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注意

本文書は、 情報提供のみを目的としています。 本書の発行時
点における AWS の現行製品と 慣行を表したものであり、 そ
れらは予告なく変更されることがあります。 お客様は本書の
情報および AWS 製品の使用について独自に評価する責任を負
うものとします。 これらの情報は、 明示または黙示を問わ
ず、 いかなる保証も伴うことなく 「現状のまま」 提供され
るものです。 本書のいかなる内容も、 AWS、 その関係者、
サプライヤー、 またはライセンサーからの保証、 表明、 契
約的責任、 条件または確約を意味するものではありません。
お客様に対する AWS の責任は、 AWS 契約により規定されま
す。 本書は、 AWS とお客様の間で行われるいかなる契約の
一部でもなく、 そのような契約の内容を変更するものでもあ
りません。
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ランサムウェア : 
強大な脅威

1989 年に PC Cyborg と呼ばれる、 世界で最初に記録さ
れたランサムウェア攻撃以来、 ランサムウェアは世界中
の注目を集め続け、 漫画に出てくるような危険を伴う
一世を風靡するサイバー脅威になりました (CryptoLocker 
[2014]、 Petya [2016]、 WannaCry [2017] 、 NotPetya 
[2017]、 および Ryuk [2019])。

ランサムウェア攻撃は、 政府、 非営利団体、 および企
業に数十億ドルの損害を与え、 業務を妨害しています。
NotPetya のような攻撃による、 「深刻なビジネスの中
断」 のために、 海運大手の Maersk は 4,000 台のサー
バーと 45,000 台の PC を 3 億 USD かけて再インストー
ルすることを余儀なくされました。  ボルチモア市への
ランサムウェア攻撃による被害は 1800 万 USD を超え、
フロリダ州の地方自治体リビエラビーチとレイクシティ
は、 システムとデータの復旧のため、 ハッカーに合計 
100 万 USD を支払う予定です。
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報告されていないインシデントや阻止された攻撃の数
が不明なため、 ランサムウェア攻撃の回数を推定する
ことは困難ですが、 米国連邦捜査局 (FBI) は、 この脅
威が近い将来 「より的を絞った、 巧妙な、 コストの
かかる」 ものになると予想しています。 警告は米国
の国境をも越え、 Europol はランサムウェアを 「最も
広範に感染拡大し、 経済的な損害を与える形態のサイ
バー攻撃」 と呼んでいます。

https://www.technologyreview.com/f/615002/ransomware-may-have-cost-the-us-more-than-75-billion-in-2019/
https://www.technologyreview.com/f/615002/ransomware-may-have-cost-the-us-more-than-75-billion-in-2019/
https://www.ic3.gov/media/2019/191002.aspx
https://www.ic3.gov/media/2019/191002.aspx
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/iocta_2019.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/iocta_2019.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/iocta_2019.pdf


ランサムウェア : 強大な脅威

ランサムウェアは、サイバー犯罪者によって設計された悪意のあるコー
ドであり、 システムやデータへの不正アクセスし、 そのデータを暗号
化することで、 正当なユーザーによるアクセスをブロックします。 ラ
ンサムウェアがユーザーをシステムからロックアウトし、 機密データ
を暗号化すると、 サイバー犯罪者はブロックされたシステムのロック
を解除してデータを復号化するための復号化キーを提供する前に、 身
代金を要求します。 理論的には、 犯人の決めた時間内に身代金が支払
われると、 システムとデータが復号化されて再び利用可能になり、 通
常のオペレーションが続行可能になります。 ただし、 犯人に納得のい
く身代金が支払われなかった場合、 組織は攻撃者によって制御される
永久的な破壊または公開されたデータ漏洩のリスクを負います。

ランサムウェアとは ランサムウェアは相手を選ばない

ほとんどのランサムウェア攻撃は、 その時々の都合次第であるという
性質を持ちます。 つまり、 ランサムウェアは、 人間やマシンのベク
トルを介してアクセス可能なネットワークに無差別に感染します。 事
実上すべての業界にランサムウェアインシデントの例があるように、
お客様がどの業界や地域にいるかは関係ありません。 ただし、 悪意の
あるアクターの間では、 侵入と身代金の支払いの期待が高い特定の業
界をターゲットとする傾向が強いです。 教育機関、 州政府、 および
地方自治体、 そして医療機関のセキュリティチームは、 ランサムウェ
ア攻撃の増加からデータを安全に保つための対策を強化しています。

悪意のあるアクターは、 各業界の弱点を特定する方法を理解してい 
ます。 例えば、 多くの教育機関や政府機関は、 予算の縮小、 セキュ
リティリソースにおいて認識されているギャップ、 パッチが適用さ
れていない脆弱性を備えたレガシー IT システムの組み合わせにより脆
弱です。 同様に、 ランサムウェアは、 身代金の支払いの可能性が高
まることを期待して、 病院などのダウンタイムに耐えられない業界を
ターゲットにする場合があります。

人気のある暗号通貨であるビットコインは、 統治機関による監視が
なく、 取引が匿名で行われるため、 身代金の支払いを行うための
理想的な手段です。
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https://www.ic3.gov/media/2019/191002.aspx
https://www.ic3.gov/media/2019/191002.aspx
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ランサムウェア : 強大な脅威

サイバー犯罪者がランサムウェアから利益を得る方法を見つけ続ける 
限り、 多くの組織のリーダーは 「攻撃が発生するかどうかは問題で 
はなく、 いつ発生するかが問題なのです」 と述べています。

ランサムウェアにはなぜ強い影響力があるのか ?

•   従業員のセキュリティ意識が低い
•   組織はデータをバックアップしていない
•   ほとんどスキルを必要としない攻撃で、 多額の利益を得ることが

可能
•   組織は重大な一般的脆弱性とエクスポージャー (CVE) にパッチを

適用するのに数週間を必要とする
•   多くの仕事を抱えた技術スタッフは、 すべてのセキュリティ

ギャップに対処またはそれを予測することができない
•   1 回の攻撃に複数のベクトルまたはチャネルが使用される

身代金を支払うべきか ?

身代金を支払うか否かの決定に関しては、 サイバーセキュリティの専
門家の間で活発に議論されています。 FBI を含む多くの専門家は、 

身代金を支払わないよう組織にアドバイスし、 サイバー犯罪者への支
払いはロックされたシステムとデータが再び利用可能になることを保証
するものではなく、 彼らに悪意のある行動を動機付けるだけであると
主張します。

身代金を支払った後のシステムとデータへのアクセスが保証されていな
くても、 一部の組織は、 通常の運用を迅速に再開できることを期待し
て計算されたリスクを取って支払います。 そうすることで、 その組織
は、 生産性の低下、 時間の経過に伴う収益の減少、 機密データ ¹ の
漏洩、 評判の低下など、 攻撃の潜在的な付随コストを削減したいと考
えるのです。

ランサムウェアの脅威は深刻ですが、 適切な準備と継続的な警戒はラ
ンサムウェアに対する効果的な対抗策です。 データセキュリティの完
全な装備には、 人的要因と技術的要因の両方が含まれますが、 ランサ
ムウェア攻撃を軽減するのに役立つ AWS クラウドの機能があります。

AWS は、 インターネット上の悪意のあるアクターに対処するための高
可用性、 セキュリティ、 復元力を支援するツール、 ベストプラクティ
ス、 サービスの提供に取り組んでいます。

1 個人を特定できる情報 (PII) および保護された健康情報 (PHI) を含みます。

https://www.ic3.gov/media/2019/191002.aspx


AWS はセキュリティを目的として構築されています

AWS は、大企業、新興企業、教育機関、政府機関など、
さまざまなユースケースで多様な業界を代表する世界中
の何百万ものアクティブな顧客を保護しています。 これ
らの顧客の規模の大きさとグローバルなリーチにより、
AWS はクラウドセキュリティに関する幅広い可視性と深
い視点が得られ、 インフラストラクチャとサービスに迅
速に再投資します。 AWS のセキュリティは、 クラウド
専用に構築され、 世界で最も厳しいセキュリティと規制
の要件を満たすように設計されたコアインフラストラク
チャから始まっています。

IT インフラストラクチャの物理、 環境、 および
セキュリティのコントロールを継承します

AWS クラウド移行前、 お客様はセキュリティコンプラ
イアンス、 および監査プログラムに基づいて設定された
コントロール全体に責任を負っていたかもしれません。
しかしながら、 AWS を使用すると、 AWS コンプライア
ンスプログラムからコントロールを継承できるため、 ク
ラウドに配置するワークロードとデータの保護に集中で
きます。 AWS は、 ホストオペレーティングシステムや
仮想化レイヤーから、 サービスが動作する施設の物理的
セキュリティに至るまでのコンポーネントを運用、 管
理、 コントロールするため、 運用上の負担を軽減する
のに役立ちます。
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AWS はセキュリティを目的として構築されています

AWS でシステムとデータを保護することは責任の共有です

AWS クラウドにシステムをデプロイする場合、 AWS はセキュリティの
責任をユーザーと共有することで支援します。 AWS は安全な設計原則
を使用して、 基盤となるクラウドインフラストラクチャを構築し、 お
客様は AWS にデプロイされたワークロードに独自のセキュリティアー
キテクチャを実装できます。

AWS は、 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責任があります。 このインフラストラク
チャは、 AWS クラウドサービスを実行するハードウェア、 ソフトウェ
ア、 ネットワーキング、 およびファシリティで構成されています。

お客様が選択する AWS クラウドサービスによって、 お客様の責任が
決定します。 それにより、 お客様が、 セキュリティ上の責任の一環
として実行しなければならない設定作業の分量も決まります。 お客様
は、 データ (暗号化オプションを含む ) を管理し、 アセットを分類し、
AWS Identity Access Management (IAM) を使用して適切なアクセス権限
を適用する責任があります。

カスタマーデータ

ハードウェア /AWS グローバルインフラストラクチャ

コンピューティング

リージョン

ストレージ

アベイラビリティーゾーン

データベース ネットワーキング

エッジロケーション

ソフトウェア

クラウド 「内」 のセキュリ
ティに対する責任

クラウド 「そのもの」 のセ
キュリティに対する責任

ネットワークトラフィック保護 ( 暗号化、 整合性、 アイデンティティ )

サーバー側の暗号化 ( ファイルシステムおよび / またはデータ )

クライアント側のデータ暗号化とデータの整合性認証

オペレーティングシステム、 ネットワーク、 そしてファイアウォール設定

プラットフォーム、 アプリケーション、 アイデンティティおよびアクセス管理

お客様



ランサムウェアの攻撃前 : 
ネットワークの強化と防止

セキュリティフレームワークを採用する

米国国立標準技術研究所 (NIST) のサイバーセキュリティフレームワー
ク (CSF) のようなセキュリティフレームワークを実装すると、 組織の
サイバーセキュリティリスクを管理および削減するための標準を設定
可能です。 これは、 5 つの機能 (識別、 保護、 検出、 応答、 回復 ) 
を中心に編成された一連の基本的なセキュリティ活動を確立するため
に設計された、自主的、リスクベース、かつ結果重視のフレームワー
クです。 組織のセキュリティ、 リスク管理、 および回復力を向上さ
せます。

CSF は元々、 重要なインフラストラクチャセクターを対象としていま
したが、 世界中の政府や業界によって承認されることで、 あらゆる
種類と規模の組織に推奨されるベースラインと見なされるようになり
ました。 ヘルスケア、 金融サービス、 製造業などの多様なセクター
が NIST CSF を使用しており、 日本、 イスラエル、 英国、 ウルグア
イは初期の頃から採用していました。

© 2020, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
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フレームワークに合わせる

安全かつ準拠済みの AWS インフラストラクチャをデプロイ

ガイド、 NIST サイバーセキュリティフレームワーク (CSF): AWS クラウド 
における NIST CSF への準拠は、 AWS のサービスとリソースを使用して、
あらゆる規模および世界のあらゆる地域の商業や公共部門のエンティティ
が CSF に準拠にできるよう設計されています。

お客様は、 米国国立標準技術研究所 (NIST) のクイックスタートテンプ
レートを使用して、 安全かつ準拠済みの AWS クラウドアーキテクチャ
を自動的にデプロイおよび設定することで、 数百の手動での手順をわ
ずか数ステップに削減できるため、 本番環境を迅速に構築して使用を
開始できます。

NIST サイバーセキュリティフレームワーク

© 2020, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.
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https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/NIST_Cybersecurity_Framework_CSF.pdf
https://aws.amazon.com/quickstart/architecture/compliance-nist-high-impact/


ランサムウェアの攻撃前

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) をセグメント化する

ネットワークセグメンテーションは、 ローカルトラフィックの混雑
を緩和し、ユーザーに固有のリソースのみを割り当てることでセキュ
リティを向上させます。 これにより、 攻撃者がネットワーク内を横
方向に移動する方法が大幅に減少します。

定義した仮想ネットワークで AWS リソースを起動できる、 AWS ク
ラウドの論理的に分離されたセクションをプロビジョニングできま
す。 必要なトラフィックのみが利用できるように、 セキュリティグ
ループとネットワークアクセスコントロールリスト (ACL) のいずれか
によって Amazon VPC を分離されたコンポーネントにセグメント化す
ることで、 ランサムウェアが AWS 環境全体に無差別に拡散する能力
が低下する可能性を高めます。
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ランサムウェアの攻撃前

重要なシステムとデータへのユーザーのアクセスを管理する

個々のユーザーまたはユーザーのグループが利用できるシステムと
データ、 およびデータにアクセスできる条件を決定する強力な IAM 
ポリシーを設定すると、 ランサムウェアがお客様の環境にアクセス
できる範囲が制限される可能性があります。

ユーザーレベルでは、 AWS では、 特定のシステムとデータにアク
セスできるユーザーまたはロールを定義することにより、 きめ細か
いアクセス制御プロビジョニングを定義できます。 こうしたコント
ロールは、 AWS の特定のリソースで実行できるアクションを決定
し、 ビジネスニーズと職務責任に基づいて 「知る必要がある」 こ
とを基準にユーザー権限を許可します。

AWS IAM を使用すると、 AWS サービスとリソースへのアクセスを安
全に管理できます。 IAM によって、 AWS ユーザーとグループを作成
および管理し、 アクセス許可を使用して AWS リソースへのアクセス
を許可および拒否できます。

ベストプラクティスとして、 AWS は、 内部および外部ネットワー
クユーザーに対する最小権限の原則に従うことをお勧めします。 例
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えば、 ランサムウェアの一部の株は、 システム管理者アカウントを
利用してオペレーションを実行するように設計されています。 このタ
イプのランサムウェアに対しては、 ユーザーアカウントの権限を減ら
し、 すべてのデフォルトのシステム管理者アカウントを終了すると、
セキュリティ上の障害を増やしてしまう可能性があります。

開発および管理 
ツール

オンデマンドの 
労働力

コンテンツ配信

分析

コンピューティング

メッセージング

データベース

ストレージ アプリサービス

モバイル

支払い

ネットワーキング

VPCAWS リソースへの個人およ
びグループのアクセスを安

全にコントロールする

ユーザー IAM

https://aws.amazon.com/iam/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege


ランサムウェアの攻撃前

データのバックアップとリカバリの計画を定義、 テスト、 
実行する

バックアップは、 ランサムウェアが組織に与える可能性のある影響を
軽減するために重要です。 ランサムウェアに対する最も効果的な抑止
力は、 システムを定期的にバックアップしてから検証することです。
データのバックアップとリカバリの戦略を定義することで、 バック
アップに保存されたデータを本番働環境ですぐに利用できるように準
備し、 ランサムウェア攻撃中のデータの削除または破壊から保護でき
ます。 Game Day のシナリオでは、 定義されたバックアップとリカ
バリの計画を定期的にテストすることで、 応答と保証の効率性を改善
できます。
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お客様は、AWS Backup や CloudEndure Disaster Recovery などのサー
ビスを使用して、 高可用性で復元力のあるアプリケーションを構築お
よびデプロイできます。 AWS Backup を使用すると、 バックアップ
ポリシーを一元的に設定したり、 Amazon Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリューム、 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 
データベース、 Amazon DynamoDB テーブル、 Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS)、 および AWS Storage Gateway ボリュームなど
の AWS リソースのバックアップアクティビティをモニタリングでき
ます。 ランサムウェアの攻撃があった場合、 CloudEndure Disaster 
Recovery は、 数回クリックするだけで最新バージョンのマシンを起
動して、 システムとデータの可用性を回復します。

AWS Backup

コンソール、 API、 または CLI 
を介した AWS クラウドのバック
アップの一元管理が簡単に

Amazon EFS Amazon 
DynamoDB

Amazon RDS Amazon EBS AWS Storage 
Gateway

サービスレベルのバックアップ サービスレベルのスナップショット

https://aws.amazon.com/backup
https://aws.amazon.com/cloudendure-migration/


データバックアップの保存に関する考慮事項

データを特定の時点に効果的にバックアップし、 本番環境に迅速に復
元できる組織は、 ランサムウェアの影響を大幅に軽減します。

より新しく、 よりスマートなランサムウェアの亜種のいくつかは、
保存されたバックアップを探し、 それらを暗号化または削除してリカ
バリ作業を中断するように設計されています。 バックアップの複数の
コピーが存在し、 それらは隔離されたオフラインの場所に保存されて
いる必要があります。
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ランサムウェアの攻撃前

•   目標復旧時点 (RPO)を含めると、 バックアップを実行する頻度
を決定できるため、 データをアクティブな本番環境に戻すため
に必要な最新のデータを得ることができます。

•   同様に、 リカバリ計画には、 通常の稼働を再開するするため
に、 どれだけの時間でバックアップされた情報を取得して、 
本番環境に戻すかを示す目標復旧時間 (RTO) が必要です。 AWS 
環境、 リソース、 データベース、 コード、 およびその他の
データソースには、 組織の運用に対する優先度と重要度に基づ
いて、 異なる RPO と RTO が含まれる可能性があります。



ランサムウェアの攻撃前

AWS ワークロード内の脆弱性を見つけてパッチを適用する

パッチが適用されていない脆弱性は、 ランサムウェアが組織の環境
に侵入する際において、 最も一般的な攻撃対象の 1 つです。 組織
は脆弱性を迅速に特定した上でパッチを適用し、 侵入方法を制限し
て、 ランサムウェアの脅威を減らすことができます。

Amazon Inspector を使用すると、 AWS 環境での CVE 検索、 セ
キュリティベンチマークに対するインスタンス評価、 検出結果が存
在する場合にはセキュリティエンジニアと IT エンジニアへの通知の
完全な自動化が可能です。 脆弱性が特定されると、 AWS Systems 
Manager Patch Manager などのパッチ適用ツールを使用して、 オペ
レーティングシステムとソフトウェアのパッチをインスタンスの大
規模なグループに自動的に展開し、 攻撃に晒された箇所をなくすこ
とができます。
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https://aws.amazon.com/inspector/
https://aws.amazon.com/systems-manager/features/
https://aws.amazon.com/systems-manager/features/


インシデント中 :  
早期発見と自動レスポンス

セキュリティインシデントの検出とアラートを自動化する

いかなるサイバーインシデントにも対応するには、 まず第一に脅威の
存在を検出できなければなりません。 コンピューターの画面に身代金
要求が表示されて、 ランサムウェアが検出されたときにはもう手遅れ
です。 異常なユーザーの動作やネットワークアクティビティを早期に
検出することは、 ランサムウェアの脅威を阻止し、 インシデント対
応プロセスを開始する上で重要となります。 AWS 環境で 「通常」 が
どのように見えるかを把握することで、 悪意のある動作または不正な
動作が存在する場合に通知を送信するように、 セキュリティアラート
を自動的に設定できます。

このような脅威を特定するために、 脅威検出サービスである Amazon 
GuardDuty は、 AWS 環境内のアクティビティを継続的に監視および
関連付けし、 悪意のある、 もしくは不正な動作を検出し、 AWS ア
カウントとワークロードを保護します。 このサービスは、機械学習、
異常検出、 統合された脅威インテリジェンスを使用して、 潜在的な
脅威を特定し、 優先順位を付けます。
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攻撃前

攻撃中

攻撃後

ネットワークの強化
と防止

早期発見と自動レス
ポンス

根本的な原因と学ん
だ教訓

https://aws.amazon.com/guardduty/
https://aws.amazon.com/guardduty/


インシデント中

インシデント対応計画を実行する

AWS は、 ポリシー主導の方法でポリシーと手順を自動化して、 検出
時間を改善し、 レスポンス時間を短縮し、 攻撃対象領域を減らす機能
を提供しますが、 サイバーインシデントに対応するためのポリシーと
手順を開発するのはお客様の責任です。

インシデント中、 インシデント対応チームはインシデントに関わる環
境とリソースにアクセスできなければなりません。 AWS アカウント戦
略とクラウドアイデンティティ戦略を特定し、 組織のクラウドアーキ
テクトと話し合って、設定されている認証と承認の方法を理解します。

実際の攻撃の前にインシデント対応シナリオをシミュレートすることに
より、 導入したコントロールとプロセスが期待どおりに反応すること
を検証できます。 このアプローチを使用すると、 インシデントが発生
したときに効果的に回復して対応できるかどうかを判断できます。
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インシデント中

ランサムウェアを当局に報告する

FBI は、 組織がランサムウェアのインシデントを法執行
機関に報告することを奨励しています。 米国インター
ネット犯罪苦情センター (IC3) は、 実際の被害者または
第三者からのオンラインインターネット犯罪苦情を受け
入れ、 彼らと協力して今後の最善の行動方針を決定し
ます。
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Nomoreransom.org にアクセス

次のものを準備し、 共有してください :
•   被害者の名前、 住所、 電話番号、 E メール
•   金融取引情報 (口座情報、 取引日時、 受取人詳細 )
•   被験者の名前、 住所、 電話、 E メール、 ウェブ

サイト、 および IP アドレス
•   あなたがどのように被害に遭ったのかについての

具体的な詳細
•   メールヘッダー
•   被害についてさらに知るために必要と思われるそ

の他の関連情報

Nomoreransom.org は、 ランサムウェアの被害者が身代
金を支払うことなく暗号化されたデータを取り戻せるよ
うにすることを目的とした、 法執行機関、 IT セキュリ
ティ企業、 および国際政府間のコラボレーションです。

システムが影響を受けてから脅威と戦うよりも、 脅威を
回避する方がはるかに容易であるため、 このプロジェク
トは、 ランサムウェアがどのように機能し、 感染を効
果的に防止するためにどのような対策を講じることがで
きるかについてユーザーを教育することを目的としてい
ます。 このイニシアチブは、 他の公的および私的当事
者に開かれています。

https://www.ic3.gov/complaint/splash.aspx?
https://www.nomoreransom.org/en/index.html


‘New normal’ 
processes

ランサムウェアからの回復 :  
根本的な原因と学んだ教訓

根本原因分析を行う

ほとんどの場合、既存のフォレンジックツールは AWS 環境で機能します。 フォレンジックチー
ムは、 AWS リージョン全体でのツールの自動デプロイや、 ビジネスクリティカルなアプリケー
ションが構築されているサービスと同等の堅牢でスケーラブルなサービスを使用して、 摩擦を
抑えて大量のデータを迅速に収集する機能といったメリットを享受します。

Amazon Detective を使用すると、 潜在的なセキュリティ問題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、および迅速に特定できます。 Amazon Detective は、 AWS リソー
スからログデータを自動的に収集し、 機械学習、 統計分析、 グラフ理論を使用して、 より
高速で効率的なセキュリティ調査を実行できるリンクされたデータセットを構築します。

学んだ教訓を活用して、 セキュリティプログラムを更新する

シミュレーションおよび実際のインシデントから得た教訓を文書化し 「ニューノーマルな」
プロセスと手順に取り入れることで、 組織はどのように侵害されたか (脆弱な場所、 自動化が
失敗した可能性がある場所、 可視性が不足している場所など ) をよりよく理解できます。 さら
に、 全体的なセキュリティ体制を強化する機会も把握できます。
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攻撃前

攻撃中

攻撃後

ネットワークの強化
と防止

早期発見と自動レス
ポンス

根本的な原因と学ん
だ教訓

https://aws.amazon.com/detective/
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まとめ

ランサムウェアは進化していますが、 セキュリティの意識の向
上や準備も進化しています。 世界中の政府機関、非営利団体、
企業は、 AWS がインフラストラクチャを強化し、 システムと
データを安全に保つと信じています。 このガイドブックで共有
されている AWS サービスとベストプラクティスを使用して、
AWS 環境でのランサムウェアの可能性と影響を減らすための予
防的な対策を講じることができます。



リソース

AWS のリソース

AWS クラウドセキュリティリソースハブ

AWS クラウドでの NIST CSF との調整

AWS Well-Architected フレームワーク - セキュリティの柱

AWS での脅威検出戦略の構築

AWS セキュリティインシデント対応ガイド

AWS GovCloud (米国 ) リージョン

AWS コンプライアンス

AU.S. 連邦政府のリソース

FBI IC3 - 苦情を申し立てる

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) 
の出版物
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https://aws.amazon.com/security/security-learning/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/NIST_Cybersecurity_Framework_CSF.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Security-Pillar.pdf
https://pages.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/Threat%20Detection_SANS%20and%20AWS%20Marketplace%20whitepaper.pdf
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws_security_incident_response.pdf
https://aws.amazon.com/govcloud-us/
https://aws.amazon.com/compliance/
https://www.ic3.gov/default.aspx
https://www.us-cert.gov/Ransomware
https://www.us-cert.gov/Ransomware


AWS を始めましょう

AWS の基礎を習得し、 AWS コミュニティとつながり、 
認定を受けることで知識を深めましょう。

今すぐ無料アカウントに登録してください。

ご質問などはありますか？

クラウドへの移行がどの段階であっても、 私たちは AWS に関するあらゆる
疑問にお答えし、 支援します。

サインアップ

お問い合わせ
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https://portal.aws.amazon.com/billing/signup?nc2=h_ct&src=header_signup&redirect_url=https%3A%2F%2Faws.amazon.com%2Fregistration-confirmation#/start
https://aws.amazon.com/contact-us/?nc1=f_m
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