

AWS Service 
Catalog

監査要件の
組み込み



SbDの狙い
• お客様のガバナンスポリシーを技術的にスクリプト化する

• 制御を確実に実行できるようにする

• 継続的でリアルタイムな監査を実現する

結果としてセキュリティ要件を満たす環境の構築を自動化し維持する

Automate 
Governance

Automate 
Deployments

Automate 
Security 

Operations

Continuous 
Compliance & 

Audit Reporting 



AWS Enterprise Accelerator
Quick Start - Compliance



お客様の課題

コンプライアンス要件への対応

(NIST, PCI-DSS, etc.) 

クラウド上での設計時における無
数のオプションからの選択

多くのAWSサービスへのセキュリ
ティ対策のマッピング

時間がかかりヒューマンエラーの
可能性もあるマニュアルでの設定

AWS Enterprise Accelerator Quick Startとは？

AWSにおけるソリューション

AWS EA Quick Start

 特定のユースケースに対する標準化

 セキュリティ要件への適合とAWS
のベストプラクティス

 いつでも構築が可能

 カスタマイズ可能



EA Quick Start – Complianceの内容

Quick Startのパッケージ

 セキュリティ対策/要件マッピング

 リファレンスアーキテクチャー

 CloudFormationテンプレート

 ガイダンスドキュメント



EA Quick Start – Complianceのメリット

Benefits

 セキュリティ/コンプライアンス要件への対応

 ベストプラクティスの適用

 システム構築の自動化

 構築時間の削減

 再利用可能なドキュメント

SbDの実装を助けるPre-Definedのマテリアル



EA Quick Start – Compliance Update

NIST 800-53
Jan 13, 2016

NIST 800-53 updated
Jun 1, 2016

New！ New！

PCI DSS
May 23, 2016



セキュリティ対策/要件マッピング

 Quick Startによりつくられる環境で、どのようにセキュリテイ要件・
対策がカバーされるかとりまとめたドキュメント

 各セキュリティ要件・対策に関するガイダンスも記載

 セキュリティ対策が含まれるCloudFormationのスタックを記載

 各スタックに含まれる関連AWSリソースの記載



リファレンスアーキテクチャー：PCI DSS 
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リファレンスアーキテクチャー：PCI DSS 

Management

Production

Development

Archive log 
Bucket

Amazon S3 LifeCycle
Policy to Glacier

Config Rules CloudWatch CloudTrail

users

ログの
暗号化

ログのアー
カイブ

ログへの
アクセス

ネットワークの
セグメント化

本番と開
発の分割

NACLとSGの
実装

ELBの暗号
化ポリシー

NAT・Bastion
の利用

暗号化通
信の利用

複数のAZ
の利用

RDSの
暗号化

APIログ
の保管

ログの検
出と通知変更管

理・検知



導入すべきセキュリティ対策

• アクセスコントロール

• ネットワークのセグメンテー
ション

• 安全なログの保管

• NATの利用

• 使用OSのイメージ

• 転送中及び保管中のデータ暗
号化

等

セキュリティ統制のテンプレートへの変換

CFnのテンプレートへの変換

Gold image, 
NTP, and NAT

Network ACLs, 
subnets, 

firewall rules



CloudFormationテンプレート

 複数のネストされたStack

− 異なるタイプのワークロードのため

− モジュラー化とカスタマイズへの対応

− 各スタックはアーキテクチャーの一部分を構築

Quick Startのパッケージには異なるユースケースにも再利用が可能な
複数のCloudFormationテンプレートが含まれています。

main-webapp-linux.json
{

"AWSTemplateFormatVersion": 
"2010-09-09",

"Description": "(0018) Enterprise 
Accelerator - PCI main template: Provides 
nesting for required stacks to deploy a full 
sample web application with reverse proxy, 
ELBs, IAM, and other resources (for

pci-global-01.json
{

"AWSTemplateFormatVersion": 
"2010-09-09",

"Description": "PCI: Initializes 
global resources and logging/monitoring 
capabilities",

"Metadata" : {
"Stack" : {"Value" : 

"0"},

pci-access-01.json
{

"AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-
09",

"Description": "PCI: Provides the base 
security, IAM, and access configuration for 
the AWS account",

"Metadata" : {
"Stack" : {"Value" : "1"},
"VersionDate" : { "Value" : "02102016" 

}, ": {



セキュアなAmazon S3の設定
PCI DSS 4.1 : オープンな公共ネットワーク経由で機密性の高いカード会員データ
を伝送する場合、強力な暗号化とセキュリティプロトコルを使用して保護する。

"rWebContentS3Policy": {
"Type": "AWS::S3::BucketPolicy",
"DependsOn": "rWebContentBucket",

……………………………
……..

"Condition": {
"Bool": {

"aws:SecureTransport": false
}

}
…………………………
……..

"Condition": {
"StringNotEquals": {

"s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256“
}

}

• SSLの使用の強制

• AES256による暗号化の強制



セキュアなAWS CloudTrailの設定
PCI DSS 10.5.5 : 既存のログ・データが改竄された時に必ずアラートが発せられ
るよう、ログに対してファイルの完全性 監視／変更検知ソフトウエアを使用する

"rCloudTrailLogging" : {
"Type" : "AWS::CloudTrail::Trail",
"Condition" : "cExistingCloudTrailBucket",
"Properties" : {

"S3BucketName" : { "Fn::If": ["cCreateCloudTrailBucketLocal",{ "Fn::Join" : [ "", [ { "Ref" : 
"pS3CloudTrailLocal" },"-",{ "Ref" : "AWS::Region" },"-", { "Ref" : "AWS::AccountId" } ]] }, { "Ref" : 
"pS3CloudTrailBucketExisting" } ] },

"IsLogging" : true,

"EnableLogFileValidation" : true,
"IncludeGlobalServiceEvents" : true,
"CloudWatchLogsLogGroupArn" : { "Fn::GetAtt" : [ "rCloudTrailLogGroup" , "Arn" ] },
"CloudWatchLogsRoleArn" : { "Fn::GetAtt" : [ "rCloudWatchLogsRole" , "Arn" ] }

}
},

• ログファイルの検証性機能

• ログファイルのハッシュ値等、検証のための情報が含
まれるダイジェストファイルを生成



AWS CloudWatchによる監視の設定
PCI DSS 10.2.4 無効な論理アクセス試行

"rUnauthorizedAttempts": {
"Type": "AWS::Logs::MetricFilter",
"Properties": {

"LogGroupName": { "Ref" : "rCloudTrailLogGroup" },

"FilterPattern": "{($.errorCode=AccessDenied)||($.errorCode=UnauthorizedOperation)}",
"MetricTransformations": [

{
"MetricNamespace": "CloudTrailMetrics",
"MetricName": "UnauthorizedAttemptCount",
"MetricValue": "1"

}
]

}
},

• CloudTrailのログのフィルタリングルール

• Access DenyやUnauthorized OperationでAlarm

• その他にも全7種類のフィルタリングルールを自動作成



Config Rulesの活用
PCI DSS 10.2.6 監査ログの初期化、停止、一時停止

"rCloudTrailValidationFunction": {
"Type": "AWS::Lambda::Function",
"DependsOn": "rConfigRulesLambdaRole",
"Properties": {

"Code": {
"ZipFile": {

"Fn::Join": ["¥n", [
"var aws = require('aws-sdk');",
"var config = new aws.ConfigService();",
"// Custom rule for evaluating CloudTrail configuration compliance",
"function evaluateCompliance(configurationItem, ruleParameters, context) {",
"if(configurationItem.resourceType !== 'AWS::CloudTrail::Trail')",
"return 'NOT_APPLICABLE';",
"return 'COMPLIANT';",
"}",
"else return 'NON_COMPLIANT';",
"}",
"function isApplicable(configurationItem, event) {",
"var status = configurationItem.configurationItemStatus;",
"var eventLeftScope = event.eventLeftScope;",

…………………………………………
………….

• CloudTrailが適切に有効化されているか
確認するLambda FunctionをTemplate
内に記述



テンプレートの導入手法

 AWS管理コンソール

 CLIによる構築

− 構築用スクリプト“cfdeploy”がパッケージに同梱

− パラメーターの管理を簡易化

 AWS Service Catalog

− Service Catalogの”Product”として構築



ガイダンスドキュメント

Quick Startのパッケージにはユーザーガイドがついており、テンプ
レートにより生成されるリソースのインベントリーも含まれています。

作成されるリソースのインベントリー

ユーザーガイド



Enterprise Acceleratorのユースケース

 基本部分での適用

例:

− ベースのIAM構成

− ベースのVPCアーキテクチャー構築

 フルスタックでの適用

例: 
− 3層Linuxウェブアプリケーション
− Active Directoryを含む共有サービ

スVPCの構築



終わりに



Security by Designがもたらすもの

• SbD – お客様のガバナンスポリシーのコード化

• 効果: 運用及び管理統制の信頼できる実装と強制

• AWSの利点：SbDの実現を支えるAPIとサービス群の提供



SbD: IT GRCにおける次なるステップ

組織のGRC（Governance, Risk, and Compliance）

チームに以下のようなものをご用意しています:

1. SbDのホワイトペーパー

2. Enterprise Accelerator Quick Start - Compliance
• セキュリティ対策マッピング

• リファレンスアーキテクチャー

• CloudFormationテンプレート

業界標準コンプライアンステンプレート（PCI-DSS, NIST 800-53）

• 導入用ユーザーガイド

3. SbDに関する技術的支援（SA, PS, APN）

4. トレーニング

CloudTrail

CloudHSM

IAM
KMS

Config



Getting started
• Security By Designウェブサイト

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

• Security By Designホワイトペーパー

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/Intro_to_Security_by_Design.pdf

• AWS Enterprise Accelerator - Compliance: NIST 800-53 

• AWS Enterprise Accelerator - Compliance: PCI-DSS 

https://aws.amazon.com/quickstart/

• トレーニング
• “Performing a Basic Audit of your AWS Environment”  QuickLab

• “AWS Security Fundamentals” E-ラーニング

• “Security Operations on AWS” クラスルームトレーニング



TwitterでAWS Summitに参加しよう!

公式アカウント@awscloud_jp
をフォローしたお客様に

フリクションボールペンをプレゼント！

【配布場所】ロビーや展示会場のコンパニオンが配布中！お気軽にお声かけください。



AWS Black Belt Online Seminarのご案内

AWSJの Tech メンバーがAWSに関する様々な事を日本語で紹
介・解説する無料のオンラインセミナー

AWSについてもっと勉強したい方にオススメ！

AWS イベント 検索



ご清聴ありがとうございました


