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Automation Anywhere 
Enterprise Cloud の 
セキュリティとクラウド運用
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Automation Anywhere Enterprise Cloud の 
セキュリティとクラウド運用
オートメーション・エニウェアのの新しい Enterprise Cloud ソリューションで、
お客様が自動化を安全なパブリック クラウド インフラストラクチャ上で実行し、
そのメリットと柔軟性を最大限に活用できるようになりました。このソリュー
ションには、Enterprise をご利用のお客様がオンプレミスおよびパブリック ク
ラウド上で自動化を実行するためのオプションがすべて備わっています。新し
い Enterprise Cloud ソリューションは、Enterprise Cloud でホストされ統合さ
れた Control Room と Bot 構築サービスに加え、安全な暗号化チャネルを介し
てクラウド接続の Bot Runner ノードをお客様のインフラストラクチャ上に展開
して実行する機能が搭載されています。Enterprise Cloud ソリューションでは、
Enterprise Edition ソリューションと同じ機能が提供されますが、お客様自身がイ
ンフラストラクチャ上に展開する代わりに、オートメーション・エニウェアのク
ラウド運用チームが展開および運用を行います。したがって、お客様は、基盤と
なるクラウド インフラストラクチャの監視やオンデマンドによる拡張を当社のク
ラウド運用チームに任せることができます。これによりお客様は、自動化の作業
負荷の振れ幅が大きい場合でも SLA に沿ったパフォーマンスとビジネスの継続性
を実現する、マルチノードの高可用性インフラストラクチャを活用できるように
なりました。

オートメーション・エニウェアは、データ セキュリティ、信頼性、およびお客様
のデータやプロセスの完全性を非常に真剣に受け止めています。当社のクラウド 
ソリューションは、最高レベルのセキュリティとコンプライアンスを確保するた
めに、厳格な SOC 2 Type 1 に従っています。オートメーション・エニウェアでは、
お客様のデータを確実に保護するために、堅牢で安全な運用サービスを提供して
います。このドキュメントでは、インテリジェント オートメーションをクラウド
で実現する、オートメーション・エニウェアのホスト型サービスのクラウド サー
ビス アーキテクチャ、データ セキュリティおよび運用上の安全対策、物理的な措
置、コンプライアンス認定について説明します。

Automation Anywhere Enterprise Cloud の 
導入アーキテクチャ
Enterprise Edition RPA サービスは、マルチテナント アーキテクチャを介してクラ
ウドに展開されます。マイクロサービス アーキテクチャでは、アプリケーション
をサービスのコレクションとして構造化するために、コンテナーが使用されます。
Kubernetes ワーカー ノードのすべての Control Room インスタンス、IQ Bot イ
ンスタンス、およびデータ ストアは、インターネットに直接アクセスできないプ
ライベート サブネット上のプライベート ネットワークに置かれます。コンテナー
は、意図的にステートレスになっています。テナント データはビジネス ロジック
層を使用して分離され、データへのアクセスはすべて、テナント ID をプライマリ 
データベースのアクセス キーとして使用するように制限されます。ログ記録用の 
MSSQL データベースと Elastic Search クラスターは、保存時に暗号化され、イン
ターネットからはアクセスできないプライベート ネットワーク上に保管されます。

IQ Bot の場合、お客様ごとに個別のデータベース インスタンス、クラウド スト
レージ、および仮想マシンのクラスターを作成する必要があります。
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データの暗号化: お客様のネットワーク上のユーザー (Bot Runner) とのすべて
のトラフィックは、HTTPS + SSL/TLS 1.2 ( ポート 443) を使用して暗号化され、
インテリジェント オートメーション クラウドに送信されます。すべてのセッ
ションは、お客様が自社のネットワークからクラウドに送信セッションを開始
することから始まります。

Enterprise Cloud の Enterprise Control Room と IQ Bot へのアクセスは、アプリ
ケーション ロード バランサー (ALB) を介して、ポート 443 の HTTPS 経由でのみ
行われます。Bot Runner/エージェントは、クラウドにホストされている Control 
Room との Web ソケット接続を開始します。この接続には回復機能が備わって
おり、接続が失われた場合は自動的に再接続されます。接続が失われても、実行
中の Bot には影響ありません。

図 1.  Automation Anywhere Enterprise Cloud ソリューション アーキテクチャ
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転送中のデータを暗号化するだけでなく、ローカル認証情報、アップロードされ
たドキュメント、Bot が使用する一部のランタイム データも、AES-256 で暗号
化された状態で保管されます。データ キーは、RSA-2048 マスター キーで暗号
化されます。すべてのキーは、FIPS 認定プロバイダーによって生成されます。

職務分掌: きめ細かな職務分掌が可能で、アクセスを 1 人に制限することで、不
正や手作業によるエラーを防ぐことができます。個々のタスクへのアクセスを
権限のある担当者のみに制限することで、企業の安全性が高まり、Automation 
Anywhere クラウド プラットフォームを使用した内部管理が可能になります。
管理者はロール作成ウィザードを使用して、Control Room、IQ Bot オブジェ
クト、および各種機能 ( ユーザー管理、ライセンス発行、Credential Vault、Bot 
Runner のセット、Bot のスケジュール設定、Bot の運用/ダッシュボード、監
査ログなど ) に関する許可を設定し、カスタム ロールなどのユーザー特権を簡
単に定義できます。

認証と承認: アクセス制御は Automation Anywhere Enterprise のセキュリティ 
アーキテクチャにより確実に実施されます。ユーザーが認証されると、最小特権
および職務分掌の各基本原則に従って、リソースに対する承認が実施されます。
Automation Anywhere Enterprise のセキュリティ アーキテクチャ内でアクショ
ンを実行するための承認は、ロール ベースのアクセス制御 (RBAC) で構成します。
コンポーネント、インターフェース、すべてのロール/許可の管理など、プラッ
トフォームの全般的な管理は、RPA システム管理者が担います。

オートメーション・エニウェアは、自社のクラウド運用スタッフによるクラウ
ド インフラストラクチャへのアクセスの要求、承認、無効化、および最有効化
を適切に管理しています。クラウド インフラストラクチャ、データベース、お
よびアプリケーションには、業務を遂行するうえでの明確な必要性がある従業
員しかアクセスできません。すべてのアクセス要求は、各個人のロール ベース
のアクセスに基づいて承認されます。また、その後も引き続き業務上必要かど
うかが定期的に再確認されます。

初期設定とアクセス: 購入時にお客様の主要管理者に、アクセス URL、ユーザー名、
および初期パスワードが記載された E メールが送信されます。これにより、セキュ
アにログインし、Control Room の使用を開始できます。

クラウド アクセスの保護: クラウド インフラストラクチャへのアクセスは、仮想
プライベート クラウド (VPC) のルーティング、ファイアウォール ルール、およ
びアプリケーション ファイアウォールで保護されています。各リージョンに対し
てインテリジェントな脅威検知機能が備わっており、DNS ログやプライベート 
ネットワークへの ( およびその内部の ) ネットワーク フロー ログを検査していま
す。アクセスは、すべてのロード バランサーで OWASP Top 10 を対象に含める
よう設定された、WAF で保護されています。

DNS: < お客様の名前 >.my.automationanywhere.digital ドメインをホワイト
リストに登録します。

コンプライアンス: AAI は、SOC2 Type 1 と ISO27001 の準拠に向けて取り組
んでいます。

API: オートメーション・エニウェアは、他社製の自動化ソリューションと統合し、
安全な認証と Bot ライフサイクル管理のオーケストレーションを可能にする API 
を提供しています。

®
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クラウドの運用機能には、運用目的でしかアクセスできません。本番、ステー
ジング、および開発の各環境は、それぞれ異なる AWS アカウントを使用して
設定されます。システム情報に安全にアクセスできるように、RBAC を使用し
てアクセスが制限されており、本番環境およびステージング環境にアクセスで
きるのは承認された運用担当者に限られています。

Automation Anywhere Enterprise Cloud の 
運用 
このセクションでは、Automation Anywhere Enterprise Cloud ソリューションの
提供に使用されている、技術的および組織的な安全対策について説明します。

オートメーション・エニウェアの 
セキュリティ管理
このセクションでは、オートメーション・エニウェアが Enterprise Cloud ソ
リューションのセキュリティを確保し、お客様の関連セキュリティ要件を満た
すために採用している物理的、論理的、および管理上の措置について説明します。
オートメーション・エニウェアは、自社のサービス セキュリティ プログラム
の基礎となる、SOC2 Type 1 認定に向けて取り組んでいます。

オートメーション・エニウェアは、お客様が購入されたサービスの期間中に採
用された措置が当該期間の開始時点でのお客様のコンテンツを保護し続けるこ
とを条件として、以下の措置を変更する権利を有します。

領域 措置

セキュリティ プログラム管理 セキュリティの管理: オートメーション・エニウェアは、クラウド運
用チームのアドバイザーとなり、セキュリティ認定とデータ プライバ
シー管理を行う IT 情報セキュリティおよびデータ プライバシー チー
ムを設けています。このチームのメンバーは全員、毎年セキュリティ
およびプライバシーに関するトレーニングを受けています。

セキュリティ担当者とその責任: お客様のコンテンツにアクセスできる
オートメーション・エニウェアの担当者には、守秘義務があります。

サービス セキュリティ ポリシー: オートメーション・エニウェアで
は、経営幹部によりセキュリティおよび安全の原則が定められてい
ます。ポリシーにより、セキュリティ要件が明確かつ簡潔に定義さ
れています。ポリシー要件を満たすためのプロセスまたは方法は、
基準により定められています。

®
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領域 措置

セキュリティ プログラム管理 製品リスク管理: オートメーション・エニウェアは、クラウド サービ
スに関連した主要な領域のリスクについて評価を実施しています。こ
れには、該当する場合、プライバシー リスク評価、オープンソース 
レビュー、エクスポート管理分析などが含まれますが、これらはあく
までも例に過ぎません。

資産管理 資産の在庫: オートメーション・エニウェアは、サービスの提供に
使用し、自社が管理するシステムおよびサービスの在庫を管理して
います。必要に応じて、指定されたシステム責任者により、在庫の
維持および更新が行われます。

資産およびデータの取り扱い: オートメーション・エニウェアは、
アクセスが適切に制限されるように、お客様のコンテンツを識別お
よび分類します。また、お客様のコンテンツの印刷およびお客様の
コンテンツが含まれる印刷物の廃棄に関しては、制限が設けられて
います。オートメーション・エニウェアの担当者は、お客様のコン
テンツをポータブル デバイスに保存したり、お客様のコンテンツに
リモートでアクセスしたり、自社または提携サービス プロバイダー
が管理する施設以外の場所でお客様のコンテンツを処理したりする
場合、事前に承認を得る必要があります。

アクセス管理 アクセス ポリシー: オートメーション・エニウェアは、お客様のコ
ンテンツにアクセスできる個人の身辺調査とセキュリティ特権の記
録を維持し、最小特権の原則に従っています。

アクセスの承認: オートメーション・エニウェアは、お客様のコンテ
ンツが含まれた自社システムへのアクセスが承認されている担当者の
記録を維持し、更新しています。システムへの新規アクセスは、管理
者によって審査および承認されずに許可されることはありません。ま
た、主要なシステムのユーザー アカウントおよび割り当てられたア
クセス許可を定期的に見直しています。さらに、データおよびリソー
スへのアクセスの承認、変更、取り消しは、特定の担当者によっての
み行われます。オートメーション・エニウェアは、お客様のコンテン
ツが含まれるシステムに複数の個人がアクセスできる場合、それぞれ
が個別の識別/認証情報を使用するようにしています。

最小特権: オートメーション・エニウェアは、職務の遂行に必要な担当
者だけがお客様のコンテンツにアクセスできるよう制限しています。
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領域 措置

アクセス管理 完全性と機密保持: オートメーション・エニウェアは、ユーザーが
席を外す際にコンピューターとデータの安全を確保すること、およ
びライフサイクルを通じてパスワードを他人に特定されないように
保つことを義務付けています。

認証: オートメーション・エニウェアは、情報システムにアクセス
するユーザーの識別と認証に、業界基準の安全措置を採り入れてい
ます。パスワードに基づく認証の場合、パスワードの取り扱いと管
理に関して次のような業界基準の措置がとられています。

• パスワードは、システム要件およびオートメーション・エニウェ
アの基準に従って定期的に更新されます。

• パスワードは、8 文字以上にするなど、長さと複雑さの要件を満
たすことが義務付けられています。

• パスワードを共有することは禁止されています。

• 無効または期限切れになった識別情報が他の個人に付与されるこ
とはありません。

オートメーション・エニウェアは、破損した、または不注意によって
開示されたパスワードを無効にする手続きを定めています。当社は、
侵入テストおよび脆弱性評価を通じて、セキュリティ リスクを監視し
ています ( ただし、これらの措置に限られたものではありません )。

被害の防止 悪意のあるソフトウェア: オートメーション・エニウェアは、ウイル
ス対策ソフトウェア、マルウェア対策ソフトウェア、その他の措置に
より、パブリック ネットワークからのものを含め、悪意のあるソフ
トウェアがお客様のコンテンツに不正にアクセスすることを防止して
います。

物理的および環境上のセキュリティ 
( アクセス制御、可用性制御 )

オートメーション・エニウェアの施設への物理的なアクセス: オー
トメーション・エニウェアの施設へのアクセスは、承認された個人
のみに制限されています。従業員、請負業者、および訪問者には、
ID バッジを着用し、施設内では常に提示することが義務付けられて
ます。オートメーション・エニウェアは、警備員、侵入検知システム、
防犯カメラなど、さまざまな方法で施設の入口を監視しています。

オンボーディング: 新入社員および新規の請負業者は、業務の開始
前に機密保持契約への署名が義務付けられており、新人研修プロセ
スの一環としてセキュリティ意識向上コースを受けています。
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領域 措置

物理的および環境上のセキュリティ 
( アクセス制御、可用性制御 )

ホスト型のデータ センター: オートメーション・エニウェアは、他社
の共同データ センターを使用してサービスを提供する場合、サービ
ス プロバイダーに対して、オートメーション・エニウェアが管理す
る施設の物理的および環境上のセキュリティ要件を満たすか、それを
超えていることを条件としています。最小セキュリティ要件には以下
のものが含まれますが、これらに限られたものではありません。

• 物理的なアクセス制限および保護 ( 認証、ログ、監視など )

• 環境の適切な分離 

• 消火、火災検知、および防火設備

• 空調システム ( 温度、湿度など )

クラウド コンピューティング: パブリック クラウド インフラスト
ラクチャを使用する場合、オートメーション・エニウェアは、ホス
トされるデータ センターへの物理的なアクセスを制御する契約をパ
ブリック クラウド プロバイダーと締結しています。

アプリケーションおよび開発 セキュリティ システムの開発およびメンテナンス: 悪意のある Bot や
不正な Bot を防止するため、既存の開発プロセスにセキュリティ関連
のアクティビティを追加し、安全な SDLC が設けられています。Bot 
ライフサイクル プロセスのステップごとに、さまざまなロールと特権
を持つ別々の管理者によってチェックと認定が行われます。厳格な職
務分掌と多層制御が設計段階で組み込まれているため、デジタル ワー
クフォースの信頼性、拡張性、効率、安全性、コンプライアンスが確
保されています。

このプロセスは、設計のレビュー、脅威のモデル化、手動のコード 
レビュー、スポット チェック、および継続的な侵入テストを担当す
る、専門のセキュリティ エンジニアリング チームによって管理お
よび監視されています。

オートメーション・エニウェアは、内部および外部の両方のセキュ
リティ テスト プログラムを実施しています。内部テストは計画、
開発、およびテストの全段階で行われ、テストを重ねることでより
高い安全性を確保しています。開発およびテストの両段階では、静
的および動的なコード分析を行うためのアプローチも確立されてい
ます。外部テストは本番環境で行われ、「継続的な保証」という概
念に基づいています。

オープンソース管理: オートメーション・エニウェアは、オープン 
ソースのレビューと承認に、ソフトウェア ベースのシステムを使用
しています。さらに、自社のソフトウェア製品を定期的にスキャンお
よび監査し、オープンソース コンプライアンスを確認しています。
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領域 措置

アプリケーションおよび開発 変更管理: オートメーション・エニウェアは、情報システム、テスト、
テストの受け入れ、およびテスト データの使用に関するのセキュリ
ティ要件を満たすため、変更管理手順を設けています。ソフトウェ
アと構成の変更は、標準のチケット システムを使用して管理および
記録されます。

安全な運用 ネットワーク設計: オートメーション・エニウェアは、アクセス管
理ポリシーおよび基準をサービス全体に適用するためのメカニズム 
( お客様のコンテンツへのアクセスに対するネットワーク制御を含
む ) を導入しています。その一例が、必要に応じてインターネット
と内部ネットワークの間に設定され、アクセスや不正なトラフィッ
クを制限するメカニズムを備えた、信頼が確立されていない中間
ゾーンです。

オートメーション・エニウェアは、ネットワーク アクセスに対して、
スタックを各層で制御するレイヤー アプローチを採用しています。
当社は仮想プライベート クラウド (VPC) のルーティング、ファイア
ウォール ルール、暗号化テクノロジー、必要性に応じたアクセスに
より、機密性の高いネットワークへのアクセスを制御しています。機
密性の高いネットワークにスタッフがアクセスするには、デバイス証
明書、多要素認証、およびプロキシの使用が必要となります。

イベント ログ: 一部のサービスでは、Enterprise Cloud ソリューショ
ンを運用するためにオートメーション・エニウェアがログを収集する
ことがあります。このログには、アクセス ID、時刻、認証の許可ま
たは拒否のステータス、トレースやクラッシュ ファイルなどの診断
データ、およびその他の関連アクティビティが含まれる場合がありま
す。ログは、(i) サービスおよび関連分析結果を提供、保護、管理、測定、
および改善するため、(ii) サポート目的でお客様およびユーザーの指
示に応じて、または、(iii) オートメーション・エニウェアのポリシー、
適用される法律、規制、政府の要請に従って使用されます。これには、
サービスおよび関連コンポーネントのパフォーマンス、安定性、使用
状況、およびセキュリティの監視も含まれる場合があります。お客様
は、この監視を阻止または妨害することはできません。上記の目的の
ために、オートメーション・エニウェアは他社により収集された情報
をログに補足する場合があります。
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インシデント管理 インシデントへの対応: オートメーション・エニウェアは、自社が
管理するネットワークやシステム、またはお客様のコンテンツに影
響を与えるセキュリティおよび安全インシデントへの対処、これら
の分析、修復、およびこれらに関する情報の伝達を目的とした、イ
ンシデント対応プログラムを設けています。

インシデントの通知: オートメーション・エニウェアが、自社の管理
下にあるお客様のコンテンツにセキュリティ インシデントが発生し
たと判断した場合、適用される法に基づきお客様に通知されます。

インシデントの記録: オートメーション・エニウェアは、インシデン
トの説明、期間、結果、報告者の名前、インシデントの報告先、およ
びデータとサービスを復元するための手順 ( 該当する場合 ) が記録さ
れた、既知のセキュリティ インシデントの記録を保管しています。

ベンダー管理 オンボーディング: オートメーション・エニウェアは、お客様のコン
テンツやお客様のコンテンツを処理するサービスのコンポーネント
にアクセスできるサービス プロバイダーに対し、セキュリティ評価
を実施しています。当社はサービスに携わるサービス プロバイダー
に対し、各社の提供するサービスがこのセクションに記載された、
該当サービスに適用されるセキュリティ レベルに準拠していること
を義務付けています。サービス プロバイダーが GDPR の対象となる
お客様の個人データにアクセスし、その後、欧州連合以外の場所に
転送する場合、プライバシー シールド、または標準契約条項に従う
ことが義務付けられています。オートメーション・エニウェアは、サー
ビスに関連する機密性とリスクに基づいて定期的にサービス プロバ
イダーの評価を行っています。

オフボーディング: サービス プロバイダーはサプライヤー関係が終
了した時点で、自社の所有するお客様のコンテンツをすべて返却す
るか、お客様のコンテンツがすべて安全に破棄されたことを証明す
ることが義務付けられています。
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ビジネス継続性と災害復旧 ビジネス継続性: オートメーション・エニウェアは、お客様のコン
テンツを処理する自社の情報システムがホストされているインフラ
ストラクチャに対し、緊急時の対応策を設けています。

災害復旧: 災害時にデータを復元できるようにバックアップが作成
されています。本番データ センターは可用性の高い設計になってお
り、ネットワークおよびコンピューティング インフラストラクチャ
には高い回復力が備わっています。まれに、復旧するまでサービス
に影響が生じる場合があります。オートメーション・エニウェアの
冗長ストレージ、バックアップ ポリシー、およびデータの復元手順
は、お客様のコンテンツを元の状態または最後に複製された状態に
戻せるように設計されています。

セキュリティに関するお客様の責任 サービスの一部として明示的に含まれていないセキュリティの管理
は、お客様の責任となります。これには、オートメーション・エニ
ウェアによるお客様のコンテンツへのアクセスを、お客様がサービ
スのサポートを受けるために必要な範囲に制限することも含まれま
す。また、自社のネットワークおよびコンピューティング機器を監
視および保護するなど、お客様のネットワークとサービス コンポー
ネントへの干渉を防ぐことも含まれます。

お客様のコンテンツのダウンロード: 必要に応じて、サービス
の期間中および終了時の両方において、Automation Anywhere 
Enterprise はデフォルトで転送中のデータを暗号化 (HTTPS) し、保
存中のデータも暗号化されます。詳細については、サービスの製品
ドキュメントをご参照ください。お客様には、適切なブラウザを使
用する責任があります。

データ保護 ( 可用性制御、伝送制御 ) フェールオーバー手順: オートメーション・エニウェアは、お客様
のコンテンツを処理するプライマリ インフラストラクチャとは異な
る場所にお客様のコンテンツのコピーを保存するなど、お客様のコ
ンテンツの可用性が失われないようにするための対処策を採り入れ
ています。

境界を越えたデータ移動: オートメーション・エニウェアは、サー
ビスの一環としてパブリック ネットワークを介してお客様のコンテ
ンツが送信される場合、コンテンツを暗号化するか、お客様がコン
テンツを暗号化できるようにしています。

データの暗号化 オートメーション・エニウェアは、業界標準の暗号化テクノロジーを使
用し、お客様のデータがお客様のネットワークと対象となるクラウド 
サービスの間で確実に暗号化されるようにしています。ユーザーとの間
のすべてのトラフィック (Bot マネージャー ) は、HTTPS + SSL/TLS 1.2 
( ポート 443) を使用して暗号化され、インテリジェント オートメーショ
ン クラウドの環境に送信されます。
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データの保持 Automation Anywhere Enterprise Cloud ソリューションは、お客
様のデータ、構成 (Bot)、IQ Bot データ、およびほとんどのログを、
お客様のサブスクリプション終了後 30 日間保持します。ログ ファ
イルは、お客様のサブスクリプション終了後 180 日以内に削除され
ます。

データの利用 オートメーション・エニウェアは、通常、お客様のデータを見るこ
とはできません。トラブルシューティングおよび問題の解決のため
にサポート サービスによって実際のデータにアクセスする必要があ
る場合、サポート担当者は適切な許可を得たうえでこれらのデータ
にアクセスします。

Automation Anywhere  
Enterprise Cloud

オートメーション・エニウェアのラウド運用チームは、SLA (< ここに
リンクを挿入 >) に従ってサービスを運用、拡張、サポートするために、
導入システムの運用パフォーマンスを監視しています。


