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AWS Black Belt Online Seminar とは
• AWSJのTechメンバがAWSに関する様々な事を紹介するオンラインセミナーです

【火曜 12:00~13:00】
主にAWSのソリューションや
業界カットでの使いどころなどを紹介
(例：IoT、金融業界向け etc.)

【水曜 18:00~19:00】
主にAWSサービスの紹介や
アップデートの解説
(例：EC2、RDS、Lambda etc.)

※開催曜日と時間帯は変更となる場合がございます。
最新の情報は下記をご確認下さい。

オンラインセミナーのスケジュール&申し込みサイト
– https://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/webinars/
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https://aws.amazon.com/jp/about-aws/events/webinars/


• 金融機関でのAWSの活用事例の紹介

• AWSのセキュリティ

• FISC安全対策基準とその対応

Agenda
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グローバルでの金融機関におけるAWS活用



Nasdaq データ分析基盤の暗号化

オンプレミスにHSMを
構築。

暗号鍵をHSMで管理。

S3上のデータの暗号化

EMR利用時のみ復号化
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米国証券取引委員会(SEC)

米国の全証券取引の分析をAWS上で実施

MIDAS (Market Information Data Analytics System)をAWS上で利用

1日の取引データ6億レコード（1テラバイト）を解析

従来4か月かかっていた全取引分析を、数秒で高速に実施

落札から6か月で本番稼働



ソニー銀行様

銀行業務システム、社内業務システム、一般向けシステムの基盤として
AWSを利用
• ドキュメント管理、管理会計、リスク管理などのシステムを順次AWSへ

セキュリティについて詳細に確認後、採用を決定
• クラウドセキュリティの正しい理解

• FISC安全対策基準への適合性確認

• ソニー銀行独自のシステムリスク分析

5年で約37%のコスト削減メリット

得られた導入効果
• 拡張性

• HW保守対応、HW障害対応

• ライセンス

• 非稼働時コスト、ピーク時コスト、見込拡張コスト

• 耐障害性向上、復旧時間短縮

• BCP対応
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クォンツ・リサーチ株式会社様
リアルタイム時価情報サービスプラットフォーム

既存データセンター

リアルタイム
株価データ

配信ゲートウェイ

Availability Zone

Availability Zone

Redis

Redis

大手証券会社
リアルタイム
株価ボード

オンライン証券
個人ユーザー

証券取引所

リアルタイム
株価データ

デュアルシステム

株価配信

• 大手金融機関のセキュリティ・コンプライアンスに対応。極めて高い可用性確保のため、証券取引所から
のデータ処理をデュアルシステム化。マルチアベイラビリティゾーン活用、専用線接続の完全二重化。

• フロントエンドの株価配信サーバー群は、Auto-Scalingにより、株式市場開設中（午前9時～午後3時）と
それ以外の時間帯でのサーバー稼働数を自動的に変更し、コストダウンと必要に応じた性能確保を達成
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ジャパンネット銀行様
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Active Directory、Microsoft Exchange Server(メールシステム)、ファイルサー
バなど、銀行員が使うOA系システムをAWSに移行。



三菱UFJトラスト投資工学研究所様 - ロボットファンド

• 国内株式の資産運用において、
経済ニュースからキーワード
(景気、上がる/下がるなど) 
をテキストマイニングで抜き
出し、市場心理がポジティブ
であるかネガティブであるか
を定量化。

• 経済ニュースを受信、市場心
理(ポジ/ネガ)を判定し、売
買する株式銘柄を選定。
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• サーバーレスアーキテク
チャを実現するために
AWS Lambda、
Amazon API Gateway 
を採用。

• 株価時価情報のフィード
には、マネージドサービ
スであるAmazon 
Kinesis を活用して開発
期間を短縮。

• また、ユーザデータのス
トアには、Redis ベース
の Amazon ElastiCache
が採用され、低価格で高
性能なデータストアを実
現。

岡三オンライン証券様

トレーディングツールのお試しやセミナー等の
各種イベントでのデモ利用を想定した仮想取引システム



• 金融機関でのAWSの活用事例の紹介

• AWSのセキュリティ

• FISC安全対策基準とその対応

Agenda
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ＡＷＳのセキュリティ・コンプライアンス方針

• AWSクラウドのセキュリティ/コンプライアンス

– AWSにおいて最優先されるべき事項

– セキュリティ/コンプライアンスに対する継続的な投資

– 専門部隊の設置

• 責任共有モデルの採用

– AWSと利用者の2者で確保
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AWS 基本サービス

コンピュート ストレージ データベース ネットワーク

AWS

グローバルインフラストラクチャ

リージョン

アベイラビリティゾーン

エッジロケーション

ネットワーク
セキュリティ

サーバー(OS)
セキュリティ

お客様のアプリケーション・コンテンツ

お客様自身で
クラウドを
コントロール可能

AWSが
クラウドの
セキュリティを
担当

お客様

AWS責任共有モデル

データ
セキュリティ

アクセス
コントロール
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AWSは主要な、
規制/標準/ベストプラクティスに準拠
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第三者認証の取得や、
保証プログラムへの
準拠をしています。

AWSコンプライアンス http://aws.amazon.com/jp/compliance/
AWSのセキュリティとコンプライアンス http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-23722701

http://aws.amazon.com/jp/compliance/
http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-23722701


セキュリティは大丈夫？ （物理セキュリティ）

• Amazonは数年間にわたり、大規模なデータセンター
を構築

• 重要な特性:

– 場所の秘匿性

– 周囲の厳重なセキュリティ

– 物理アクセスの厳密なコントロール

– 2要素認証を2回以上で管理者がアクセス

• 完全管理された、必要性に基づくアクセス

• 全てのアクセスは記録され、監査対象となる

• 職務の分離

AWSコンプライアンス http://aws.amazon.com/jp/compliance/
AWSのセキュリティとコンプライアンス http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-23722701
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セキュリティは大丈夫？ （ネットワーク）

• Distributed Denial of Service (DDoS)対策: 
• 効果的かつ標準的な緩和対策を実施

• 中間者攻撃対策:
• 全エンドポイントはSSLによって保護
• 起動時に新しいEC2ホストキーを生成

• IPなりすまし対策:
• ホストOSレベルで全て遮断

• 許可されていないポートスキャニング対策:
• AWSサービス利用規約違反に該当
• 検出され、停止され、ブロックされる
• インバウンドのポートはデフォルトでブロックされているた

め、事実上無効

• パケットの盗聴対策:
• プロミスキャスモードは不許可
• ハイパーバイザ―レベルで防御

AWSコンプライアンス http://aws.amazon.com/jp/compliance/
AWSのセキュリティとコンプライアンス http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-23722701
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セキュリティは大丈夫？（論理的セキュリティ）
• ハイパーバイザー（ホストOS）

– AWS管理者の拠点ホストからの個別のログイン

– 全てのアクセスはロギングされ、監査されます

• ゲストOS（EC2インスタンス）

– お客様による完全なコントロール

– お客様が生成したいキーペアを使用

• Firewall機能の標準提供

– AWS標準機能としてInbound/Outboundに対する
Firewall

– AWSのお客様の権限、責任で設定

AWSコンプライアンス http://aws.amazon.com/jp/compliance/
AWSのセキュリティとコンプライアンス http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-23722701
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セキュリティは大丈夫？（データセキュリティ）
• データを配置する物理的なリージョンはお客様が指定

• AWSは、法令遵守等やむをえない場合を除き、お客様のデータ
を指定されたリージョンからお客様への通告なしに移動しない

• お客様のデータが 権限のない人々に流出しないようにするスト
レージ 廃棄プロセスを保持

• DoD 5220.22-M（米国国防総省方式）
– 3回の書き込みでの消去を実施
– 固定値→補数→乱数

• NIST 800-88（メディアサニタイズのための ガイドライン)
– 情報処分に対する体制、運営やライフサイクルに関するガイドライン
– 情報処分に対しする組織的に取り組み

• 上記の手順を用い ハードウェアデバイスが廃棄できない場合、
デバイスは業界標準の慣行に従って、消磁するか、物理的に破
壊する

AWSコンプライアンス http://aws.amazon.com/jp/compliance/
AWSのセキュリティとコンプライアンス http://www.slideshare.net/AmazonWebServicesJapan/aws-23722701
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AWSを活用する際の
セキュリティ対策/監査のポイント

• OS以上は既存のセキュリティ対策/監査と同様に対応可能
– OSやアプリケーションの認証ログ、アクセスログ

– ファイヤーウォールの設定確認

– アンチウィルスの導入やパッチバージョンの確認

– システム/リソースの監視

– ユーザー管理・パスワードポリシー

• 重要なデータに対する暗号化と鍵管理
– AWSが提供する暗号化機能の利用

– 利用者で任意の暗号鍵を使用することも可能

• 第三者認証の活用、AWSセキュリティホワイトペーパの評価
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公益財団法人 金融情報システムセンター（FISC）

「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書
（第8版追補改訂）」 - 2015/6/末リリース

FISC安全対策基準第8版追補改訂（2015/6）、
FISCシステム監査指針 改訂第3版追補（2016/5）のリリース
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公益財団法人 金融情報システムセンター（FISC）

「金融機関等のシステム監査指針（改訂3版追補）」
- 2016/5/末リリース

クラウド技術の特性とリスクを正しく把握したうえで、
リスクを適切に管理し、

クラウド技術のポテンシャルを
最大限に活用可能に



公益財団法人 金融情報システムセンター（FISC）
「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書（第8
版追補改訂）」 - 2015/6/末リリース

【「序」より抜粋】

今回の改訂に向けた検討部会においては、「金融機関における
クラウド利用」及び「金融機関におけるサイバー攻撃対応」を
二大テーマとして据えるとともに、「外部委託先による不正な引
出し事例への対応（暫定）」や「NISCの安全基準等への対応」等
について、安全対策基準として追加等すべき事項を審議いただき、
この度、『同第８版追補改訂』として本冊子を発刊することとな
りました。

今回の改訂も、前回と同様、部分的な改訂となっております。そ
のため、本冊子は、「同第８版追補」も包含する形で改訂項目を
収録しておりますので、『同第８版』と合わせてご利用ください。

FISC安全対策基準
第8版追補改訂のリリース
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• FISC主催で議論した金融機関でクラウドを活用する際の検討報告書
1. 日本の金融機関が、クラウド技術の特性とリスクを正しく把握した上で、クラウド技

術の持つポテンシャルを最大限に活用していくためにはどうしたらよいか。

2. 安全対策のあり方について、どのようなものが相応しいか。

• 議論の参加者：
– 座長：NII 喜連川先生。
– 学界、金融界、実務界（クラウド事業者）、金融庁をはじめとするオブザーバ
– クラウド事業者として、アマゾンも参加。

• 議論の期間：全6回（2014/4-2014/10）

• 発刊日：2014年11月4日
金融情報システムセンター(FISC)ホームページにてダウンロード可能

「金融機関におけるクラウド利用に関する
有識者検討会報告書」
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• リスクベースアプローチによる経営判断が重要
– クラウドの特性を考慮し、適切なリスク管理が必要。

– クラウドの利用・リスク管理に係るポリシー等の策定が必要。

• クラウドの利用目的、業務・システム範囲の決定

• 意思決定プロセスの策定（体制、統制環境の構築）

• 既存の外部委託管理をクラウドに対応させる

• 定期的なリスク管理策の実効性検討・見直し

リスク管理策

28



• 報告書では、対象システム・業務によって、リスク評価の方法を変えることが提
示されています。

行内/社内業務システム, 開発環境など （ノンコアIT領域）

» AWSが開示しているセキュリティ情報の活用で対応が可能。
» すぐにでも、AWSの活用は可能。

重要度の高い行内/社内業務システムなど （セミコアIT領域）

» AWSが開示しているセキュリティ情報の活用で対応が可能。
» 一定のリスク評価・対策で、AWSの活用は可能。

勘定系システムなど （コアIT領域）

» 各金融機関にて、個別の評価の枠組みが必要。
» AWSセキュリティホワイトペーパー、「金融機関向け『Amazon Web 

Services』対応セキュリティリファレンス」でリスク対策の評価を実施。

具体的なリスク管理策の検討
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厳格なリスク評価

簡易なリスク評価



【評価】報告書に記載されている
可用性・機密性：高低の判断例

• 図表G等から、可用性と
機密性の高低を判断する。

– 総合判断すべきもの

– 機密性で評価するもの

– 可用性で評価するもの

• ノンコアIT領域は、 を行う。簡易なリスク評価
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FISC「金融機関におけるクラウド利用に
関する有識者検討会報告書」P.56より引
用



• 入手方法：FISCホームページから
( https://www.fisc.or.jp/ )

• 内容：
– 本基準は金融機関等の以下のコンピュータシステムを対象としています。

1) 顧客にオンラインサービスを提供するコンピュータシステム(業務系基幹オン
ラインコンピュータ・システム)
2) 他の金融機関等との決済業務に使用するコンピュータシステム(資金決済シス
テム等)
3) 顧客データを扱うコンピュータシステム
4) サービスを提供するために金融機関等が顧客に提供するハードウェア、ソフト
ウェア
上記以外の主要なコンピュータシステムについては、主管部署（システム部門、
ユーザー部門）を問わず、各金融機関等の業務の実態に即して、本基準を適宜取り
入れることとする。

FISC 安全対策基準 第8版追補改訂
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https://www.fisc.or.jp/


章の構成

• 設備基準：設1～設137
– コンピュータセンター等の建物、設備、関連設備等について、
各種自然災害、侵入、破壊等の不法行為、機器故障等から守る
ための予防、応急対策を具体的に示したもの。

– AWS リスクとコンプライアンスホワイトペーパーや、
SOC1/2, PCIDSSの監査レポートで評価が可能。また、災害
対策や機器故障への対応としては、マルチAZでのシステム構築
や、複数リージョンの利用で対応していく。
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章の構成

• 運用基準：運1～運113
– セキュリティ管理の方針、組織、責任体制、承認手順等を中心
に取りまとめられている。

– AWS リスクとコンプライアンスホワイトペーパーや、AWS
サービスの活用（AWS IAM, AWS CloudTrail, AWS Config
など）、お客様によるAmazon EC2上のゲストOSのアクセス
管理等のセキュリティ対策・運用などで対応していく。
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章の構成

• 技術基準：技1～技51
– 技術の進展等を考慮し、対策内容について機能を中心に表現し、
システム信頼性向上対策と安全性侵害対策等が記載されている。

– AWS リスクとコンプライアンスホワイトペーパーや、AWS
サービスの活用（Multi-AZ、Auto-Scaling, AWS KMS, 
AWS ClouｄWatchなど）、お客様による開発手法（ソフト
ウェアの信頼性対策等）、障害管理システムなどで対応してい
く。
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• リスクとその対策は、お客様で判断してい
くことになりますが、その対策の判断に必
要な情報の多くは、AWS「リスクとコンプ
ライアンス」ホワイトペーパーに書かれて
ます。

FISC安全対策基準に、
AWSは対応可能？

35

https://aws.amazon.com/jp/whitepapers/overview-of-risk-and-compliance/

https://aws.amazon.com/jp/whitepapers/overview-of-risk-and-compliance/


FISC安全対策基準における対応に関する情報
• https://aws.amazon.com/jp/compliance/fisc/

36
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• 廃止
– 運108 クラウドサービスの利用にあたっては、適切なリスク管理を行うこと

• 改訂（新設）
– 運108 クラウドサービスの利用を行う場合は、事前に利用目的や範囲等を明確

にするとともに、事業者選定の手続きを明確にすること。
– 運109 クラウド事業者と安全対策に関する項目を盛り込んだ契約を締結するこ

と。
– 運110 クラウドサービス利用にあたって、データ漏洩防止策を講ずること。
– 運111 クラウド契約終了時のデータ漏洩防止策を講ずること。
– 運112 クラウド事業者に対する立入監査・モニタリング態勢を整備すること。

FISC安全対策基準 第8版追補改訂
クラウドに関する主な変更点
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• 主なポイント
– 目的・範囲等の明確化

– クラウド事業者の客観的な評価

– 法律の適用範囲の明確化、係争時の準拠法

運108 クラウドサービスの利用を行う場合は、事前に利用目的や範囲等を明確にするとともに、
事業者選定の手続きを明確にすること。
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運108のポイント： 事業者選定

・公開情報に加え、クラウド事業者に対し、
非公開情報の開示を求めリスク管理の状況
等を評価

AWS は、サードパーティによる証明、認
定、Service Organization Controls 1
（SOC 1）Type II レポートなどの関連す
るコンプライアンスレポートを、 NDA に
従ってお客様に直接提供しています。

・公開情報に加え、当該クラウド事業者に
対する評判や実績を評価

AWSの国内事例：
http://aws.amazon.com/jp/solutions/c
ase-studies-jp/
アナリストレポート：
http://aws.amazon.com/jp/resources/
analyst-reports/

・主に公開情報をもとに評価 AWSの金融機関向け公開情報：
http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-
fisclist/

厳格な管理

簡易な管理

コントロール AWSの対応
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FISC「金融機関におけるクラウド利用に関
する有識者検討会報告書」P.57より引用

総合判断

基準

http://aws.amazon.com/jp/solutions/case-studies-jp/
http://aws.amazon.com/jp/resources/analyst-reports/
http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-fisclist/


運108のポイント： データの所在

機密性

基準

・当該クラウドサービスに適用される法令
が特定できる範囲で、所在地域（国、州
等）の把握が必要
・インシデント発生時に立入が必要となる
場面では必然的に所在地の把握が必要

AWS は、日本を含む、複数の地理的リージョン
に、 インスタンスを配置してデータを保管する柔
軟性をお客様に提供します。データとサーバを配
置する物理的なリージョンは、AWS のお客様が
指定します。
AWS のデータセンターでは複数のお客様をホス
トしており、幅広いお客様を第三者の物理的アク
セスにさらすことになるという理由から、お客様
によるデータセンター訪問を許可していません。
このようなお客様のニーズを満たすために、SOC 
1 Type II レポート（SSAE 16）の一環として、
独立し、資格を持つ監査人が統制の存在と運用に
ついて検証を行っています。

・重要なデータの保管・処理を扱わない場合、
データ所在の特定は必要としない

N/A – （すぐにでもAWSを利用可）

厳格な管理

簡易な管理

コントロール AWSの対応
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FISC「金融機関におけるクラウド利用に関
する有識者検討会報告書」P.57より引用



• 主なポイント
– 契約締結時に盛り込む事項（情報開示範囲、複数の委託先、再
委託管理等）

– サービスレベル

運109 クラウド事業者と安全対策に関する項目を盛り込んだ契約を締結すること。
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運109のポイント： 情報開示

・自金融機関のセキュリティポリシーに合
わせ、クラウド事業者が提示する標準的な
情報開示内容に付加した内容の開示を求め
る
・リスク管理に必要な範囲でアーキテク
チャ仕様に関する情報開示も求める

AWS は、サードパーティによる証明、認定、
Service Organization Controls 1（SOC 1）
Type II レポートなどの関連するコンプライアン
スレポートを、 NDA に従ってお客様に直接提供
しています。
お客様のデータの統制と所有権はお客様が保持し
ます。したがってデータ暗号化の選択とデバイス
への入出力管理ポリシーの実装はお客様の責任と
なります。また、運営上、リスク上、およびコン
プライアンス上の要件を満たす適切なログ管理ポ
リシーの実装はお客様の責任となります。

・クラウド事業者が提示する標準的な情報開示内
容以上の付加的な内容の情報開示を求めることは
必須ではない

AWSの金融機関向け公開情報：
http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-fisclist/

厳格な管理

簡易な管理

コントロール AWSの対応
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FISC「金融機関におけるクラウド利用に関
する有識者検討会報告書」P.57より引用

総合判断

基準

http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-fisclist/


運109のポイント：複数先への委託

複数先への委託 AWS はお客様に AWS サービスを提供す
るにあたり、サードパーティのクラウドプ
ロバイダは一切使用していません。

・メインコントラクターの明確化が望
ましい

N/A – （すぐにでもAWSを利用可）

・メインコントラクターの明確化は必
須としない

N/A – （すぐにでもAWSを利用可）

厳格な管理

簡易な管理

コントロール AWSの対応

（AWSと他のクラウドプロバイダーを併用する場合は、お客様またはSI事業者がメインコントラクターになります。）
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FISC「金融機関におけるクラウド利用に関
する有識者検討会報告書」P.57より引用

総合判断

基準



運109のポイント：再委託先管理

・厳格な事前審査・モニタリングが必要 お客様の製品範囲およびデータに関する統制はお
客様にあり、お客様のリスクおよびコンプライア
ンス要件を満たすサードパーティポリシーの作成
はお客様の責任となります。
また、金融機関のお客様における個別の要望につ
いては、ご相談が可能です。

・重要でない業務の再委託の場合は、厳格な事前
審査は必須ではない
・必要に応じた再委託先のチェック、モニタリン
グ

N/A – （すぐにでもAWSを利用可）

厳格な管理

簡易な管理

コントロール AWSの対応

・クラウド事業者側での事前審査の方が実効的で
ある場合には、クラウド事業者側の審査で代替す
ることも可能（特に重要な業務を再委託する場合
は、金融機関自らによる事前審査が必要）

N/A – （すぐにでもAWSを利用可）
簡易な管理

または
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FISC「金融機関におけるクラウド利用に関
する有識者検討会報告書」P.57より引用

総合判断

基準



運109のポイント： サービスレベル

・リスク管理に必要な事項を業務委託契約、
SLA/SLO に盛り込む
・自金融機関のセキュリティポリシーに合
わせ、クラウド事業者が提示する標準的約
款をカスタマイズ

AWS は、ISO 27001 基準の付録 A、ドメイン
4.2 に合わせて、リスク管理プログラムを開発し
てリスクを軽減し、管理しています。 AWS は独
立監査人により ISO 27001 規格に準拠している
旨の審査と認証を受けています。 AWS のリスク
管理フレームワークの詳細については、 「AWS 
Risk and Compliance Whitepaper」
（http://aws.amazon.com/security） を参照し
てください。
また、金融機関のお客様における個別の要望につ
いては、ご相談が可能です。

・クラウド事業者が提示する標準的約款のカスタ
マイズは必須ではない

AWSカスタマーアグリーメント：
http://aws.amazon.com/jp/agreement/

EC2 SLA：http://aws.amazon.com/jp/ec2/sla/
RDS SLA：http://aws.amazon.com/jp/rds/sla/
S3 SLA：http://aws.amazon.com/jp/s3/sla/ など

厳格な管理

簡易な管理

コントロール AWSの対応
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FISC「金融機関におけるクラウド利用に関
する有識者検討会報告書」P.57より引用

可用性

基準

http://aws.amazon.com/jp/agreement/
http://aws.amazon.com/jp/ec2/sla/
http://aws.amazon.com/jp/rds/sla/
http://aws.amazon.com/jp/s3/sla/


• 主なポイント
– 暗号化

– 機器/ストレージ交換時のデータ消去

運110 クラウドサービス利用にあたって、データ漏洩防止策を講ずること。
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運110のポイント：データ暗号化等

・機密性の高い個人データ等については、
暗号化等による、蓄積・伝送データの保護
策は必要
・暗号鍵は金融機関にて保管し、管理する
ことが望ましい

AWS がお客様に代わって保存するデータ
はすべて、 強力なテナント隔離セキュリ
ティと統制機能で保護されています。お客
様のデータの所有権はお客様が保持します。
したがってデータの暗号化を選択するのは
お客様の責任となります。AWS では、S3、
EBS、 SimpleDB、EC2 など、ほぼすべて
のサービスについて、 お客様が独自の暗
号化メカニズムを使用することを許可して
います。VPC セッションも暗号化されま
す。 また、Amazon S3 は、お客様向けの
オプションとしてサーバー側の暗号化も提
供しています。

・個人データ以外の比較的機密性の高い
データについては、暗号化等による蓄積・
伝送データの保護策の策定が望ましい

・重要データを扱わない場合には暗号化等
による保護を必要としない

N/A – （すぐにでもAWSを利用可）

厳格な管理

簡易な管理

コントロール AWSの対応
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FISC「金融機関におけるクラウド利用に関
する有識者検討会報告書」P.57より引用

機密性

基準



重要なデータの暗号化

48

CloudHSMを用いた

暗号化

専用ハードウェア

アプライアンス

高いコンプライア

ンス要求に対応

AWS 

Key Management 

Service

暗号鍵はAWS上に

Secureに保管、管理

はUserにて実施

SDKと連携すること

で、3rd Party製ソフ

トにも適応可能

オンプレミスからの利

用も可能

Userによる暗号鍵の

持ち込みによる

暗号化

暗号化の範囲指定、

暗号化鍵のローテ

ション等、実行管

理がユーザで実施

S3、EBS等に実装され

たAWSによる暗号化

（AWSによる鍵管理）

ユーザが暗号化鍵

に対するコント

ロールをもってい

ない



運110のポイント：記憶装置等の障害・交換

・記憶媒体上のデータの物理的・論理的消
去
・施設外に出る前に復元不可能な状態にす
ることを契約書またはSLA 上に明文化が必
要

お客様各自の要件に合わせてメディア資産を廃棄
する責任はお客様にあります。
AWS では、自社のストレージデバイスが耐用年
数の終わりに達した際の廃棄プロセスとして、お
客様のデータがアクセス権限を持たない人々に漏
洩するのを防ぐ措置をとることが AWS 手順書に
より定められています。AWS は DoD 5220.22-
M （国家産業セキュリティプログラム運営マニュ
アル）または NIST 800-88（媒体のサニタイズ
に関するガイドライン） に詳述された技術を用い、
廃棄プロセスの一環としてデータ破壊を行います。
これらの手順を用いているハードウェアデバイス
が廃棄できない場合、デバイスは業界標準の慣行
に従って、消磁するか、物理的に破壊されます。

・機密性の高い個人データ等の重要データ
を扱わない場合、物理的・論理的消去は不
要

N/A – （すぐにでもAWSを利用可）

厳格な管理

簡易な管理

コントロール AWSの対応
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FISC「金融機関におけるクラウド利用に関
する有識者検討会報告書」P.57より引用

機密性

基準



• 主なポイント
– データ消去の対策

運111 クラウド契約終了時のデータ漏洩防止策を講ずること。
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運111のポイント：データ消去

・機密性の高い個人情報等の重要データに
ついて、確実な物理的消去、もしくは復元
不可能な論理的消去を実施
・消去証明書の発行が望ましいが、契約で
消去を明記し、第三者監査によりその有効
性が確認できる場合には代替としうる

ISO 27001 基準に合わせて、AWS の処理
手順には、 ストレージデバイスが製品寿
命に達した場合に、 顧客データが権限の
ない人々に流出しないようにする廃棄プロ
セスが含まれています。
詳細については、ISO 27001 規格の附属
書 A、 ドメイン 9.2 を参照してください。
AWS は、ISO 27001 認定基準への対応を
確認する独立監査人から、検証および認定
を受けています。

・機密性の高い個人データ等の重要データ
を扱わない場合、物理的・論理的消去は不
要
・データ消去の証明書も不要

N/A – （すぐにでもAWSを利用可）

厳格な管理

簡易な管理

コントロール AWSの対応
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FISC「金融機関におけるクラウド利用に関
する有識者検討会報告書」P.57より引用

機密性

基準



• 主なポイント
– 有効性、効率性、信頼性、遵守性及び安全性

– 情報提出依頼のみで委託業務の適切性の検証が十分にできない
場合は、クラウド事業者のオフィスやデータセンターへの立入
監査・モニタリングによる実地確認。

– 立入監査等が実効的でない場合などは、第三者監査による代替
も可能。

– 業務の重要度、費用対効果を踏まえた管理策（SOC1,SOC2等
の第三者認証の活用）

運112 クラウド事業者に対する立入監査・モニタリング態勢を整備すること。
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AWSが監査を代替する箇所

– データセンター等のAWS責任箇所については監査済み

– 複数の第三者監査によるレポートを提供することで、より客観的な監
査の視点を提供可能

お客様の対応箇所

 AWSサービスを使用して構築されたシステム部分

 監査やそのメンテナンスに関してのお客様の負担減

監査に際してAWSから情報提供が可能

 セキュリティ・コンプライアンスに関する疑問点の解決。 – ご相談ください。

 ＡＷＳの監査レポートに関するＱＡ

AWSにおけるシステム監査
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• サイバー攻撃に伴うシステムの停止や、不正な資金移動に対する、未然防
止策・事前対策、検知策、対応策を検討し、態勢を整備することが必要で
ある。また、以下に示す例の他に、各金融機関等でも有効と考えられるセ
キュリティ対策について検討することが必要である。

• 未然防止策・事前対策

• 検知策

• 対応策

• 教育・訓練

その他：運113 サイバー攻撃対応態勢を整備すること
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AWS WAF

• CloudFrontのエッジにてWebアプリケー
ションを攻撃から保護する機能を提供

• リクエストURI、クエリ文字列、HTTP
ヘッダ、HTTPメソッドやIPアドレスを判
定条件(Conditions)として設定できる

• 条件に応じて許可・拒否・カウントを選択

http://aws.typepad.com/aws_japan/2015/10/waf.html

http://aws.typepad.com/aws_japan/2015/10/waf.html


AWS Inspector

• 自動化されたセキュリティ診断サービス

• APIで制御できるので、開発プロセスの中
に組み込むことで均質なセキュリティ診
断を自動的に実行できる

• 内容についてはルールセットにより制御
が可能

• 診断対象のインスタンスにエージェント
をインストールした後にInspectorを起動
して利用する

http://aws.typepad.com/aws_japan/2015/10/amazon-inspector-automated-security-assessment-service.html

http://aws.typepad.com/aws_japan/2015/10/amazon-inspector-automated-security-assessment-service.html


AWS CloudTrail

• 特徴 (http://aws.amazon.com/jp/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

• 価格体系 (http://aws.amazon.com/jp/cloudfront/pricing/)

– AWS CloudTrail自体の料金は無料

– Amazon S3、Amazon SNSの標準の使用料
金が必要

AWS上のAPI操作を記録するサービス

AWS CloudTrail サポートサービス一覧
http://docs.aws.amazon.com/ja_jp/awscloudtrail/latest/userguide/w
hat_is_cloud_trail_supported_services.html



• 参考）金融機関でのAWSの活用ステップ
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全体計画
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← 1-2ヵ月 → 3ヵ月目～ 6ヵ月目～

組織の変革プロジェクトの成功基盤の確立



Step1: AWSの評価

60

AWS側の
支援チーム

お客様専任マネージャの
アサイン

BD

担当技術者のアサイン
（Solutions Architect）

セキュリティ コンプライアンス 法務

AWS評価の実施

お客様主担当者
（CoE）の決定

プロジェクトの
決定・役割分担

• NDAのご締結

• セキュリティに関するご理解を深める説明会

• リスク管理部門/内部監査部署との協議

• 主担当者（CoE）、チームの決定

• AWSのトレーニングのご受講/勉強会の開催

• AWSアカウントの開設・POCの実施

• 対象プロジェクトの決定、稟議起票。

お客様側
アクティビティ

ゴール

約1-2ヵ月



Step2: 初回プロジェクトの推進
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AWS側の
支援チーム

お客様専任
マネージャ

Solutions 
Architect

セキュリティ コンプライアンス 法務

プロジェクト
の成功

• エンタープライズサポートの契約

• パートナー企業の決定

• 教育計画・AWSトレーニング受講

• 運用のベストプラクティス策定

• 経営陣の参画・リーディング

• プロジェクトの開始・ライフサイクル

• デザインレビュー(Well-Architected)の実施

お客様側
アクティビティ

ゴール

AWSサポート
ProServ

（コンサル）

BD

約6-9ヵ月



Step3: 中長期計画でのAWS活用
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AWS側の
支援チーム

お客様専任
マネージャ

セキュリティ コンプライアンス 法務

運用の革新

• 組織強化・チームの増強

• パートナー体制の強化

• 教育計画・AWSトレーニング受講

• 移行計画・中長期計画の策定

• プロジェクトのライフサイクル

• 経営陣による業界に対するリーダーシップ

お客様側
アクティビティ

ゴール

（専任）Technical 
Account Manager

ProServ
（コンサル）

BD

事例化

業界への影響

中長期計画

Solutions 
Architect



まとめ：AWSでシステムを展開すると

最もセキュリティに厳しい組織向けに構築された環境を
利用可能。

お客様の業務やシステムの要求に基づき、適切なセキュ
リティコントロールを定義可能。

お客様は、お客様のデータについて、完全な、所有権と
コントロールを保持。
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参考資料

• AWS FISCに関する情報
– https://aws.amazon.com/jp/compliance/fisc/

• AWSコンプライアンス
– https://aws.amazon.com/jp/compliance

• AWSセキュリティ
– https://aws.amazon.com/jp/security/

• AWS リスクとコンプライアンスホワイトペーパー（日本語版）
– https://aws.amazon.com/jp/whitepapers/overview-of-risk-and-compliance/

• AWS セキュリティプロセスの概要ホワイトペーパー（日本語版）
– https://aws.amazon.com/jp/whitepapers/overview-of-security-processes/
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Q&A
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オンラインセミナー資料の配置場所

• AWS クラウドサービス活用資料集
– http://aws.amazon.com/jp/aws-jp-introduction/

• AWS Solutions Architect ブログ
– 最新の情報、セミナー中のQ&A等が掲載されています

– http://aws.typepad.com/sajp/
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公式Twitter/Facebook
AWSの最新情報をお届けします

@awscloud_jp

検索

最新技術情報、イベント情報、お役立ち情報、
お得なキャンペーン情報などを日々更新しています！

もしくは
http://on.fb.me/1vR8yWm
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AWSの導入、お問い合わせのご相談

• AWSクラウド導入に関するご質問、お見積り、資料請
求をご希望のお客様は、以下のリンクよりお気軽にご相
談ください
https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/

※「AWS 問い合わせ」で検索してください

https://aws.amazon.com/jp/contact-us/aws-sales/


ご参加ありがとうございました
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