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AWS コンプライアンス・プログラムの紹介
⾦融 C o m p l i a n c e  s e s s i o n

アマゾンウェブサービスジャパン株式会社
⾦融事業開発本部

コンプライアンス スペシャリスト ⾼野 敦史



本日お伝えしたいこと

1. AWSのコンプライアンス・プログラム
• 金融機関がAWSを利用するにあたり、しばしば規制やコンプライアンス関連の課題が
ブロッカーになることがあります。

• AWSがコンプライアンスについてどのような取り組みをしているか、お客様へどのよ
うな情報・サービスを提供しているかを紹介していきます。

2. AWSの規制、ガイドライン等への対応
• 多くの金融機関では、クラウド利用にあたりFISC安全対策基準への準拠状況を評価、
確認しています。

• AWSはFISC安全対策基準の最新版(第9版改訂)への対応状況を「FISC安全管理対策基準
対応リファレンス」として公表しました。当リファレンスについて解説します。



コンプライアンス・スペシャリスト

高野敦史（たかの あつし）

メガバンクにてシステム企画・導入、米系大手監査法人で金融機関の財務諸表/
システム監査、内部統制評価、SOCレポート発行業務等に従事。米系大手コン
サルティングファームでセキュリティ・リスク支援領域のジャパン統括を経て、
2019年11月にAWS入社。クラウド利用における規制やコンプライアンス準拠・
対応支援を担当

米国公認会計士

(USCPA)

公認情報システム監査人

(CISA)

公認情報セキュリティマネージャー

(CISM)

公認ITガバナンス専門家(CGEIT)

AWSコンプライアン関連の支援
• AWSの各種コンプライアンス・プログラムの提供
• 個社別コンプライアンス・ブリーフィングの開催
• AWSを国外で利用する際の各国規制について情報提供
• クラウドに関する不安、課題、疑問等のＱ＆Ａ
• クラウドにかかる国内規制、監督官庁動向説明(経営層向け)



コンプライアンス・スペシャリストの役割

u 金融機関のお客様において、AWSを採用もしくは検討する際のクラウドに
抱く漠然とした不安や妨げとなりうるリスクやコンプライアンスの障壁等に

対処し、また、お客様が規制当局、取締役会、経営エグゼクティブ、監査人、
社内のリスク管理やコンプライアンス部門などのステークホルダーにAWS採
用の妥当性や適切性を説明いただけるよう情報提供いたします。

u 現在、日本以外では北米、欧州、ＡＰＡＣでコンプライアンス・スペシャリ
ストが在籍し、グローバルで展開する金融機関のお客様へ各国の規制動向等
をお伝えし、また、必要となる対策等の助言を行っております。
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金融機関によるクラウド利用の考慮点

• クラウド利用における規制
当局との対話

• 社内ステークホルダーへの
説明、意見交換

• クラウド統制の実装

• 変化し続ける規制要件
• 業種(銀行、保険、証券)よっても
異なる規制対応

• クラウドサービスプロバイダー
管理

• クラウドのリスク管理
• クラウドの社内教育
• ハイブリッド環境の構築

コンプライアンス 組織・ガバナンス コミュニケーション



レジリエンシーに配慮されたインフラ設計

* : 大阪ローカルリージョン

1. AWS GovCloud東部 (3)
2. AWS GovCloud西部 (3)
3. オレゴン (3)
4. 北カリフォルニア (4)
5. バージニア北部 (6)
6. オハイオ (3)
7. カナダ中部 (3)
8. サンパウロ (3)
9. アイルランド (3)
10. フランクフルト (3)
11. ロンドン (3)
12. パリ (3)
13. ストックホルム (3)
14. シンガポール (3)
15. シドニー (3)
16. 東京 (4) 大阪* (1)
17. ソウル (2)
18. ムンバイ (2)
19. 北京 (3)
20. 寧夏 (2)
21. 中国香港特別行政区 (3)
22. バーレーン
23. ケープタウン
24. ミラノ

新しいリージョン (近日追加予定)
• ジャカルタ

ア
メ
リ
カ

単一障害点を回避するためにインフラの相互接続は最小化
• 各リージョンはそれぞれが独立運営
• 各アベイラビリティーゾーンは物理的に独立・分離
• データ、画像、APIは低レイテンシーでセキュアな配信

24リージョン
76のアベイラビリティゾーン



AWSのデータセンターと第三者認証

秘匿性が高いデータセンターの詳細は非公開

非公開であるがゆえ
様々な国際的認証や評価を受けている

データセンターのバーチャルツアー https://youtu.be/1-Bbe9_7J4o

• AWSのデータセンターは、さまざまなお客様の重要資産を保
護するため、詳細な設置場所等は一切非公開

• 物理セキュリティは、境界防御レイヤ(防御壁、侵入検知テク
ノロジ、監視カメラ)、インフラストラクチャレイヤ(電力ジェ
ネレータ、空調設備、消火設備等)、データレイヤ(アクセス制
限、特権管理、脅威検出機器等)といったレイヤ毎に必要とさ
れる物理セキュリティを実装

• データセンターの物理アクセスセキュリティのコンプライア
ンス準拠状況は独立した第三者（外部監査人）によって定期
的に実施

• AWSのデータセンター監査を実施することなく、データセン
ター監査を実施したのと同じ効果を得ることが可能

• 監査結果や準拠状況は、AWSのお客様であれば無償で入手可*

* 所定の手続きがあります

https://aws.amazon.com/jp/compliance/data-
center/controls/



AWSの責任共有モデル



「責任共有モデル」適用の考え方(イメージ)

お客様の
クラウド管理・評価項目

= +

お客様が担う
クラウドの統制(例)

AWSが担う
クラウドの統制



充実した国際的認証と評価レポート



システムリスク管理/システム監査への活用

上記は認証や規制準拠についてのお問合せが多いもの https://aws.amazon.com/jp/compliance/programs/

• 多くのお客様は、AWSが公開している第三者評
価レポートや認証を活用し、お客様が必要とす
る監査を実施しています

• 一例として、SOC *1レポートではAWS が責任を
持つ論理および物理統制(データセンター含む)
が効果的かつ適切に運用されているかを独立す
る監査法人が評価した結果を確認できます

• 同レポートではAWSによるアカウント管理、ロ
グ監視、セキュリティパッチ管理、脆弱性診断
等も含まれており、同レポートを活用すること
で、AWSの監査を効率よく実施できます

• 金融機関のお客様向けにはFISCの安全対策基準
への準拠状況を公表しており、AWSのFISC準拠
状況を確認いただけます

• グローバルでビジネス展開されるお客様におい
ては、例えば欧州のGDPR対応状況、米国の
NIST、FFIEC*2等のフレームワーク準拠状況など
も確認いただけます

*1 SOC: Systems and Organization Controls
*2 FFIEC: Federal Financial Institutions Examination Council



第三者評価機関のレポートの入手方法

• AWSマネジメントコンソールより「AWS Artifact」を選択、必要なレポートをダウンロードで
きます

https://console.aws.amazon.com/artifact/home?region=us-east-2#!/reports

例えばSOC1
最新バージョン
を入手する場合
はここを選択



FISC安全対策基準：外部委託先へのシステム監査対応

外部委託先の監査の方法について、いくつかの事例が
記載されている

：
：
：

その中の一つとして、第三者保証の報告書、第三者認
証を確認することが挙げられている

：
：

SOC1, SOC2, 監査・保証実務委員会実務指針第86号、
IT委員会実務指針7号等に基づく第三者保証の報告書と
されている

• FISCでは外部委託先であるクラウドに対するシステム
監査体制整備について触れています

• 外部委託先の監査方法例として、SOC1、SOC2、
ISMS (ISO27001、 ISO27017)、PCI DSS Level1 といっ
た報告書ならびに第三者認証情報の活用が挙げられて
います

• その他にも、外部委託先が作成しているセキュリティ
およびコンプライアンスに係るホワイトペーパーの
確認についても触れられています

• AWSでは、FISCで挙げられている報告書や認証、
セキュリティおよびコンプライアンスにかかるホワイ
トペーパーをAWSのお客様へは無償で提供し、お客様
によるAWSのシステム監査にお役立ていただいており
ます

第三者報告書・認証

https://aws.amazon.com/jp/compliance/programs/
ホワイトペーパー
https://aws.amazon.com/jp/compliance/resources/

【１システム監査 (1) システム監査】

FISC安全対策基準 監査基準の内容をもとに編集



FISCへの準拠 – AWSの国内金融機関向け取り組み

https://aws.amazon.com/jp/compliance/fisc/

AWSのウェブサイトでは
FISCへの準拠状況を
公表しています

最新版はこちら



AWSのFISC安全対策基準への継続的な対応

FISC有識者検討会等への委員としての参画
• 2014.4 – 10 「金融機関におけるクラウド利用に関する有識者検討会」
• 2016.10 – 2017.6  「FinTechに関する有識者検討会」
• 2017.5 – 2018.2  「安全対策専門委員会」 （安全対策基準第9版の検討）

情報開示やリファレンスドキュメントの提供

• FISC安全対策基準第9版に対するリファレンスドキュメントの策定・開示
•「リスクとコンプライアンス」ホワイトペーパーによる、AWSの取組みの説明
• SOCレポートなどの外部監査や第三者認証に関する情報提供



各国におけるコンプライアンス準拠状況の可視化

https://www.atlas.aws/

各国の詳細画面が表示され
AWSの準拠状況が把握できる

AWSのコンプライアンスセンターでは
グローバルの対応状況を一覧可能



各国のクラウド利用にかかる情報を提供

• グローバル５７カ国の規制情報を提供
（現在も拡大中）

• 各国の規制当局

• クラウドにかかる規制とクラウド利用の可否

• クラウド利用時の規制当局の届け出有無

• クラウド上のデータの国外持ち出しの可否

• 事前承認に必要となる関連情報

• 各国コンプライアンス・スペシャリストと

ディスカッション

提供している情報・サービス
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FISCへの準拠 – AWSの国内金融機関向け取り組み

https://aws.amazon.com/jp/compliance/fisc/

AWSのウェブサイトでは
FISCへの準拠状況を
公表しています

最新版はこちら

【再掲】



AWS FISC安全対策基準対応リファレンスとは
• 最新版9版改訂(最新版)へ対応
•「統制基準」「実務基準」「監査基準]に対するAWSの対応状況を記載



当リファレンスの活用方法

• AWSの評価を実施する際の参考情報とする
• さらに理解を深めるためにホワイトペーパー、AWS Artifact内公表資料を参照

FISC
項番

主担当
(AWS/お客様)

AWSの対応状況
(もしくは参照先)

お客様に実施にて
頂く際の参考情報

その他の情報



セッションのまとめ

1. AWSのコンプライアンス・プログラム
• AWSでは規制やコンプライアンス関連の情報を提供しています。

• コンプライアンス・スペシャリストが国内、グローバルに在籍しており、規制関連
動向について、情報提供や助言をしております。

2. AWSの規制、ガイドライン等への対応
• FISC安全対策基準へのAWS対応状況について確認をされる際には「FISC安全対策基準
対応リファレンス」をご活用ください。

• 必要に応じて、AWSのホワイトペーパー、AWS Artifactの資料等もご参照ください。



Thank you!
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高野敦史

atss@amazon.co.jp
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