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CloudTrail の仕組み

AWS CloudTrail とは?
AWS CloudTrail は、AWS アカウントの運用とリスクの監査、ガバナンス、コンプライアンスを行え
るように支援する AWS のサービスです。ユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行
されたアクションは、CloudTrail にイベントとして記録されます。イベントには、AWS Management 
Console、AWS Command Line Interface、および AWS SDK と API で実行されたアクションが含まれま
す。

CloudTrail は、アカウント作成時にその AWS アカウントで有効になります。AWS アカウントでアクティ
ビティが発生した場合、そのアクティビティは CloudTrail イベントに記録されます。CloudTrail コンソー
ルで、[イベント履歴] に移動して簡単に最近のイベントを表示できます。AWS アカウント内のアクティ
ビティやイベントを継続的に記録するには、イベントデータストアを作成 (p. 170)するか、証跡を作
成 (p. 85)してください。CloudTrail の料金の詳細については、「AWS CloudTrail の料金」を参照して
ください。

AWS アカウントアクティビティの可視性は、セキュリティと運用のベストプラクティスにおける重要な
側面です。CloudTrail を使用することで、AWS インフラストラクチャ全体のアカウントアクティビティを
表示、検索、ダウンロード、アーカイブ、分析し、それに対応できます。アクションを実行したユーザー
やアプリケーション、対象のリソース、イベントの発生日時、およびその他の詳細情報を識別して、AWS 
アカウントのアクティビティの分析と対応に役立てることができます。必要に応じて、証跡上で AWS 
CloudTrail Insights を有効にして、異常なアクティビティを特定して対応することができます。

API を使用して CloudTrail をアプリケーションに統合したり、組織用の証跡の作成を自動化したり、作成
したイベントデータストアや証跡のステータスを確認したり、CloudTrail イベントをユーザーが表示する
方法を制御したりすることもできます。

トピック
• CloudTrail の仕組み (p. 1)
• CloudTrail ワークフロー (p. 4)
• CloudTrail のコンセプト (p. 6)
• CloudTrail がサポートされているリージョン (p. 18)
• CloudTrail ログファイルの例 (p. 20)
• CloudTrail がサポートされているサービスと統合 (p. 26)
• AWS CloudTrail のクォータ (p. 43)

CloudTrail の仕組み
CloudTrail は、アカウント作成時にその AWS アカウントで有効になります。AWS アカウントでアクティ
ビティが発生した場合、そのアクティビティは CloudTrail イベントに記録されます。CloudTrail コンソー
ルの [イベント履歴] から、AWS リージョン で記録された過去 90 日間の API アクティビティ (管理イベン
ト) を確認することができます。

AWS アカウント 内のイベントを継続的に記録するには、イベントデータストアを作成するか、証跡を作
成してください。証跡は、CloudTrail 管理、データ、および Insights イベントを記録します。イベント
データストアは、CloudTrail の管理およびデータイベント、AWS Config 設定項目、AWS Audit Manager 
エビデンス、統合からの非 AWS イベントを記録できます。

CloudTrail の使用を開始するには、「AWS CloudTrail の開始方法のチュートリアル (p. 47)」を参照し
てください。

CloudTrail の料金については、「AWS CloudTrail 料金」を参照してください。Amazon S3 および Amazon 
SNS の料金については、「Amazon S3 の料金」および「Amazon SNS の料金」を参照してください。

トピック
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イベント履歴

• イベント履歴 (p. 2)
• CloudTrail Lake とイベントデータストア (p. 2)
• CloudTrail 証跡 (p. 3)
• CloudTrail チャネル (p. 4)

イベント履歴
CloudTrail コンソールで、[イベント履歴] に移動して簡単に管理イベントを表示できます。[イベント履歴]
は、AWS リージョン で過去 90 日間に記録された API アクティビティ (管理イベント) に関する表示、検
索、およびダウンロードが可能で、変更不可能な記録を提供します。イベント履歴内のイベントは、単一
の属性でイベントをフィルタリングすることによって検索できます。詳細については、「CloudTrail イベ
ント履歴でのイベントの表示」を参照してください。

CloudTrail Lake とイベントデータストア
CloudTrail Lake イベントデータストアを作成して、AWS リソースの変更に対するアーカイブ、分析、
および応答を実行できます。イベントはイベントデータストアに集約されます。イベントデータストア
は、高度なイベントセレクタ (p. 272)を適用することによって選択する条件に基いた、イベントのイ
ミュータブルなコレクションです。イベントデータは、イベントデータストアに最大 7 年間 (2557 日) 保
持できます。

イベントデータストアを作成して、CloudTrail の管理およびデータイベント、AWS Config 設定項
目、AWS Audit Manager エビデンス、非 AWS イベントなどを収集することができます。イベントデー
タストアは、コンソール、AWS CLI または CloudTrail API を使用して作成することができます。コン
ソールを使用したイベントデータストアの作成方法に関する詳細は、「イベントデータストアを作成す
る (p. 170)」を参照してください。AWS CLI を使用したイベントデータストアの作成方法に関する詳細
は、「AWS CLI を使用した CloudTrail Lake の管理 (p. 223)」を参照してください。

CloudTrail Lake では、統合の作成によって、オンプレミスまたはクラウドでホストされている社内アプリ
ケーションや SaaS アプリケーション、仮想マシン、コンテナなど、ハイブリッド環境内のあらゆるソー
スを含む、AWS の外部のアプリケーションからのイベントをログに記録できます。ユーザーは、12 を超
えるパートナーとの統合を作成して、AWS 外部で発生したイベントをイベントデータストアにログ記録で
きます。統合を作成するには、まずイベントが配信されるチャネルを設定します。CloudTrail Lake を使用
すると、複数のログアグリゲータやレポートツールを維持することなく、これらのデータに対して保存、
アクセス、分析、トラブルシューティング、およびアクションを実行できます。

イベントデータストアは、現在の AWS リージョン、または AWS アカウント内のすべての AWS リージョ
ン からのイベントをログに記録します。AWS 外部からの [統合] イベントのログ記録に使用するイベント
データストアは、シングルリージョン専用である必要があり、マルチリージョンのイベントデータストア
には設定できません。

イベントデータストアを作成した後に変更する場合は、update-event-data-store コマンドを実行する
か、CloudTrail Lake コンソールを使用します。

AWS Organizations で組織を作成した場合は、その組織内のすべての AWS アカウントにおけるすべての
イベントをログに記録する組織のイベントデータストアを作成できます。組織のイベントデータストア
を、すべての AWS リージョンまたは現在のリージョンに適用できます。組織のイベントデータストアは
管理アカウントまたは委任された管理者アカウントで作成する必要があり、組織への適用として指定し
た場合は、組織内のすべてのメンバーアカウントに自動的に適用されます。メンバーアカウントは、組
織のイベントデータストアを表示することも、これを変更または削除することもできません。デフォル
トでは、メンバーアカウントは組織のイベントデータストアのログファイルにアクセスできず、組織のイ
ベントデータストアに対してクエリを実行することもできません。組織のイベントデータストアを使用し
て、AWS 外からイベントを収集することはできません。

CloudTrail Lake の使用を開始する方法についての詳細は、このガイドの「AWS CloudTrail Lake の使
用 (p. 167)」を参照してください。
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CloudTrail 証跡
CloudTrail 証跡を作成して、AWS リソースの変更に対してアーカイブ、分析、および応答を実行できま
す。証跡は、CloudTrail 管理イベント、データイベント、および Insights イベントを記録できます。

証跡とは、指定した Amazon S3 バケットにイベントを配信できる設定のことです。Amazon CloudWatch 
Logs および Amazon EventBridge を使用して、証跡のイベントを配信および分析することもできま
す。CloudTrail コンソール、AWS CLI、または CloudTrail API で証跡を作成できます。

AWS アカウントの 2 種類の証跡を作成できます。

すべてのリージョンに適用される証跡

すべてのリージョンに適用される証跡を作成すると、CloudTrail は、各リージョンでイベントを記録
し、指定した S3 バケットに CloudTrail イベントログファイルを配信します。すべてのリージョンに
適用される証跡を作成した後でリージョンを追加した場合、その新しいリージョンは自動的に含ま
れ、そのリージョンのイベントがログに記録されます。マルチリージョンの証跡を作成すると、アカ
ウント内のすべてのリージョンでのアクティビティを把握できるため、推奨されるベストプラクティ
スとなります。CloudTrail コンソールを使用して作成する証跡はすべてマルチリージョンになりま
す。AWS CLI を使用すると、単一のリージョンの証跡を更新し、すべてのリージョンをログに記録で
きます。詳細については、コンソールでの証跡の作成 (基本的なイベントセレクタ) (p. 86) および 1 
つのリージョンに適用される証跡を変換してすべてのリージョンに適用 (p. 110) を参照してくださ
い。

1 つのリージョンに適用される証跡

1 つのリージョンに適用される証跡を作成すると、CloudTrail はそのリージョンでのみイベントを
記録します。次に、指定した Amazon S3 バケットに CloudTrail イベントログファイルが渡されま
す。AWS CLI を使用する際は、単一のリージョンの証跡のみを作成することができます。追加の単
一の証跡を作成した場合、同じ Amazon S3 バケットまたは別のバケットに CloudTrail イベントロ
グファイルを配信する証跡を持つことができます。これは、AWS CLI または CloudTrail API を使用
して証跡を作成するときのデフォルトのオプションです。詳細については、「AWS Command Line 
Interface で証跡を作成、更新、管理する (p. 106)」を参照してください。

Note

どちらのタイプの証跡でも、任意のリージョンから Amazon S3 バケットを指定できます。

2019 年 4 月 12 日以降、証跡は、イベントをログに記録する AWS リージョンでのみ表示することがで
きます。すべての AWS リージョンのイベントをログに記録する証跡を作成すると、すべての AWS リー
ジョンのコンソールに表示されます。単一の AWS リージョン内のイベントのみをログ記録する証跡を作
成した場合は、その AWS リージョン内でのみ、それを表示および管理できます。

AWS Organizations で組織を作成した場合は、その組織内のすべての AWS アカウントにおけるすべての
イベントをログに記録する組織の証跡を作成できます。組織の証跡は、すべての AWS リージョンまたは
現在のリージョンに適用できます。組織の証跡は管理アカウントまたは委任された管理者アカウントで作
成する必要があり、組織への適用として指定されている場合は、組織内のすべてのメンバーアカウントに
自動的に適用されます。メンバーアカウントは組織の証跡を表示できますが、これを変更または削除する
ことはできません。デフォルトでは、メンバーアカウントは Amazon S3 バケット内にある組織の証跡の
ログファイルにアクセスできません。

証跡の作成後に、1 つのリージョンまたはすべてのリージョンでイベントを記録するかどうかを含めて、
設定を変更できます。単一リージョンの証跡を全リージョンの証跡に変更する、またはその逆に変更する
には、AWS CLI update-trail (p. 109) コマンドを実行します。また、データまたは CloudTrail Insights イ
ベントのログを記録するかどうかも変更できます。証跡で 1 つのリージョンのイベントを記録するか、す
べてのリージョンのイベントを記録するかの変更により、記録されるイベントに影響があります。詳細に
ついては、「AWS CLI を使用して証跡を管理する (p. 112)」(AWS CLI) および「CloudTrail ログファイ
ルの使用 (p. 247)」を参照してください。

Version 1.0
3



AWS CloudTrail ユーザーガイド
CloudTrail チャネル

デフォルトでは、Amazon S3 のサーバー側の暗号化 (SSE) を使用して、証跡からの CloudTrail イベン
トログファイルが暗号化されます。ログファイルを AWS Key Management Service (AWS KMS) キー
で暗号化する選択もできます。 バケットにログファイルを任意の期間、保存することができます。ま
た、Amazon S3 ライフサイクルのルールを定義して、自動的にログファイルをアーカイブまたは削除する
こともできます。ログファイルの配信と確認に関する通知が必要な場合は、Amazon SNS 通知を設定でき
ます。

CloudTrail は、ログファイルを 1 時間に複数回、約 5 分ごとに発行します。これらのログファイルに
は、CloudTrail をサポートするアカウントのサービスからの API コールが含まれています。詳細について
は、「CloudTrail がサポートされているサービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

Note

CloudTrail は、通常、API コールから平均 5 分以内にログを配信します。この時間は保証されま
せん。詳細については、「AWS CloudTrail サービスレベルアグリーメント」をご覧ください。
CloudTrail は、ユーザーまたは AWS のサービスによりユーザーに代わって直接行われたアク
ションをキャプチャします。例えば、AWS CloudFormation CreateStack コールは、AWS 
CloudFormation テンプレートの必要に応じて Amazon EC2、Amazon RDS、Amazon EBS また
はその他のサービスへ追加の API コールが発生する場合があります。この動作は正常であり、想
定されています。CloudTrail イベントの invokedby フィールドを使用して、AWS のサービスに
よってアクションが行われたかどうかを確認できます。

CloudTrail チャネル
CloudTrail は次の 2 つのタイプのチャネルをサポートしています。

CloudTrail Lake と AWS の外部のイベントソースを統合するためのチャネル

CloudTrail Lake は、チャネルを使用して、CloudTrail と連携している外部パートナーまたは独自の
ソースから、AWS 以外のイベントを CloudTrail Lake に取り込みます。チャネルを作成するときは、
チャネルソースから送信されるイベントを保存するイベントデータストアを 1 つまたは複数選択しま
す。宛先イベントデータストアがアクティビティイベントをログ記録するように設定している間は、
必要に応じてチャネルの宛先イベントデータストアを変更できます。外部パートナーからのイベント
用のチャネルを作成するときは、パートナーまたはソースアプリケーションにチャネル ARN を提供
します。チャネルにアタッチされたリソースポリシーにより、ソースはチャネルを介してイベントを
送信できます。詳細については、「AWS CloudTrail API リファレンス」の「AWS 外のイベントソー
スとの統合を作成する (p. 183)」および「CreateChannel」を参照してください。

サービスにリンクされたチャネル

AWS サービスは、サービスにリンクされたチャネルを作成して、ユーザーに代わって CloudTrail イ
ベントを受信できます。サービスにリンクされたチャネルを作成する AWS サービスは、チャネルの
高度なイベントセレクタを設定し、チャネルをすべてのリージョンに適用するか、単一のリージョン
に適用するかを指定します。

AWS CLI の使用で、AWS サービスによって作成された CloudTrail サービスにリンクされた、チャネ
ルに関する情報を表示できます。詳細については、「AWS CLI を使用して CloudTrail のサービスにリ
ンクされたチャネルを表示します (p. 164)」を参照してください。

CloudTrail ワークフロー
AWS アカウントのイベント履歴の表示

CloudTrail コンソールまたは AWS CLI を使用して、CloudTrail によって記録された過去 90 日間の
イベントを表示および検索できます。詳細については、「CloudTrail Event 履歴でのイベントの表
示 (p. 57)」を参照してください。
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イベントのダウンロード

AWS アカウントの過去 90 日までの CloudTrail イベントを含む CSV ファイルまたは JSON ファイル
をダウンロードできます。詳細については、「イベントのダウンロード (p. 61)」または「Insights 
イベントのダウンロード (p. 76)」を参照してください。

CloudTrail の有効化

CloudTrail Lake を使用すると、AWS ソースと AWS の外部にあるソースの両方からのイベントに対
して、きめ細かい SQL ベースのクエリを実行できます。イベントはイベントデータストアに集約され
ます。イベントデータストアは、高度なイベントセレクタ (p. 272)を適用することによって選択する
条件に基いたイベントのイミュータブルなコレクションです。イベントデータは、イベントデータス
トアに最大 7 年間保持できます。CloudTrail Lake は、セキュリティ関連の調査とトラブルシューティ
ングを実行するために役立つ監査ソリューションの一部です。詳細については、「AWS CloudTrail 
Lake の使用 (p. 167)」を参照してください。

証跡イベントを CloudTrail Lake にコピーします

既存の証跡イベントを CloudTrail Lake イベントデータストアにコピーして、証跡に記録されたイベ
ントのポイントインタイムスナップショットを作成できます。詳細については、「証跡イベントを 
CloudTrail Lake にコピー (p. 149)」を参照してください。

CloudTrail Lake のクエリ結果を Amazon S3 バケットに保存する

クエリの実行後に、クエリ結果をS3 バケットに保存できます。詳細については、「クエリを実行し、
クエリ結果を保存する (p. 209)」を参照してください。

保存されたクエリ結果のダウンロード

保存された CloudTrail Lake クエリ結果を含む CSV ファイルをダウンロードできます。詳細について
は、「CloudTrail Lake の保存済みクエリ結果をダウンロードする (p. 212)」を参照してください。

証跡の作成

証跡により、CloudTrail はログファイルをお客様の Amazon S3 バケットに配信できます。デフォ
ルトでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべてのリージョンに適用されます。証
跡では、AWS パーティションのすべてのリージョンからのイベントがログに記録され、指定し
た S3 バケットにログファイルが配信されます。詳細については、「AWS アカウント の証跡の作
成 (p. 84)」を参照してください。

Amazon SNS トピックを作成してサブスクライブする

バケットへのログファイルの配信に関する通知を受信するにはトピックを受信登録します。Amazon 
SNS は、Amazon Simple Queue Service でのプログラムによる通知を含む複数の方法で通知できま
す。詳細については、CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定 (p. 157)を参照してください。

Note

すべてのリージョンからのログファイルの配信に関する SNS 通知を受信する場合は、証跡
の SNS トピックを 1 つだけ指定します。すべてのイベントをプログラムで処理する場合は、
「CloudTrail Processing Library の使用 (p. 358)」を参照してください。

ログファイルの表示

ログファイルを取得するには Amazon S3 を使用します。詳細については、CloudTrail ログファイルの
取得と表示 (p. 155)を参照してください。

ユーザーアクセス許可の管理

AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して、証跡の作成、設定、または削除、ログ記録
の開始と停止、およびログファイルを持つバケットへのアクセスの権限をどのユーザーが持つかを管
理します。詳細については、「CloudTrail のユーザーアクセス権限のコントロール  (p. 159)」を参
照してください。

CloudWatch Logs でのイベントのモニタリング

CloudWatch Logs にイベントを送信するように証跡を設定できます。CloudWatch Logs を使用して、
アカウントで特定の API コールとイベントをモニタリングできます。詳細については、「Amazon 
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CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルをモニタリングする (p. 295)」を参照してくださ
い。

Note

すべてのリージョンに適用される証跡を、イベントを CloudWatch Logs ロググループに送信
するように設定した場合、CloudTrail はすべてのリージョンからのイベントを単一のロググ
ループに送信します。

ログ管理とデータイベント

読み取り専用、書き込み専用、またはすべての管理およびデータイベントをログに記録するように
証跡を設定します。デフォルトでは、証跡は管理イベントをログに記録します。詳細については、
「CloudTrail ログファイルの使用 (p. 247)」を参照してください。

CloudTrail インサイトイベントのログ記録

write 管理 API コールに関連する異常なアクティビティを特定して応答できるように、インサイトイ
ベントを記録するように証跡を設定します。読み取り専用の管理イベントを記録するか、管理イベン
トを記録しないように証跡が設定されている場合、CloudTrail インサイトイベントログを有効にでき
ません。詳細については、「証跡の Insights イベントの記録 (p. 285)」を参照してください。

ログ暗号化の有効化

ログファイルの暗号化は、ログファイルに追加のセキュリティレイヤーを提供します。詳細について
は、「AWS KMS キーによる CloudTrail ログファイルの暗号化 (SSE-KMS) (p. 419)」を参照してく
ださい。

ログファイルの整合性の実現

ログファイルの整合性の検証により、CloudTrail によって配信されてからログファイルが変更されて
いないことを確認できます。詳細については、「CloudTrail ログファイルの整合性の検証 (p. 338)」
を参照してください。

他の AWS アカウントとのログファイルの共有

アカウント間でログファイルを共有することができます。詳細については、「AWS アカウント間での 
CloudTrail ログファイルを共有する (p. 328)」を参照してください。

複数のアカウントからのログの集約

複数のアカウントからのログファイルを単一のバケットに集約できます。詳細については、「複数の
アカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る (p. 320)」を参照してください。

委任された管理者を登録して、組織の CloudTrail リソースを管理する

委任された管理者を登録して、組織の CloudTrail 証跡とイベントデータストアを管理できます。詳細
については、「組織の委任された管理者 (p. 368)」を参照してください。

パートナーソリューションの使用

CloudTrail と統合されたパートナーソリューションで CloudTrail 出力を分析します。パートナーソ
リューションでは、変更の追跡、トラブルシューティング、セキュリティ分析などの幅広い機能セッ
トが提供されます。詳細については、「AWS CloudTrail パートナーページ」を参照してください。

CloudTrail のコンセプト
このセクションでは、CloudTrail に関連する概念について簡単に説明します。

目次
• CloudTrail イベントとは (p. 7)

• 管理イベントとは (p. 7)
• データイベントとは (p. 8)
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• Insights イベントとは (p. 11)
• CloudTrail イベント履歴とは (p. 12)
• 証跡とは (p. 12)
• 組織の証跡とは (p. 12)
• CloudTrail の管理方法 (p. 12)

• CloudTrail コンソール (p. 12)
• CloudTrail CLI (p. 13)
• CloudTrail API (p. 13)
• AWS SDK (p. 13)
• 証跡タグを使用する理由とは (p. 13)

• CloudTrail へのアクセスを制御する方法 (p. 13)
• 管理イベントとデータイベントをログに記録する方法 (p. 14)
• CloudTrail Insights イベントの記録方法 (p. 14)
• CloudTrail でログに記録されたイベントに関して複雑なクエリ実行する方法 (p. 14)
• CloudTrail でモニタリングを実行する方法 (p. 14)

• CloudWatch Logs、EventBridge、CloudTrail (p. 14)
• CloudTrail のリージョン内動作とグローバル動作 (p. 15)

• 証跡をすべてのリージョンに適用することの利点 (p. 15)
• 証跡をすべてのリージョンに適用した場合に起こること (p. 15)
• 1 リージョンに対する複数の証跡 (p. 16)
• AWS Security Token Service および CloudTrail (p. 16)

• グローバルサービスイベント (p. 16)
• CloudTrail とその他の AWS モニタリングサービスの関連性 (p. 17)
• パートナーソリューション (p. 18)

CloudTrail イベントとは
CloudTrail イベントは、AWS アカウントのアクティビティのレコードです。このアクティビティは、IAM 
アイデンティティによるアクション、または CloudTrail が監視するサービスです。CloudTrail イベント
は、AWS Management Console、AWS SDK、コマンドラインツール、およびその他の AWS のサービ
スを通じて行われた API アカウントアクティビティおよび API 以外のアカウントアクティビティの両
方の履歴を提供します。CloudTrail には、3 種類の記録可能なイベント (管理イベント、データイベン
ト、CloudTrail Insights イベント) があります。デフォルトでは、証跡にはすべての管理イベントが記録さ
れますが、データイベントまたは Insights イベントは記録されません。

すべてのイベントタイプで、CloudTrail JSON ログ形式が使用されます。
Note

CloudTrail はすべて AWS サービスとすべてのイベントをログに記録しません。特定のサービス
で記録されている API の詳細情報については、「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」で該当サービスのドキュメントを参照してください。

管理イベントとは
管理イベントでは、AWS アカウントのリソースで実行される管理オペレーションについての情報が得られ
ます。これらのイベントは、コントロールプレーンオペレーションとも呼ばれます。管理イベントには、
次のようなものがあります。

• セキュリティグループの設定 (例: AWS Identity and Access Management AttachRolePolicy API オペ
レーション)。
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• デバイスの登録 (例: Amazon EC2 CreateDefaultVpc API オペレーション)。
• データをルーティングするルールの設定 (例: Amazon EC2 CreateSubnet API オペレーション)。
• ログ記録の設定 (例: AWS CloudTrail CreateTrail API オペレーション)。

管理イベントは、アカウントで発生する非 API イベントを含む場合もあります。例えば、ユーザーが
アカウントにサインインすると、CloudTrail は ConsoleLogin イベントをログに記録します。詳細に
ついては、「CloudTrail によってキャプチャされる API 以外のイベント (p. 467)」を参照してくださ
い。CloudTrail が AWS のサービスについてログに記録する管理イベントの一覧については、「CloudTrail 
がサポートされているサービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

データイベントとは
データイベントでは、リソース上またはリソース内で実行されたリソースオペレーションについての情
報が得られます。これらのイベントは、データプレーンオペレーションとも呼ばれます。データイベント
は、多くの場合、高ボリュームのアクティビティです。

証跡およびイベントデータストアで使用できるデータイベントタイプは、以下の表のとおりです。[データ
イベントタイプ (コンソール)] 列には、コンソールで有効な選択項目が表示されます。[リソースタイプ] 列
には指定した resources.Type 値が表示され、そのタイプのデータイベントが証跡またはイベントデー
タストアに記録されます。

証跡の場合、基本または高度イベントセレクタを使用して、Amazon S3 バケットおよびバケットオブジェ
クト、Lambda 関数、DynamoDB テーブル (表の最初の 3 行に表示) のデータイベントを記録できます。残
りの行に表示されるデータイベントタイプをログに記録するには、高度イベントセレクタのみを使用でき
ます。

イベントデータストアの場合、データイベントを含めるには、詳細イベントセレクタのみを使用できま
す。

AWS のサービ
ス

説明 データイベン
トタイプ (コン
ソール)

resources.Type

Amazon 
DynamoDB

Amazon DynamoDB 
オブジェクトレベルの 
API アクティビティ (例:
PutItem、DeleteItem、UpdateItem
API オペレーショ
ン)。DynamoDB イベ
ントの詳細について
は、「CloudTrail の 
DynamoDB データプ
レーンイベント」を参
照してください。

DynamoDB AWS::DynamoDB::Table

AWS Lambda AWS Lambda 関数の
実行アクティビティ 
(Invoke API)。

Lambda AWS::Lambda::Function

Amazon S3 バケットおよびバケッ
ト内オブジェクトに対
する Amazon S3 オブ
ジェクトレベルの API 
アクティビティ (例:
GetObject、DeleteObject、PutObject
API オペレーション)。

S3 AWS::S3::Object
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AWS のサービ
ス

説明 データイベン
トタイプ (コン
ソール)

resources.Type

AWS 
CloudTrail

外部からの AWS イ
ベントをログに記録
するために使用され
る CloudTrail Lake 
チャネル (p. 183)
での CloudTrail
PutAuditEvents アク
ティビティ。

CloudTrail AWS::CloudTrail::Channel

Amazon 
Cognito

Amazon Cognito アイデ
ンティティプール に対
する Amazon Cognito 
API アクティビティ。

Cognito アイデ
ンティティプー
ル

AWS::Cognito::IdentityPool

Amazon 
DynamoDB

ストリームに対する
Amazon DynamoDB API 
アクティビティ

DynamoDB 
Streams

AWS::DynamoDB::Stream

Amazon Elastic 
Block Store

Amazon EBS ス
ナップショットの
PutSnapshotBlock、GetSnapshotBlock、
および
ListChangedBlocks
などの Amazon Elastic 
Block Store (EBS) ダイ
レクト API。

Amazon EBS 
ダイレクト API

AWS::EC2::Snapshot

Amazon 
FinSpace

環境に対する Amazon 
FinSpace API アクティ
ビティ。

FinSpace AWS::FinSpace::Environment
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AWS のサービ
ス

説明 データイベン
トタイプ (コン
ソール)

resources.Type

AWS Glue Lake Formation によっ
て作成されたテーブル
に対する AWS Glue API 
アクティビティ。

Note

テーブルの 
AWS Glue デー
タイベントは
現在、次のリー
ジョンでのみサ
ポートされてい
ます。

• 米国東部 
(バージニア
北部)

• 米国東部 (オ
ハイオ)

• 米国西部 (オ
レゴン)

• 欧州 (アイル
ランド)

• アジアパシ
フィック (東
京) リージョ
ン

Lake Formation AWS::Glue::Table

Amazon 
GuardDuty

検出器 に対する 
Amazon GuardDuty API 
アクティビティ。

GuardDuty 
ディテクター

AWS::GuardDuty::Detector

Amazon 
Kendra インテ
リジェントラン
キング

リスコア実行プラン に
対する Amazon Kendra 
Intelligent Ranking API 
アクティビティ。

Kendra 
Ranking

AWS::KendraRanking::ExecutionPlan

Amazon 
Managed 
Blockchain

eth_getBalance や
eth_getBlockByNumber
などの Ethereum ノー
ドに対する Amazon 
Managed Blockchain
JSON-RPC コール。

Managed 
Blockchain

AWS::ManagedBlockchain::Node

Amazon 
SageMaker

特徴ストアに対する 
Amazon SageMaker API 
アクティビティ

SageMaker 
Feature Store

AWS::SageMaker::FeatureGroup

Amazon 
SageMaker

実験トライアルコン
ポーネントに対する 
Amazon SageMaker API 
アクティビティ。

SageMaker メ
トリクス実験
トライアルコン
ポーネント

AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
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AWS のサービ
ス

説明 データイベン
トタイプ (コン
ソール)

resources.Type

Amazon S3 アクセスポイントに対
する Amazon S3 API ア
クティビティ。

S3 アクセスポ
イント

AWS::S3::AccessPoint

Amazon S3 CompleteMultipartUpload
や GetObject へのコー
ルなどの Amazon S3 
Object Lambda アクセ
スポイント API アク
ティビティ。

S3 Object 
Lambda

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint

Amazon S3 on 
Outposts

Amazon S3 on Outposts
オブジェクトレベルの 
API アクティビティ。

S3 Outposts AWS::S3Outposts::Object

証跡またはイベントデータストアの作成時、デフォルトでは、データイベントは記録されませ
ん。CloudTrail データイベントを記録するには、アクティビティを収集する、サポート対象のリソースま
たはリソースタイプを明示的に追加する必要があります。詳細については、証跡の作成 (p. 85) および
CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成する (p. 170) を参照してください。

データイベントのログ記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「AWS 
CloudTrail 料金」を参照してください。

Insights イベントとは
CloudTrail Insights イベントは、CloudTrail の管理アクティビティを分析し、AWS アカウントの異
常な API コール率やエラー率のアクティビティをキャプチャします。Insights イベントを有効にし
て、CloudTrail が異常なアクティビティを検出した場合、Insights イベントは証跡の宛先 S3 バケットの
異なるフォルダまたはプレフィックスに記録されます。CloudTrail コンソールで Insights イベントを表示
すると、インサイトのタイプとインシデント期間も確認できます。Insights イベントは、関連する API、
エラーコード、インシデント時間、統計情報などの関連情報を提供し、異常なアクティビティについて
理解して対処するのに役立ちます。CloudTrail 追跡でキャプチャされた他のタイプのイベントとは異な
り、Insights イベントは CloudTrail がアカウントの API 使用量またはアカウントの通常の使用パターンと
は大きく異なるエラーレートのログの変更を検出した場合にだけログ記録されます。Insights イベントを
生成する可能性のあるアクティビティの例を次に示します。

• 通常、アカウントは Amazon S3 deleteBucket API コールを 1 分あたり 20 個までログに記録します
が、アカウントは 1 分あたり平均 100 個の deleteBucket API コールを開始しています。異常なアク
ティビティの開始時に Insights イベントが記録され、異常なアクティビティの終了を示すために別の 
Insights イベントが記録されます。

• 通常、アカウントは Amazon EC2 AuthorizeSecurityGroupIngress API のコールを 1 分あたり 20 
個を記録しますが、アカウントは AuthorizeSecurityGroupIngress へのコールをまったく記録し
始めていません。異常なアクティビティの開始時に Insights イベントが記録され、10 分後、以上にアク
ティビティが終了すると、異常なアクティビティの終了を示すために別の Insights イベントが記録され
ます。

• 通常は、アカウントで AWS Identity and Access Management API DeleteInstanceProfile に
関する AccessDeniedException エラーのログ記録が 7 日間に 1 つもありません。アカウントが
DeleteInstanceProfile API コールで 1 分あたり平均 12 AccessDeniedException エラーのログ
を記録し始めます。異常なエラーレートのアクティビティが発生した時に Insights イベントが記録され
ますが、この異常アクティビティの終了を示すために別の Insights イベントも記録されます。
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これらの例は、説明のみを目的としています。結果はユースケースによって異なる場合があります。

Insights の作成時、デフォルトでは、データイベントは無効になっています。CloudTrail Insights イベン
トを記録するには、新規または既存の証跡で Insights イベントコレクションを明示的に有効にし、証跡が 
CloudTrail 管理イベントを記録する必要があります。詳細については、証跡の作成 (p. 85) および 証跡
の Insights イベントの記録 (p. 285) を参照してください。

CloudTrail Insights イベントの記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「AWS 
CloudTrail 料金」を参照してください。

CloudTrail イベント履歴とは
CloudTrail イベント履歴は、AWS リージョン における過去 90 日間の CloudTrail 管理 イベントの表示、
検索、ダウンロード可能、および不変な記録を提供します。この履歴を使用して、AWS Management 
Console、AWS SDK、コマンドラインツール、およびその他の AWS のサービスの AWS アカウントで実
行されたアクションの可視性を得ることができます。CloudTrail コンソールでイベント履歴の表示をカス
タマイズするには、表示する列を選択します。詳細については、「CloudTrail Event 履歴でのイベントの
表示 (p. 57)」を参照してください。

証跡とは
証跡とは、Amazon S3 バケット、CloudWatch Logs および Amazon EventBridge に対して CloudTrail イ
ベントを配信できるようにする設定です。証跡を使用して、配信する CloudTrail イベントのフィルタリ
ング、AWS KMS キーを使用した CloudTrail イベントログファイルの暗号化、ログファイル配信のための 
Amazon SNS 通知の設定を行うことができます。証跡の作成と管理の詳細については、「AWS アカウン
ト の証跡の作成 (p. 84)」を参照してください。

組織の証跡とは
組織の証跡とは、AWS Organizations 組織内の管理アカウント、委任された管理者アカウント、お
よびすべてのメンバーアカウントの CloudTrail イベントを同じ Amazon S3 バケット、CloudWatch 
Logs、Amazon EventBridge に配信できるようにする設定です。組織の証跡を作成すると、組織のための
統一されたイベントログ記録戦略を定義するのに役立ちます。

組織の証跡を作成すると、自分の組織に属するすべての AWS アカウントに、指定した名前の証跡が作成
されます。メンバーアカウントで CloudTrail アクセス許可を持つユーザーは、AWS アカウントから AWS 
CloudTrail コンソールにログインしたとき、または describe-trails などの AWS CLI コマンドを実行
したときにこの証跡 (証跡 ARN を含む) を表示することができます (ただし、AWS CLI を使用する場合、
メンバーアカウントは名前ではなく、組織の記録に ARN を使用する必要があります)。ただし、メンバー
アカウントのユーザーには、組織の証跡の削除、ログ記録のオン/オフの切り替え、記録するイベントの種
類の変更、または組織の証跡の変更を行うための十分なアクセス許可がありません。AWS Organizations 
の詳細については、「Organizations の用語と概念」を参照してください。組織の証跡を作成して作業する
方法の詳細については、「組織の証跡の作成 (p. 135)」を参照してください。

CloudTrail の管理方法
CloudTrail コンソール
サービスの使用と管理は、AWS CloudTrail コンソールで行えます。コンソールには、次のように多くの 
CloudTrail タスクを実行するためのユーザーインターフェイスがあります。

• AWS アカウントの最近のイベントとイベント履歴の表示。
• イベントの過去 90 日のフィルタリングされたファイルまたは完全なファイルのダウンロード。
• CloudTrail 証跡の作成と編集。
• CloudTrail Lake イベントデータストアの作成と編集。
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• イベントデータストアでのクエリの実行。
• CloudTrail 証跡の設定には以下を含みます。

• 証跡用の Amazon S3 バケットの選択｡
• プレフィックスの設定。
• CloudWatch Logs への配信の設定。
• 証跡データの暗号化用の AWS KMS キーの使用。
• ログファイル配信用の Amazon SNS 通知の証跡での有効化。
• 証跡タグを追加および管理します。

• CloudTrail Lake イベントデータストアの設定には以下を含みます。
• AWS の外部のソースからのイベントをログに記録するための、イベントデータストアの CloudTrail 

パートナーまたは独自のアプリケーションとの統合。
• イベントデータストアデータの暗号化用の AWS KMS キーの使用。
• イベントデータストアでのタグの追加および管理。

2019 年 4 月 12 日以降、証跡は、イベントをログに記録する AWS リージョンでのみ表示することがで
きます。すべての AWS リージョンのイベントをログに記録する証跡を作成すると、すべての AWS リー
ジョンのコンソールに表示されます。単一の AWS リージョン内のイベントのみをログ記録する証跡を作
成した場合は、その AWS リージョン内でのみ、それを表示および管理できます。

AWS Management Console の詳細については、「AWS Management Console」を参照してください。

CloudTrail CLI
AWS Command Line Interface は、コマンドラインで CloudTrail を操作できる統合ツールです。詳細につ
いては、AWS Command Line Interfaceユーザーガイドを参照してください。CloudTrail CLI コマンドの全
一覧については、「利用可能なコマンド」を参照してください。

CloudTrail API
コンソールと CLI に加えて、CloudTrail RESTful API も使用できます。API を使用すれば、CloudTrail を直
接プログラムすることができます。詳細については、「AWS CloudTrail API リファレンス」を参照してく
ださい。

AWS SDK
CloudTrail API を使用する代わりに、いずれかの AWS SDK を使用することもできます。各 SDK は、各
種のプログラミング言語とプラットフォームに対応したライブラリやサンプルコードで構成されていま
す。SDK は、CloudTrail へのアクセス権をプログラムによって作成するのに役立ちます。例えば、SDK で
は、暗号を使用してリクエストに署名したり、エラーを管理したり、リクエストを自動的に再試行したり
できます。詳細については、[Amazon Web Services のツール] ページを参照してください。

証跡タグを使用する理由とは
タグは、CloudTrail 証跡、CloudTrail ログファイルの保存に使用される Amazon S3 バケット、AWS 
Organizations 組織および組織単位など、AWS リソースに割り当てることができるユーザー定義のキーお
よびオプションの値です。証跡と証跡のログファイルを保存するために使用する Amazon S3 バケットに
同じタグを追加することで、AWS Resource Groups でこれらのリソースを管理、検索、およびフィルタ
リングするのが簡単になります。タグ付け戦略を実装して、リソースを一貫して効果的に、そして簡単に
検索して管理できます。詳細については、「AWSタグ付け戦略」を参照してください。

CloudTrail へのアクセスを制御する方法
AWS Identity and Access Management は、Amazon Web Services (AWS) のお客様が AWS リソースへの
アクセスを安全にコントロールできるようにするウェブサービスです。IAM を使用すると、ユーザーにア
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クセス許可する CloudTrail リソースを制御する権限を集中管理できます。ユーザーアクセス許可の制御に
ついては、「CloudTrail のユーザーアクセス権限のコントロール  (p. 159)」を参照してください。

管理イベントとデータイベントをログに記録する方法
デフォルトでは、証跡は AWS アカウントの管理イベントをログに記録し、データイベントは記録しませ
ん。データイベントをログ記録するには、証跡を作成または更新します。証跡設定に一致するイベントだ
けが、Amazon S3 バケットと 任意で Amazon CloudWatch Logs ロググループに配信されます。イベント
が証跡の設定と一致しない場合、イベントはログに記録されません。詳細については、「CloudTrail ログ
ファイルの使用 (p. 247)」を参照してください。

CloudTrail Insights イベントの記録方法
AWS CloudTrail Insights は、CloudTrail 管理イベントを継続的に分析することで、AWS ユーザーが異常
な量の API コールまたはエラーを特定し、それに応答するのに役立ちます。Insights イベントは、異常な
レベルの write 管理 API アクティビティ、または管理 API アクティビティで返された異常なレベルのエ
ラーの記録です。Insights イベントの詳細ページには、異常なアクティビティのグラフとしてイベントが
示され、異常なアクティビティの開始時間および終了時間と、アクティビティが異常かどうかを判断する
ために使用されるベースラインが表示されます。デフォルトでは、証跡は CloudTrail Insights イベントを
記録しません。コンソールでは、証跡を作成または更新するときに Insights イベントをログに記録するよ
うに選択できます。CloudTrail API を使用する場合、PutInsightSelectors API で既存の証跡の設定を編集す
ることで Insights イベントをログに記録できます。CloudTrail Insights イベントの記録には追加料金が適用
されます。詳細については、「証跡の Insights イベントの記録 (p. 285)」と「AWS CloudTrail 料金表」
を参照してください。

CloudTrail でログに記録されたイベントに関して複雑
なクエリ実行する方法
CloudTrail Lake を使用すると、イベントに対してきめ細かい SQL ベースのクエリを実行して、独自のア
プリケーションや CloudTrail と統合されているパートナーなど、AWS 外部のソースからのイベントをロ
グに記録できます。CloudTrail Lake を使用するために、アカウントで証跡を設定しておく必要はありま
せん。イベントデータストアは、高度なイベントセレクタ (p. 272)を適用することによって選択する条
件に基いたイベントのイミュータブルなコレクションです。イベントデータは、イベントデータストア
に最大 7 年間保持できます。将来使用するために Lake クエリを保存することができ、クエリの結果は最
大 7 日間表示できます。クエリ結果を Amazon Simple Storage Service バケットに保存することもできま
す。CloudTrail Lake は、AWS Organizations 内の組織からのイベント、または複数のリージョンとアカウ
ントからのイベントをイベントデータストアに保存することもできます。CloudTrail Lake は、セキュリ
ティ関連の調査とトラブルシューティングを実行するために役立つ監査ソリューションの一部です。詳細
については、「AWS CloudTrail Lake の使用 (p. 167)」を参照してください。

CloudTrail でモニタリングを実行する方法
CloudWatch Logs、EventBridge、CloudTrail
Amazon CloudWatch は、メトリクスを収集して追跡し、Amazon Web Services (AWS) リソースと、AWS 
で実行されているアプリケーションをモニタリングするウェブサービスです。Amazon CloudWatch Logs 
は、ログデータのモニタリングに使用できる CloudWatch の機能です。CloudTrail を CloudWatch Logs と
統合すれば、AWS アカウント内の API アクティビティを含んだイベントをCloudWatch Logs ロググルー
プに送信できます。CloudWatch Logs に送信された CloudTrail イベントと、ユーザーが定義したにメト
リクスフィルタに基づいて、アラームをトリガーすることもできます。CloudWatch アラームでは、メト
リックスフィルタによって抽出されたログストリームイベントに基づいて、通知を送信したり、モニタ
リング対象のリソースに変更を加えるよう設定することもできます。また、CloudWatch Logs を使用し
て CloudTrail イベントを追跡しながら、オペレーティングシステム、アプリケーション、またはその他
の AWS サービスから CloudWatch Logs に送信されたイベントを追跡することもできます。詳細について
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は、「Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルをモニタリングする (p. 295)」を参照
してください。

Amazon EventBridge は、AWS リソースの変更を示すシステムイベントをほぼリアルタイムのストリーム
として提供する AWS サービスです。EventBridge では、CloudTrail で記録されたイベントに対応するルー
ルを作成することができます。詳細については、「Amazon EventBridge でルールを作成する」を参照し
てください。

Insights イベントなどの証跡でサブスクライブしているイベントを、EventBridge、CloudWatch Log に配
信できます。EventBridge コンソールでルールを作成する場合、CloudTrail 管理イベントまたはデータイベ
ントを配信する AWS API Call via CloudTrail イベントタイプを選択するか、インサイトイベント
を配信する AWS Insight via CloudTrail イベントタイプを選択します。

CloudTrail がログに記録したデータを CloudWatch Logs または EventBridge に送信するには、少なくとも 
1 つの証跡が必要です。証跡の作成方法の詳細については、「証跡の作成 (p. 85)」を参照してくださ
い。

CloudTrail のリージョン内動作とグローバル動作
証跡は 1 つのリージョンに適用することもできますし、すべてのリージョンに適用することもできます。
ベストプラクティスとしては、使用する AWS パーティション内のすべてのリージョンに適用される証跡
を作成してください。これは、CloudTrail コンソールで証跡を作成する場合のデフォルトの設定です。

Note

証跡を有効にすることは、証跡を作成し、CloudTrail イベントログファイルの Amazon S3 バケッ
トへの配信を開始することを意味します。CloudTrail コンソールでは、証跡を作成する際にログ
記録が自動的に有効になります。

証跡をすべてのリージョンに適用することの利点
すべての AWS リージョンに適用される証跡には、次のような利点があります。

• 証跡の設定が、すべての AWS リージョンに一貫性を持って適用されます。
• すべてのリージョンの AWS CloudTrail イベントを、1 つの Amazon S3 バケットで受信できます。また

オプションで、CloudWatch Logs ロググループにも配信できます。
• すべての AWS リージョンの証跡設定を 1 つの場所から管理できます。
• 新しい AWS リージョンからのイベントをすぐに受信できます。新しい AWS リージョンが起動された

場合、CloudTrail は元の証跡と同じ設定を使用して、新しいリージョンにリージョンのすべての証跡の
コピーを自動的に作成します。

• 異常なアクティビティを監視するために、にあまり使用しない証跡を AWS リージョンに作成する必要
はありません。すべての AWS リージョンのすべてのアクティビティはすべての AWS リージョンに適
用される証跡でログに記録されます。

証跡をすべてのリージョンに適用した場合に起こること
証跡をすべての AWS リージョンに適用した場合、CloudTrail はユーザーが特定のリージョンで作成した
証跡を使用して、アカウント内のその他のすべてのリージョンに、同じ設定の証跡を作成します。

その結果、次のことが起こります。

• CloudTrail は、すべての AWS リージョンのアカウントアクティビティのログファイルを、ユーザー
が指定した 1 つの Amazon S3 バケットに配信します。オプションで指定された場合は、CloudWatch 
Logs ロググループにも配信します。

• 証跡用の Amazon SNS トピックを設定した場合は、すべての AWS リージョンのログファイル配信に関
する SNS 通知が、1 つの SNS トピックに送信されます。
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• ログファイルの整合性検証を有効にした場合は、その証跡のすべての AWS リージョンで有効になりま
す。詳細については、CloudTrail ログファイルの整合性の検証 (p. 338)を参照してください。

証跡がマルチリージョンかシングルリージョンかにかかわらず、Amazon EventBridge に送信されたイベ
ントは、単一のイベントバスではなく、各リージョンのイベントバスで受信されます。

1 リージョンに対する複数の証跡
デベロッパー、セキュリティ担当者、IT 監査者など、関連するユーザーグループが複数ある場合は、1 つ
のリージョンに対して複数の証跡を作成できます。これにより、各グループがログファイルの独自のコ
ピーを受け取れるようになります。

CloudTrail では、リージョンごとに 5 つの証跡がサポートされます。すべての AWS リージョンに適用さ
れる証跡は、すべてのリージョンで 1 つの証跡としてカウントされます。

次に示すのは、1 つのリージョンに 5 つの証跡を使用する場合の例です。

• 米国西部 (北カリフォルニア) リージョンに、そのリージョンだけに適用される証跡を 2 つ作成する。
• 米国西部 (北カリフォルニア) リージョンに、すべての AWS リージョンに適用される証跡をさらに 2 つ

作成する。
• すべての AWS リージョンに適用されるアジアパシフィック (シドニー) リージョンで、証跡を作成しま

す。この証跡は、米国西部 (北カリフォルニア) リージョンでも証跡として存在します。

証跡は存在する AWS リージョンに表示されます。すべての AWS リージョンのイベントをログに記録
する証跡は、すべてのリージョンに表示されます。CloudTrail コンソールの [証跡] ページで、AWS リー
ジョンの証跡のリストを表示できます。詳細については、「証跡の更新 (p. 97)」を参照してくださ
い。CloudTrail の料金については、「AWS CloudTrail 料金」を参照してください。

AWS Security Token Service および CloudTrail
AWS Security Token Service (AWS STS) は、グローバルエンドポイントを持つとともに、リー
ジョン固有のエンドポイントもサポートしているサービスです。エンドポイントとは、ウェブサー
ビスリクエストのエントリポイントとなる URL のことす。例えば、https://cloudtrail.us-
west-2.amazonaws.com は、AWS CloudTrail サービスの米国西部 (オレゴン) リージョンのエントリポ
イントです。リージョンのエンドポイントは、アプリケーションのレイテンシーを低減するのに役立ちま
す。

AWS STS のリージョン固有エンドポイントを使用した場合、そのリージョンの証跡は、そのリー
ジョンで発生した AWS STS イベントのみを配信します。たとえば、エンドポイント sts.us-
west-2.amazonaws.com を使用している場合、us-west-2 の証跡は、us-west-2 から発生した AWS STS 
イベントのみを配信します。AWS STS のリージョンエンドポイントの詳細については、IAM ユーザーガ
イド の「AWS リージョンでの AWS STS のアクティブ化と非アクティブ化」を参照してください。

AWS リージョンエンドポイントの完全なリストについては、AWSの「AWS 全般のリファレンス のリー
ジョンとエンドポイント」を参照してください。グローバル AWS STS エンドポイントからのイベントの
詳細については、「グローバルサービスイベント (p. 16)」を参照してください。

グローバルサービスイベント
Important

2021 年 11 月 22 日、AWS CloudTrail は証跡がグローバルサービスイベントをキャプチャする方
法を変更しました。現在、CloudFront によって作成されたイベント、IAM および AWS STS は、
それらが作成されたリージョンである米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) に記録さ
れています。これにより、CloudTrail によるこれらのサービスの扱いは他の AWS グローバルサー
ビスの処理と一致します。
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米国東部 (バージニア北部) 以外でグローバルサービスイベントを受信するには、米国東部 (バー
ジニア北部) 以外のグローバルサービスイベントを使用するシングルリージョン証跡を、必ず
マルチリージョン証跡に変換してください。また、ルックアップイベント API 呼び出しのリー
ジョンを更新して、グローバルサービスイベントを表示します。CLI を使用したグローバルサー
ビスイベントの証跡の更新または作成、およびルックアップイベントの更新の詳細について
は、CloudTrail イベントを AWS CLI で表示する (p. 63) および update-trail の使用 (p. 109)
を参照してください。

ほとんどのサービスの場合、イベントはアクションが発生したリージョンで記録されます。AWS Identity 
and Access Management (IAM)、AWS STS、Amazon CloudFront などのグローバルサービスの場合、イ
ベントはグローバルサービスが含まれている証跡に配信されます。

ほとんどのグローバルサービスの場合、イベントは米国東部 (バージニア北部) リージョンで発生している
ものとしてログに記録されますが、一部のグローバルサービスイベントは米国東部 (オハイオ) リージョン
や米国西部 (オレゴン) リージョンなどのその他のリージョンで発生しているものとしてログに記録されま
す。

グローバルサービスイベントを重複して受信しないようにするには、次の点に注意してください。

• デフォルトでは、グローバルサービスイベントは CloudTrail コンソールを使用して作成された証跡に配
信されます。イベントは、その証跡のバケットに配信されます。

• 単一のリージョンの証跡が複数ある場合は、証跡を設定し、グローバルサービスイベントがそれらの証
跡の 1 つのみに配信されるようにすることを検討してください。詳細については、「グローバルサービ
スイベントのログ記録の有効化と無効化 (p. 111)」を参照してください。

• 証跡の設定をすべてのリージョンのログ記録から単一のリージョンのログ記録に変更すると、その証跡
に対してグローバルサービスイベントのログ記録は自動的に無効になります。同様に、証跡の設定を単
一のリージョンのログ記録からすべてのリージョンのログ記録に変更すると、その証跡に対してグロー
バルサービスイベントのログ記録は自動的に有効になります。

証跡に対するグローバルサービスイベントのログ記録の変更の詳細については、「グローバルサービス
イベントのログ記録の有効化と無効化 (p. 111)」を参照してください。

例:

1. 証跡は CloudTrail コンソールで作成します。デフォルトでは、この証跡はグローバルサービスイベン
トをログに記録します。

2. 単一リージョンの証跡を複数作成したとします。
3. 単一リージョンの証跡について、グローバルサービスを含める必要はありません。グローバルサー

ビスイベントは、1 つ目の証跡に対して配信されます。詳細については、「AWS Command Line 
Interface で証跡を作成、更新、管理する (p. 106)」を参照してください。

Note

AWS CLI、AWS SDK、または CloudTrail API を使用して証跡を作成または更新する場合は、証
跡に対してグローバルサービスイベントを含むか、除外するよう選択できます。CloudTrail コン
ソールからグローバルサービスイベントのログ記録を設定することはできません。

CloudTrail とその他の AWS モニタリングサービスの
関連性
CloudTrail は、AWS ですでに提供されているモニタリング機能に、別のディメンションを追加するも
のです。すでに使用しているログ記録機能 (Amazon S3 や Amazon CloudFront サブスクリプション用
など) を変更したり、それらに取って代わるものではありません。Amazon CloudWatch は、パフォーマ
ンスのモニタリングとシステムの正常性に特化した機能です。CloudTrail は API アクティビティに特化
しています。CloudTrail では、システムのパフォーマンスや正常性に関するレポートは提供されません
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が、CloudTrail を CloudWatch アラームとともに使用すれば、特定のアクティビティについて通知を受け
取ることができます。

パートナーソリューション
ロギングと分析に関するサードパーティースペシャリストのいる AWS パートナーからは、CloudTrail の
出力を使用するソリューションが提供されています。詳細については、AWS CloudTrail の CloudTrail の詳
細ページにアクセスしてください。

CloudTrail がサポートされているリージョン
リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル AWS アカウント 
ID

サポート日
付

米国東部 
(バージニ
ア北部)

us-east-1 cloudtrail.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS 086441151436 2013 年 11 
月 13 日

米国東部 
(オハイオ)

us-east-2 cloudtrail.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS 475085895292 2016 年 10 
月 17 日

米国西部 
(北カリ
フォルニ
ア)

us-west-1 cloudtrail.us-
west-1.amazonaws.com

HTTPS 388731089494 2014 年 5 
月 13 日

米国西部 
(オレゴン)

us-west-2 cloudtrail.us-
west-2.amazonaws.com

HTTPS 113285607260 2013 年 11 
月 13 日

カナダ (中
部)

ca-
central-1

cloudtrail.ca-
central-1.amazonaws.com

HTTPS 819402241893 2016 年 12 
月 8 日

アフリカ 
(ケープタ
ウン)

af-south-1 cloudtrail.af-
south-1.amazonaws.com

HTTPS 525921808201 2020 年 4 
月 22 日

アジアパシ
フィック 
(香港)

ap-east-1 cloudtrail.ap-
east-1.amazonaws.com

HTTPS 119688915426 04/24/2019

アジアパシ
フィック 
(ムンバイ)

ap-south-1 cloudtrail.ap-
south-1.amazonaws.com

HTTPS 977081816279 2016 年 6 
月 27 日

アジアパシ
フィック 
(ハイデラ
バード)

ap-south-2 cloudtrail.ap-
south-2.amazonaws.com

HTTPS 582488909970 11/22/2022

アジアパシ
フィック 
(東京)

ap-
northeast-1

cloudtrail.ap-
northeast-1.amazonaws.com

HTTPS 216624486486 2014 年 6 
月 30 日

アジアパシ
フィック 
(ソウル)

ap-
northeast-2

cloudtrail.ap-
northeast-2.amazonaws.com

HTTPS 492519147666 2016 年 1 
月 6 日
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル AWS アカウント 
ID

サポート日
付

アジアパシ
フィック 
(大阪)

ap-
northeast-3

cloudtrail.ap-
northeast-3.amazonaws.com

HTTPS 765225791966 2018 年 2 
月 12 日

アジアパ
シフィッ
ク (シンガ
ポール)

ap-
southeast-1

cloudtrail.ap-
southeast-1.amazonaws.com

HTTPS 903692715234 2014 年 6 
月 30 日

アジアパシ
フィック 
(シドニー)

ap-
southeast-2

cloudtrail.ap-
southeast-2.amazonaws.com

HTTPS 284668455005 2014 年 5 
月 13 日

アジアパシ
フィック 
(ジャカル
タ)

ap-
southeast-3

cloudtrail.ap-
southeast-3.amazonaws.com

HTTPS 069019280451 12/13/2021

アジアパシ
フィック 
(メルボル
ン)

ap-
southeast-4

cloudtrail.ap-
southeast-4.amazonaws.com

HTTPS 187074758985 01/23/2023

中国 (北京) cn-north-1 cloudtrail.cn-
north-1.amazonaws.com.cn

HTTPS 193415116832 2014/03/01

中国 (寧夏) cn-
northwest-1

cloudtrail.cn-
northwest-1.amazonaws.com.cn

HTTPS 681348832753 2017/12/11

欧州 (フラ
ンクフル
ト)

eu-
central-1

cloudtrail.eu-
central-1.amazonaws.com

HTTPS 035351147821 2014 年 10 
月 23 日

欧州 
(チュー
リッヒ)

eu-
central-2

cloudtrail.eu-
central-2.amazonaws.com

HTTPS 453052556044 11/09/2022

欧州 (ス
トックホル
ム)

eu-north-1 cloudtrail.eu-
north-1.amazonaws.com

HTTPS 829690693026 2018 年 12 
月 11 日

欧州 (アイ
ルランド)

eu-west-1 cloudtrail.eu-
west-1.amazonaws.com

HTTPS 859597730677 2014 年 5 
月 13 日

欧州 (ロン
ドン)

eu-west-2 cloudtrail.eu-
west-2.amazonaws.com

HTTPS 282025262664 2016 年 12 
月 13 日

欧州 (パリ) eu-west-3 cloudtrail.eu-
west-3.amazonaws.com

HTTPS 262312530599 2017/12/18

欧州 (ミラ
ノ)

eu-south-1 cloudtrail.eu-
south-1.amazonaws.com

HTTPS 669305197877 04/27/2020

欧州 (スペ
イン)

eu-south-2 cloudtrail.eu-
south-2.amazonaws.com

HTTPS 757211635381 11/16/2022
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リージョン
名

リージョン エンドポイント プロトコル AWS アカウント 
ID

サポート日
付

中東 (アラ
ブ首長国連
邦)

me-
central-1

cloudtrail.me-
central-1.amazonaws.com

HTTPS 585772288577 08/30/2022

中東 (バー
レーン)

me-
south-1

cloudtrail.me-
south-1.amazonaws.com

HTTPS 034638983726 2019-07-29

AWS 
GovCloud 
(米国東部)

us-gov-
east-1

cloudtrail.us-gov-
east-1.amazonaws.com

HTTPS 886388586500 2018/11/12

AWS 
GovCloud 
(米国西部)

us-gov-
west-1

cloudtrail.us-gov-
west-1.amazonaws.com

HTTPS 608710470296 08/16/2011

南米 (サン
パウロ)

sa-east-1 cloudtrail.sa-
east-1.amazonaws.com

HTTPS 814480443879 2014 年 6 
月 30 日

AWS GovCloud (米国東部) リージョンの CloudTrail の使用の詳細については、AWS GovCloud (US) ユー
ザーガイドの「AWS GovCloud (米国東部) エンドポイント」を参照してください。

AWS GovCloud (米国西部) リージョンの CloudTrail の使用の詳細については、AWS GovCloud (US) ユー
ザーガイドの「AWS GovCloud (米国西部) エンドポイント」を参照してください。

中国 (北京) リージョンでの CloudTrail の使用の詳細については、Amazon Web Services 全般のリファレ
ンス にて「中国 (北京) リージョンのエンドポイント」を参照してください。

CloudTrail ログファイルの例
CloudTrail は、アカウントのイベントをモニタリングします。証跡を作成した場合、証跡によりそれらの
イベントがログファイルとして Amazon S3 バケットに配信されます。CloudTrail Lake でイベントデータ
ストアを作成する場合、イベントはイベントデータストアにログ記録されます。イベントデータストアは 
S3 バケットを使用しません。

トピック
• CloudTrail ログファイル名の形式 (p. 20)
• ログファイルの例 (p. 21)

CloudTrail ログファイル名の形式
CloudTrail は、ログファイルを Amazon S3 バケットに配信するオブジェクトに次のファイル名形式を使用
します。

AccountID_CloudTrail_RegionName_YYYYMMDDTHHmmZ_UniqueString.FileNameFormat 

• YYYY、MM、DD、HH、および mm は、ログファイルが配信された時の年、月、日、時、分を表す数字で
す。時間は 24 時間形式です。Z は時間が UTC であることを示します。
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Note

ある時点で配信されたログファイルには、その時点より前に書き込まれたレコードが含まれま
す。

• ログファイル名の 16 文字の UniqueString コンポーネントは、ファイルの上書きを防止するためのも
のです。意味はないため、ログ処理ソフトウェアでは無視されます。

• FileNameFormat はファイルのエンコードです。現在のところ、これは json.gz で、圧縮された gzip 
形式の JSON テキストファイルです。

CloudTrail ログファイル名の例

111122223333_CloudTrail_us-east-2_20150801T0210Z_Mu0KsOhtH1ar15ZZ.json.gz 

ログファイルの例
ログファイルには、1 つ以上のレコードが含まれます。次の例では、ログファイルの作成を開始したアク
ションのレコードを示すログのスニペットです。

目次
• Amazon EC2 ログの例 (p. 21)
• IAM ログの例 (p. 23)
• エラーコードとメッセージログの例 (p. 25)
• CloudTrail Insights イベントログの例 (p. 25)

Amazon EC2 ログの例
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) は、AWS クラウド でサイズ変更可能なコンピューティ
ングキャパシティーを提供します。仮想サーバーを起動し、セキュリティおよびネットワーキングを構成
し、ストレージを管理できます。Amazon EC2 により、要件変更や需要増に対応して迅速に拡張または縮
小できるため、サーバートラフィック予測が不要になります。詳細については、「Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイド」を参照してください。

次の例では、Alice という名前の IAM ユーザーが AWS CLI を使用して、i-ebeaf9e2 というインスタン
スに ec2-start-instances コマンドを使用している Amazon EC2 StartInstances アクションを呼
び出します。

{"Records": [{ 
    "eventVersion": "1.0", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
        "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
        "accountId": "123456789012", 
        "userName": "Alice" 
    }, 
    "eventTime": "2014-03-06T21:22:54Z", 
    "eventSource": "ec2.amazonaws.com", 
    "eventName": "StartInstances", 
    "awsRegion": "us-east-2", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.176", 
    "userAgent": "ec2-api-tools 1.6.12.2", 
    "requestParameters": {"instancesSet": {"items": [{"instanceId": "i-ebeaf9e2"}]}}, 
    "responseElements": {"instancesSet": {"items": [{ 
        "instanceId": "i-ebeaf9e2", 
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        "currentState": { 
            "code": 0, 
            "name": "pending" 
        }, 
        "previousState": { 
            "code": 80, 
            "name": "stopped" 
        } 
    }]}}
}]}

次の例では、Alice という名前の IAM ユーザーが AWS CLI を使用して、 というインスタンスに ec2-
stop-instances を使用することで、Amazon EC2 StopInstances アクションを呼び出します。

{"Records": [{ 
    "eventVersion": "1.0", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
        "userName": "Alice" 
    }, 
    "eventTime": "2014-03-06T21:01:59Z", 
    "eventSource": "ec2.amazonaws.com", 
    "eventName": "StopInstances", 
    "awsRegion": "us-east-2", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.176", 
    "userAgent": "ec2-api-tools 1.6.12.2", 
    "requestParameters": { 
        "instancesSet": {"items": [{"instanceId": "i-ebeaf9e2"}]}, 
        "force": false 
    }, 
    "responseElements": {"instancesSet": {"items": [{ 
        "instanceId": "i-ebeaf9e2", 
        "currentState": { 
            "code": 64, 
            "name": "stopping" 
        }, 
        "previousState": { 
            "code": 16, 
            "name": "running" 
        } 
    }]}}
}]}

次の例では、IAM ユーザーである Alice により開始されたリクエストに応答して、Amazon EC2 コンソー
ルのバックエンドが CreateKeyPair アクションを呼び出します。responseElements にはキーペアの
ハッシュが含まれていること、また、AWS がキーマテリアルを削除したことに留意してください。

{"Records": [{ 
    "eventVersion": "1.0", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
        "userName": "Alice", 
        "sessionContext": {"attributes": { 
            "mfaAuthenticated": "false", 
            "creationDate": "2014-03-06T15:15:06Z" 
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        }} 
    }, 
    "eventTime": "2014-03-06T17:10:34Z", 
    "eventSource": "ec2.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateKeyPair", 
    "awsRegion": "us-east-2", 
    "sourceIPAddress": "72.21.198.64", 
    "userAgent": "EC2ConsoleBackend, aws-sdk-java/Linux/x.xx.fleetxen Java_HotSpot(TM)_64-
Bit_Server_VM/xx", 
    "requestParameters": {"keyName": "mykeypair"}, 
    "responseElements": { 
        "keyName": "mykeypair", 
        "keyFingerprint": "30:1d:46:d0:5b:ad:7e:1b:b6:70:62:8b:ff:38:b5:e9:ab:5d:b8:21", 
        "keyMaterial": "\u003csensitiveDataRemoved\u003e" 
    }
}]}

IAM ログの例
AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するための
ウェブサービスです。IAM を使用すると、ユーザーがアクセスできる AWS のリソースを制御するアクセ
ス許可を集中管理できます。IAM により、誰を認証 (サインイン) し、誰にリソースの使用を承認する (ア
クセス許可を持たせる) かを制御します。詳細については、IAM ユーザーガイドを参照してください。

次の例では、IAM ユーザーである Alice が AWS CLI を使用して、CreateUser アクションを呼び出
し、Bob という名前の新しいユーザーを作成します。

{"Records": [{ 
    "eventVersion": "1.0", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
        "userName": "Alice" 
    }, 
    "eventTime": "2014-03-24T21:11:59Z", 
    "eventSource": "iam.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateUser", 
    "awsRegion": "us-east-2", 
    "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
    "userAgent": "aws-cli/1.3.2 Python/2.7.5 Windows/7", 
    "requestParameters": {"userName": "Bob"}, 
    "responseElements": {"user": { 
        "createDate": "Mar 24, 2014 9:11:59 PM", 
        "userName": "Bob", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob", 
        "path": "/", 
        "userId": "EXAMPLEUSERID" 
    }}
}]}

次の例では、IAM ユーザーである Alice が、AWS Management Console を使用して、AddUserToGroup
アクションを呼び出し、ボブを管理者グループに追加します。

{"Records": [{ 
    "eventVersion": "1.0", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
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        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
        "userName": "Alice", 
        "sessionContext": {"attributes": { 
            "mfaAuthenticated": "false", 
            "creationDate": "2014-03-25T18:45:11Z" 
        }} 
    }, 
    "eventTime": "2014-03-25T21:08:14Z", 
    "eventSource": "iam.amazonaws.com", 
    "eventName": "AddUserToGroup", 
    "awsRegion": "us-east-2", 
    "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
    "userAgent": "AWSConsole", 
    "requestParameters": { 
        "userName": "Bob", 
        "groupName": "admin" 
    }, 
    "responseElements": null
}]}

次の例では、IAM ユーザーである Alice が、AWS CLI を使用して、CreateRole アクションを呼び出し、
新しい IAM ロールを作成します。

{ 
    "Records": [{ 
        "eventVersion": "1.0", 
        "userIdentity": { 
            "type": "IAMUser", 
            "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
            "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
            "accountId": "123456789012", 
            "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
            "userName": "Alice" 
        }, 
        "eventTime": "2014-03-25T20:17:37Z", 
        "eventSource": "iam.amazonaws.com", 
         "eventName": "CreateRole", 
        "awsRegion": "us-east-2", 
        "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
        "userAgent": "aws-cli/1.3.2 Python/2.7.5 Windows/7", 
        "requestParameters": { 
            "assumeRolePolicyDocument": "{\n  \"Version\": \"2012-10-17\",\n  \"Statement
\": [\n    {\n      \"Sid\": \"\", 
            \n\"Effect\": \"Allow\",\n      \"Principal\": {\n        \"AWS\": 
 \"arn:aws:iam::210987654321:root\"\n      },\n      \"Action\": \"sts:AssumeRole\"\n   
  }\n  ]\n}", 
            "roleName": "TestRole" 
        }, 
        "responseElements": { 
            "role": { 
                "assumeRolePolicyDocument": "%7B%0A%20%20%22Version%22%3A
%20%222012-10-17%22%2C%0A%20%20%22Statement%22%3A%20%5B%0A%20%20%20%20%7B%0A
%20%20%20%20%20%20%22Sid%22%3A%20%22%22%2C%0A%20%20%20%20%20%20%22Effect%22%3A%20%22Allow
%22%2C%0A%20%20%20%20%20%20%22Principal%22%3A%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%22AWS
%22%3A%20%22arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A803981987763%3Aroot%22%0A%20%20%20%20%20%20%7D%2C%0A
%20%20%20%20%20%20%22Action%22%3A%20%22sts%3AAssumeRole%22%0A%20%20%20%20%7D%0A%20%20%5D%0A
%7D", 
                "roleName": "TestRole", 
                "roleId": "AROAIUU2EOWSWPGX2UJUO", 
                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/TestRole", 
                "createDate": "Mar 25, 2014 8:17:37 PM", 
                "path": "/" 
            } 
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        } 
    }]
}

エラーコードとメッセージログの例
次の例では、IAM ユーザー である Alice が、UpdateTrail を使用して、AWS CLI アクションを呼び出
し、 myTrail2 という名前の証跡を更新しようとしますが、その証跡名が見つかりません。ログには、こ
のエラーが errorCode および errorMessage 要素で表示されます。

{"Records": [{ 
    "eventVersion": "1.04", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID", 
        "userName": "Alice" 
    }, 
    "eventTime": "2016-07-14T19:15:45Z", 
    "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com", 
    "eventName": "UpdateTrail", 
    "awsRegion": "us-east-2", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.182", 
    "userAgent": "aws-cli/1.10.32 Python/2.7.9 Windows/7 botocore/1.4.22", 
    "errorCode": "TrailNotFoundException", 
    "errorMessage": "Unknown trail: myTrail2 for the user: 123456789012", 
    "requestParameters": {"name": "myTrail2"}, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "5d40662a-49f7-11e6-97e4-d9cb6ff7d6a3", 
    "eventID": "b7d4398e-b2f0-4faa-9c76-e2d316a8d67f", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "123456789012"
}]}

CloudTrail Insights イベントログの例
CloudTrail Insights イベントログの例を次に示します。Insights イベントは、異常な書き込み管理 API ア
クティビティまたはエラー応答アクティビティの期間の開始と終了を示すイベントのペアです。state
フィールドには、異常なアクティビティの開始時と終了時にイベントが記録されたかどうかが表示されま
す。イベント名 UpdateInstanceInformation は、CloudTrail が異常なアクティビティが発生したと
判断するために管理イベントを分析した AWS Systems Manager API と同じ名前です。開始イベントと終
了イベントには一意の eventID 値がありますが、ペアによって使用される sharedEventID 値もありま
す。Insights イベントには baseline (アクティビティの通常のパターン)、insight (開始 Insights イベン
トをトリガーした異常なアクティビティの平均) が表示され、終了イベントには Insights イベントの期間に
おける異常なアクティビティの平均である insight 値が表示されます。CloudTrail Insights の詳細につい
ては、このガイドの「証跡の Insights イベントの記録 (p. 285)」を参照してください。

{ 
    "Records": [ 
        { 
            "eventVersion": "1.07", 
            "eventTime": "2019-11-14T00:51:00Z", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "eventID": "EXAMPLE8-9621-4d00-b913-beca2EXAMPLE", 
            "eventType": "AwsCloudTrailInsight", 
            "recipientAccountId": "123456789012", 
            "sharedEventID": "EXAMPLE2-1729-42f1-b735-5d8c0EXAMPLE", 
            "insightDetails": { 
                "state": "Start", 
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                "eventSource": "ssm.amazonaws.com", 
                "eventName": "UpdateInstanceInformation", 
                "insightType": "ApiCallRateInsight", 
                "insightContext": { 
                    "statistics": { 
                        "baseline": { 
                            "average": 85.4202380952 
                        }, 
                        "insight": { 
                            "average": 664 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "eventCategory": "Insight" 
        }, 
        { 
            "eventVersion": "1.07", 
            "eventTime": "2019-11-14T00:52:00Z", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "eventID": "EXAMPLEc-28be-486c-8928-49ce6EXAMPLE", 
            "eventType": "AwsCloudTrailInsight", 
            "recipientAccountId": "123456789012", 
            "sharedEventID": "EXAMPLE2-1729-42f1-b735-5d8c0EXAMPLE", 
            "insightDetails": { 
                "state": "End", 
                "eventSource": "ssm.amazonaws.com", 
                "eventName": "UpdateInstanceInformation", 
                "insightType": "ApiCallRateInsight", 
                "insightContext": { 
                    "statistics": { 
                        "baseline": { 
                            "average": 85.4202380952 
                        }, 
                        "insight": { 
                            "average": 664 
                        }, 
                        "insightDuration": 1 
                    } 
                } 
            }, 
            "eventCategory": "Insight" 
        } 
    ]
}

CloudTrail がサポートされているサービスと統合
CloudTrail は、多くの AWS のサービスでイベントのログ記録をサポートしています。サポートされてい
る各サービスの詳細については、そのサービスのガイドを参照してください。それらのサービス固有のト
ピックへのリンクを次に示します。また、一部の AWS のサービスを使用して、CloudTrail ログで収集さ
れたデータを分析し、それに基づく対応を行うことができます。それらのサービス統合の概要は、こちら
で参照できます。

Note

各サービスでサポートされているリージョンのリストについては、Amazon Web Services 全般の
リファレンス の「リージョンとエンドポイント」を参照してください

トピック
• AWS サービスと CloudTrail ログの統合 (p. 27)
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• CloudTrail と Amazon EventBridge の統合 (p. 28)
• AWS Organizations との CloudTrail の統合 (p. 28)
• CloudTrail の AWS サービストピック (p. 29)
• CloudTrail のサポートされていないサービス (p. 42)

AWS サービスと CloudTrail ログの統合
Note

CloudTrail Lake を使用してイベントのクエリや分析を行うこともできます。CloudTrail Lake 
のクエリは、[Event history] (イベント履歴) での単純なキーと値のルックアップ、または
LookupEvents の実行よりも、さらに詳細でカスタマイズ可能なイベントのビューを提供し
ます。CloudTrail Lake ユーザーは、CloudTrail イベント内の複数のフィールドに渡り、複雑
な標準クエリ言語 (SQL) クエリを実行できます。詳細については、AWS CloudTrail Lake の使
用 (p. 167) および 証跡イベントを CloudTrail Lake にコピー (p. 149) を参照してください。
CloudTrail Lake のイベントデータストアとクエリには CloudTrail 料金が発生します。CloudTrail 
Lake の料金に関する詳細については、「AWS CloudTrail の料金」を参照してください。

AWS の他のサービスを設定して、CloudTrail ログで収集されたイベントデータをさらに分析し、それに基
づく対応を行うことができます。詳細については、以下のトピックを参照してください。

AWS のサービス トピック 説明

Amazon Athena AWS CloudTrail ログのクエリ CloudTrail ログでの Athena の
使用は、AWS のサービスのア
クティビティ分析を強化するた
めの優れた手段です。例えば、
クエリを使用して傾向を識別し
たり、ソース IP アドレスやユー
ザーなど属性でアクティビティ
をさらに分離したりすることが
可能です。

CloudTrail コンソールからログ
を直接クエリするためのテー
ブルを自動的に作成して、こ
れらのテーブルを Athena で
のクエリの実行に使用するこ
とができます。詳細について
は、Amazon Athena User Guide 
(Amazon Athena ユーザーガ
イド)の「Creating a Table for 
CloudTrail Logs in the CloudTrail 
Console (CloudTrail コンソール
で CloudTrail ログのテーブルの
作成)」を参照してください。

Note

Amazon Athena でク
エリを実行する際に
は、追加コストが発生
します。詳細について
は、Amazon Athena 料
金 を参照してくださ
い。
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AWS のサービス トピック 説明

Amazon CloudWatch Logs Amazon CloudWatch Logs によ
る CloudTrail ログファイルをモ
ニタリングする (p. 295)

CloudWatch Logs で CloudTrail 
を使用するように設定して、証
跡ログをモニタリングし、特定
のアクティビティの発生時に通
知を受けることができます。例
えば、CloudWatch アラームをト
リガーする CloudWatch Logs メ
トリクスフィルタを定義し、こ
れらのアラームがトリガーされ
たときに通知を送信できます。

Note

Amazon CloudWatch と 
Amazon CloudWatch 
Logs の標準料金表が
適用されます。詳細
については、Amazon 
CloudWatch 料金表をご
覧ください。

CloudTrail と Amazon EventBridge の統合
Amazon EventBridge は、AWS リソースの変更を示すシステムイベントをほぼリアルタイムのストリーム
として提供する AWS サービスです。EventBridge では、CloudTrail で記録されたイベントに応答するルー
ルを作成することができます。詳細については、「Amazon EventBridge でルールを作成する」を参照し
てください。

証跡でサブスクライブしているイベントを、EventBridge に配信することができます。EventBridge コ
ンソールでルールを作成する場合、CloudTrail のデータと管理イベントを配信するイベントタイプ AWS 
API Call via CloudTrail、または Insights イベントを配信するイベントタイプ AWS Insight via 
CloudTrail のいずれかを選択します。

CloudTrail によってログに記録されたデータを EventBridge に送信するには、少なくとも 1 つの証跡が必
要です。証跡の作成方法の詳細については、「証跡の作成 (p. 85)」を参照してください。

Note

キーワード List、Get、Describe で始まる API アクションからのイベントは EventBridge 
によって処理されませんが、STS アクションからのイベント (GetFederationToken と
GetSessionToken) は例外です。

AWS Organizations との CloudTrail の統合
AWS Organizations 組織の管理アカウントは、委任された管理者を設定して、組織の CloudTrail リソー
スを管理できます。AWS Organizations の組織内のすべての AWS アカウントのすべてのイベントデータ
を収集する、組織の管理アカウントまたは委任された管理者アカウントに証跡を作成できます。これは
組織の証跡と呼ばれます。組織の証跡を作成すると、組織のための統一されたイベントログ記録戦略を定
義するのに役立ちます。組織の証跡は、組織内の各 AWS アカウントに自動的に適用されます。メンバー
アカウントのユーザーはこれらの証跡を見ることはできますが、変更することはできず、デフォルトで
は組織証跡用に作成されたログファイルを見ることもできません。詳細については、「組織の証跡の作
成 (p. 135)」を参照してください。
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CloudTrail の AWS サービストピック
個別の AWS サービスのイベントがどのように CloudTrail ログに記録されるかについて、ログファイルに
おけるサービスのイベント例を含めてより詳細に学ぶことができます。CloudTrail を統合する特定の AWS 
のサービスに関する詳細は、個々のサービス用ガイドで統合に関するトピックを参照してください。

AWS のサービス CloudTrail トピック サポート開始

Alexa for Business AWS CloudTrail を使用した 
Alexa for Business 管理の呼び出
しの記録

2017 年 11 月 29 日

Amazon API Gateway AWS CloudTrail を使用した 
Amazon API Gateway への API 
管理コールのログ記録

2015 年 7 月 9 日

Amazon AppFlow AWS CloudTrail を使用した 
Amazon AppFlow API コールの
ログ記録

2020 年 4 月 22 日

Amazon AppStream 2.0 AWS CloudTrail を使用した 
Amazon AppStream 2.0 API コー
ルのログ記録

2019 年 4 月 25 日

Amazon Athena AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Athena API コールのロ
グ記録

2017 年 5 月 19 日

Amazon Aurora AWS CloudTrail で Amazon 
Aurora API コールを監視する

08/31/2018

Amazon Braket CloudTrail を使用した Amazon 
Braket API のログ記録

08/12/2020

Amazon Chime AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Chime 管理コールのロ
グ記録

2017 年 9 月 27 日

Amazon Cloud Directory AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Cloud Directory API 
コールのログ記録

2017 年 1 月 26 日

Amazon CloudFront CloudFront API に送信されたリ
クエストをキャプチャするため
の AWS CloudTrail の使用

2014 年 5 月 28 日

Amazon CloudSearch AWS CloudTrail を使用した 
Amazon CloudSearch 設定サー
ビスコールのログ記録

2014 年 10 月 16 日

Amazon CloudWatch AWS CloudTrail 内の Amazon 
CloudWatch API コールのログ記
録

2014 年 4 月 30 日

Amazon CloudWatch Events AWS CloudTrail 内の Amazon 
CloudWatch Events API コールの
ログ記録

2016 年 1 月 16 日
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AWS のサービス CloudTrail トピック サポート開始

Amazon CloudWatch Logs AWS CloudTrail 内の Amazon 
CloudWatch Logs API コールの
ログ記録

2016 年 3 月 10 日

Amazon CodeGuru Reviewer AWS CloudTrail での Amazon 
CodeGuru Reviewer API コール
のログ記録

12/02/2019

Amazon Cognito AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Cognito API コールのロ
グ記録

2016 年 2 月 18 日

Amazon Comprehend AWS CloudTrail での Amazon 
Comprehend API コールのログ記
録

2018 年 1 月 17 日

Amazon Comprehend Medical AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Comprehend Medical 
API コールのログ記録

2018 年 11 月 27 日

Amazon Connect AWS CloudTrail での Amazon 
Connect API コールのログ記録

2019 年 12 月 11 日

Amazon Data Lifecycle Manager AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Data Lifecycle Manager 
API コールのログ記録

2018 年 7 月 24 日

Amazon Detective AWS CloudTrail での Amazon 
Detective API コールのログ記録

03/31/2020

Amazon DocumentDB (MongoDB 
互換性)

AWS CloudTrail での Amazon 
DocumentDB API コールのログ
記録

2019 年 1 月 9 日

Amazon DynamoDB AWS CloudTrail を使用した 
DynamoDB オペレーションのロ
グ記録

2015 年 5 月 28 日

Amazon EC2 AWS CloudTrail を使用した API 
コールのログ記録

2013 年 11 月 13 日

Amazon EC2 Auto Scaling CloudTrail を使用した Auto 
Scaling API コールのログ記録

2014 年 7 月 16 日

Amazon EC2 Image Builder CloudTrail を使用した EC2 
Image Builder API コールのログ
記録

12/02/2019

Amazon Elastic Block Store 
(Amazon EBS)

EBS direct API

AWS CloudTrail を使用した API 
コールのログ記録

AWS CloudTrail を使用した EBS 
direct API の API コールのログ記
録

Amazon EBS: 2013 年 11 月 13 
日

EBSダイレクトAPI：2020 年 6 
月 30 日

Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR)

AWS CloudTrail を使用した 
Amazon ECR API コールのログ
記録

2015 年 12 月 21 日
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AWS のサービス CloudTrail トピック サポート開始

Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS)

AWS CloudTrail を使用した 
Amazon ECS API コールのログ
記録

2015 年 4 月 9 日

Amazon Elastic File System 
(Amazon EFS)

AWS CloudTrail での Amazon 
EFS API コールのログ記録

2016 年 6 月 28 日

Amazon Elastic Kubernetes 
Service (Amazon EKS)

AWS CloudTrail を使用した 
Amazon EKS API コールのログ
記録

2018 年 6 月 5 日

Amazon Elastic Transcoder AWS CloudTrail での Amazon 
Elastic Transcoder API コールの
ログ記録

2014 年 10 月 27 日

Amazon ElastiCache AWS CloudTrail を使用した 
Amazon ElastiCache API コール
のログ記録

2014 年 9 月 15 日

Amazon EMR AWS CloudTrail 内の Amazon 
EMR API コールのログ記録

2014 年 4 月 4 日

Amazon EMR on EKS AWS CloudTrail を使用したEKS 
API コールの Amazon EMR API 
コールのログ記録

12/09/2020

Amazon EventBridge AWS CloudTrail における 
EventBridge 情報

07/11/2019

Amazon FinSpace AWS CloudTrail ログのクエリ 10/18/2022

Amazon Forecast AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Forecast API コールの
ログ記録

2018 年 11 月 28 日

Amazon Fraud Detector AWS CloudTrail での Amazon 
Fraud Detector API コールのログ
記録

01/09/2020

Amazon FSx for Lustre AWS CloudTrail での Amazon 
FSx for Lustre API コールのログ
記録

2019 年 1 月 11 日

Amazon FSx for Windows File 
Server

AWS CloudTrail によるモニタリ
ング

2018 年 11 月 28 日

Amazon GameLift AWS CloudTrail での Amazon 
GameLift API コールのログ記録

2016 年 1 月 27 日

Amazon GameSparks AWS CloudTrail での 
GameSparks API コールのログ
記録

03/23/2022

Amazon GuardDuty AWS CloudTrail での Amazon 
GuardDuty API コールのログ記
録

2018 年 2 月 12 日
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AWS のサービス CloudTrail トピック サポート開始

Amazon HealthLake AWS CloudTrail での Amazon 
HealthLake API コールのログ記
録

12/07/2020

Amazon Honeycode AWS CloudTrail での Amazon 
Honeycode API コールのログ記
録

06/24/2020

Amazon Inspector AWS CloudTrail での Amazon 
Inspector API コールのログ記録

2016 年 4 月 20 日

Amazon Interactive Video 
Service

AWS CloudTrail を使用した 
Amazon IVS API コールのログ記
録

07/15/2020

Amazon Kendra AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Kendra API コールのロ
グ記録および AWS CloudTrail ロ
グを使用した Amazon Kendra イ
ンテリジェントランキング API 
コールのログ記録

2020 年 5 月 11 日

Amazon Keyspaces (Apache 
Cassandra 向け)

AWS CloudTrail での Amazon 
Keyspaces API コールのログ記
録

2020 年 1 月 13 日

Amazon Kinesis Data Analytics AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Kinesis Data Analytics 
モニタリング (SQL Applications)
および AWS CloudTrail を使
用した Amazon Kinesis Data 
Analytics モニタリング (Apache 
Flink Application)

2019 年 3 月 22 日

Amazon Kinesis Data Firehose AWS CloudTrail での Amazon 
Kinesis Data Firehose API コール
のモニタリング

2016 年 3 月 17 日

Amazon Kinesis Data Streams AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Kinesis Data Streams 
API コールのログ記録

2014 年 4 月 25 日

Amazon Kinesis Video Streams AWS CloudTrail での Kinesis 
Video Streams API コールのログ
記録

2018 年 5 月 24 日

Amazon Lex CloudTrail を使用した Amazon 
Lex API コールのログ記録

2017 年 8 月 15 日

Amazon Lightsail AWS CloudTrail での Lightsail 
API コール

2016 年 12 月 23 日

Amazon Location Service AWS CloudTrail でのログ記録と
モニタリング

12/15/2020
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AWS のサービス CloudTrail トピック サポート開始

Amazon Lookout for Equipment AWS CloudTrail での Amazon 
Lookout for Equipment コールの
モニタリング

12/01/2020

Amazon Lookout for Metrics AWS CloudTrail 内の Amazon 
Lookout for Metrics API アクティ
ビティの表示

12/08/2020

Amazon Lookout for Vision AWS CloudTrail での Amazon 
Lookout for Vision コールのログ
記録

12/01/2020

Amazon Machine Learning AWS CloudTrail を使用した 
Amazon ML API コールのログ記
録

2015 年 12 月 10 日

Amazon Macie AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Macie API コールのログ
記録

2020 年 5 月 13 日

Amazon Managed Blockchain AWS CloudTrail Amazon 
Managed Blockchain API コール
のログ記録

AWS CloudTrail を使用した 
Managed Blockchain API呼び出
しのための Ethereum のログ記録
(プレビュー)

04/01/2019

Amazon Managed Grafana AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Managed Grafana API 
コールのログ記録

12/15/2020

Amazon Managed Service for 
Prometheus

AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Managed Service for 
Prometheus API コールのログ記
録

12/15/2020

Amazon Managed Streaming for 
Apache Kafka

AWS CloudTrail を使用した 
Amazon MSK API コールのログ
記録

2018 年 12 月 11 日

Amazon Managed Workflows for 
Apache Airflow

AWS CloudTrail での Amazon 
MWAA API アクティビティのモ
ニタリング

11/24/2020

Amazon MQ AWS CloudTrail を使用した 
Amazon MQ API コールの ログ
記録

2018 年 7 月 19 日

Amazon Neptune AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Neptune API コールの 
ログ記録

2018 年 5 月 30 日

Amazon OpenSearch Service AWS CloudTrail での Amazon 
OpenSearch Service ドメインの
監査

2015 年 10 月 1 日
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Amazon Omics AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Omics API コールのログ
記録

11/29/2022

Amazon Personalize AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Personalize API コール
のログ記録

2018 年 11 月 28 日

Amazon Pinpoint AWS CloudTrail での Amazon 
Pinpoint API コールのログ記録

2018 年 2 月 6 日

Amazon Pinpoint SMS および音
声 API

AWS CloudTrail での Amazon 
Pinpoint API コールのログ記録

2018 年 11 月 16 日

Amazon Polly AWS CloudTrail での Amazon 
Polly API コールのログ記録

2016 年 11 月 30 日

Amazon Quantum Ledger 
Database (Amazon QLDB)

AWS CloudTrail での Amazon 
QLDB API コールのログ記録

2019 年 9 月 10 日

Amazon QuickSight CloudTrail でのオペレーションの
ログ記録

2017 年 4 月 28 日

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS)

AWS CloudTrail を使用した 
Amazon RDS API コールの ログ
記録

2013 年 11 月 13 日

Amazon RDS Performance 
Insights

AWS CloudTrail を使用した 
Amazon RDS API コールの ログ
記録

Amazon RDS Performance 
Insights API は、Amazon RDS 
API のサブセットです。

2018 年 6 月 21 日

Amazon Redshift AWS CloudTrail での Amazon 
Redshift API コールのログ記録

2014 年 6 月 10 日

Amazon Rekognition AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Rekognition API コール
の ログ記録

2018 年 4 月 6 日

Amazon Route 53 AWS CloudTrail を使用して 
Route 53 API に送信されたリク
エストをキャプチャする

2015 年 2 月 11 日

Amazon Route 53 Application 
Recovery Controller

AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Route 53 Application 
Recovery Controller API コール
のログ記録

07/27/2021

Amazon S3 AWS CloudTrail を使用した 
Amazon S3 API コールのログ記
録

管理イベント: 2015 年 9 月 1 日

データイベント: 2016 年 11 月 
21 日

Amazon S3 Glacier AWS CloudTrail を使用した S3 
Glacier API コールのログ記録

2014 年 12 月 11 日
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Amazon SageMaker AWS CloudTrail での Amazon 
SageMaker API コールのログ記
録

2018 年 1 月 11 日

Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES)

AWS CloudTrail を使用した 
Amazon SES API コールのログ
記録

2015 年 5 月 7 日

Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS)

AWS CloudTrail を使用した 
Amazon Simple Notification 
Service API コールのログ記録

2014 年 10 月 9 日

Amazon Simple Queue Service 
(Amazon SQS)

AWS CloudTrail を使用した 
Amazon SQS API アクションの
ログ記録

2014 年 7 月 16 日

Amazon Simple Workflow 
Service (Amazon SWF)

AWS CloudTrail での Amazon 
Simple Workflow Service API 
コールのログ

2014 年 5 月 13 日

Amazon Textract AWS CloudTrail での Amazon 
Textract API コールのログ記録

2019 年 5 月 29 日

Amazon Timestream AWS CloudTrail によるタイムス
トリーム API 呼び出しのログ記
録

09/30/2020

Amazon Transcribe AWS CloudTrail での Amazon 
Transcribe API コールのログ記録

2018 年 6 月 28 日

Amazon Translate AWS CloudTrail での Amazon 
Translate API コールのログ記録

2018 年 4 月 4 日

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC)

AWS CloudTrail を使用した API 
コールのログ記録

Amazon VPC API は、Amazon 
EC2 API のサブセットです。

2013 年 11 月 13 日

Amazon VPC Lattice CloudTrail ログ 03/31/2023

Amazon WorkDocs AWS CloudTrail を使用した 
Amazon WorkDocs API コールの
ログ記録

2014 年 8 月 27 日

Amazon WorkMail AWS CloudTrail を使用した 
Amazon WorkMail API コールの 
ログ記録

2017 年 12 月 12 日

Amazon WorkSpaces CloudTrail を使用した Amazon 
WorkSpaces API コールのログ記
録

2015 年 4 月 9 日

Amazon WorkSpaces Web AWS CloudTrail を使用した 
Amazon WorkSpaces Web API 
コールの ログ記録

11/30/2021
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AWS のサービス CloudTrail トピック サポート開始

Application Auto Scaling AWS CloudTrail での Application 
Auto Scaling API コールのログ記
録

2016 年 10 月 31 日

AWS Amplify AWS CloudTrail を使用した 
Amplify API コールのログ記録

11/30/2020

AWS App Mesh AWS CloudTrail を使用した App 
Mesh API コールのログ記録

AWS App Mesh 10/30/2019

App Mesh Envoy Management 
Service 2022 年 3 月 18 日

AWS App Runner AWS CloudTrail での App 
Runner API コールのログ記録

05/18/2021

AWS Application Discovery 
Service

AWS CloudTrail での Application 
Discovery Service API コールの
ログ記録

2016 年 5 月 12 日

AWS AppSync AWS CloudTrail を使用した AWS 
AppSync API コールのログ記録

2018 年 2 月 13 日

AWS Artifact AWS CloudTrail での AWS 
Artifact API コールのログ記録

01/27/2023

AWS Audit Manager AWS CloudTrail での AWS Audit 
Manager API コールのログ記録

12/07/2020

AWS Auto Scaling CloudTrail を使用した AWS Auto 
Scaling API コールのログ記録

2018 年 8 月 15 日

AWS Backup AWS CloudTrail を使用した AWS 
Backup API コールのログ記録

2019 年 2 月 4 日

AWS Batch AWS CloudTrail を使用した AWS 
Batch API コールのログ記録

2018 年 1 月 10 日

AWS Billing and Cost 
Management

AWS CloudTrail を使用した AWS 
Billing and Cost Management API 
コールのログ記録

2018 年 6 月 7 日

AWS BugBust CloudTrail を使用した BugBust 
API コールのログ記録

06/24/2021

AWS Certificate Manager AWS CloudTrail を使用する 2016 年 3 月 25 日

AWS Certificate Manager Private 
Certificate Authority

CloudTrail の使用 2019 年 6 月 6 日

AWS Cloud Map AWS CloudTrail を使用した AWS 
Cloud Map API コールのログ記
録

2018 年 11 月 28 日

AWS Cloud9 AWS CloudTrail を使用した AWS 
Cloud9 API コールのログ記録

2019 年 1 月 21 日
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AWS のサービス CloudTrail トピック サポート開始

AWS CloudFormation AWS CloudTrail での AWS 
CloudFormation API コールのロ
グ記録

2014 年 4 月 2 日

AWS CloudHSM AWS CloudTrail を使用した AWS 
CloudHSM API コールのログ記
録

2015 年 1 月 8 日

AWS CloudShell AWS CloudShell でのログ記録と
モニタリング

12/15/2020

AWS CloudTrail AWS CloudTrail API リファレン
ス（CloudTrail API コールはすべ
て CloudTrail によってログに記
録されます）。

2013 年 11 月 13 日

AWS CodeBuild AWS CloudTrail を使用した AWS 
CodeBuild API コールのログ記録

2016 年 12 月 1 日

AWS CodeCommit AWS CloudTrail を使用した AWS 
CodeCommit API コールのログ
記録

2017 年 1 月 11 日

AWS CodeDeploy AWS CloudTrail を使用したデプ
ロイのモニタリング

2014 年 12 月 16 日

AWS CodePipeline AWS CloudTrail を使用した 
CodePipeline API コールのログ
記録

2015 年 7 月 9 日

AWS CodeStar AWS CloudTrail での AWS 
CodeStar API コールのログ記録

2017 年 6 月 14 日

AWS CodeStar 通知 AWS CloudTrailでの AWS 
CodeStar 通知 API コールのログ
記録

2019 年 11 月 5 日

AWS Config AWS CloudTrail を使用した AWS 
Config API コールのログ記録

2015 年 2 月 10 日

AWS Control Tower AWS CloudTrail を使用した AWS 
Control Tower アクションのログ
記録

2019-08-12

AWS Data Pipeline AWS CloudTrail を使用した AWS 
Data Pipeline API コールのログ
記録

2014 年 12 月 2 日

AWS Database Migration Service 
(AWS DMS)

AWS CloudTrail を使用した AWS 
Database Migration Service API 
コールのログ記録

2016 年 2 月 4 日

AWS DataSync AWS CloudTrail を使用した AWS 
DataSync API コールのログ記録

2018 年 11 月 26 日

AWS Device Farm AWS CloudTrail を使用した AWS 
Device Farm API コールのログ記
録

2015 年 7 月 13 日
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AWS のサービス CloudTrail トピック サポート開始

AWS Direct Connect AWS CloudTrail での AWS Direct 
Connect API コールのログ記録

2014 年 3 月 8 日

AWS Directory Service CloudTrail を使用した AWS 
Directory Service API コールのロ
グ記録

2015 年 5 月 14 日

AWS Elastic Beanstalk (Elastic 
Beanstalk)

AWS CloudTrail での Elastic 
Beanstalk API コールの使用

2014 年 3 月 31 日

AWS Elastic Disaster Recovery AWS CloudTrail を使用した AWS 
Elastic Disaster Recovery API 
コールのログ記録

11/17/2021

AWS Elemental MediaConnect AWS CloudTrail を使用した AWS 
Elemental MediaConnect API 
コールの記録

2018 年 11 月 27 日

AWS Elemental MediaConvert CloudTrail を使用した AWS 
Elemental MediaConvert API 
コールのログ記録

2017 年 11 月 27 日

AWS Elemental MediaLive AWS CloudTrail での MediaLive 
API コールのログ記録

2019 年 1 月 19 日

AWS Elemental MediaPackage AWS CloudTrail での AWS 
Elemental MediaPackage API 
コールのログ記録

2018 年 12 月 21 日

AWS Elemental MediaStore CloudTrail を使用した AWS 
Elemental MediaStore API コー
ルのログ記録

2017 年 11 月 27 日

AWS Elemental MediaTailor AWS CloudTrail での AWS 
Elemental MediaTailor API コー
ルのログ記録

2019 年 2 月 11 日

AWS Fault Injection Simulator AWS CloudTrail による API コー
ルのログ記録

03/15/2021

AWS Firewall Manager AWS CloudTrail を使用した AWS 
Firewall Manager API コールのロ
グ記録

2018 年 4 月 5 日

AWS Global Accelerator AWS CloudTrail を使用した AWS 
Global Accelerator API コールの
ログ記録

2018 年 11 月 26 日

AWS Glue AWS CloudTrail を使用した AWS 
Glue オペレーションのログ記録

2017 年 11 月 7 日

AWS Ground Station AWS CloudTrail を使用した AWS 
Ground Station API コールのログ
記録

2019/05/31

AWS Health AWS CloudTrail を使用した AWS 
Health API コールのログ記録

2016 年 11 月 21 日
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AWS のサービス CloudTrail トピック サポート開始

AWS Health Dashboard AWS CloudTrail を使用した AWS 
Health API コールのログ記録

2016 年 12 月 1 日

AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-
On)

AWS CloudTrail を使用した IAM 
アイデンティティセンター API 
コールのログ記録

2017 年 12 月 7 日

AWS Identity and Access 
Management (IAM)

AWS CloudTrail での IAM イベン
トのログ記録

2013 年 11 月 13 日

AWS IoT AWS CloudTrail を使用した AWS 
IoT API コールのログ記録

2016 年 4 月 11 日

AWS IoT 1-Click AWS CloudTrail を使用した AWS 
IoT 1-Click API コールのログ記録

2018 年 5 月 14 日

AWS IoT 解析 AWS CloudTrail を使用した AWS 
IoT Analytics API コールのログ記
録

2018 年 4 月 23 日

AWS IoT Events AWS CloudTrail での AWS IoT イ
ベント API コールのログ記録

2019 年 6 月 11 日

AWS IoT Greengrass AWS CloudTrail を使用した AWS 
IoT Greengrass API コールのロ
グ記録

2018 年 10 月 29 日

AWS IoT Greengrass V2 AWS CloudTrail での AWS IoT 
Greengrass V2 API コールのログ
記録

12/14/2020

AWS IoT SiteWise AWS CloudTrail での AWS IoT 
SiteWise API コールのログ記録

04/29/2020

AWS Key Management Service 
(AWS KMS)

AWS CloudTrail を使用した AWS 
KMS API コールのログ記録

2014 年 11 月 12 日

AWS Lake Formation AWS CloudTrail を使用した AWS 
Lake Formation API コールのロ
グ記録

08/09/2019

AWS Lambda AWS CloudTrail を使用した AWS 
Lambda API コールのログ記録

AWS CloudTrail での Lambda の
使用

管理イベント: 2015 年 4 月 9 日

データイベント: 2017 年 11 月 
30 日

AWS License Manager AWS CloudTrail を使用した AWS 
License Manager API コールのロ
グ記録

2019 年 3 月 1 日

AWS Managed Services AMS Accelerate でのログ管理 2016 年 12 月 21 日

AWS Marketplace AWS CloudTrail を使用した AWS 
Marketplace API コールのログ記
録

2017 年 5 月 2 日
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AWS のサービス CloudTrail トピック サポート開始

AWS Marketplace 検出 AWS CloudTrail を使用した AWS 
Marketplace Discovery API コー
ルのログ記録

12/15/2022

AWS Marketplace Metering 
Service

AWS CloudTrail を使用した AWS 
Marketplace API コールのログ記
録

2018 年 8 月 22日

AWS Migration Hub AWS CloudTrail を使用した AWS 
Migration Hub API コールのログ
記録

2017 年 8 月 14 日

AWS Mobile Hub AWS CloudTrail での AWS 
Mobile CLI API コールのログ記録

2018 年 6 月 29 日

AWS Network Firewall AWS CloudTrail での AWS 
Network Firewall API コールのロ
グ記録

2020/11/17

AWS OpsWorks for Chef 
Automate

AWS CloudTrail を使用した AWS 
OpsWorks for Chef Automate API 
コールのログ記録

2018 年 7 月 16 日

AWS OpsWorks for Puppet 
Enterprise

AWS CloudTrail での OpsWorks 
for Puppet Enterprise API コール
のログ記録

2018 年 7 月 16 日

AWS OpsWorks Stacks AWS CloudTrail を使用した AWS 
OpsWorks Stacks API コールの
ログ記録

2014 年 6 月 4 日

AWS Organizations AWS CloudTrail での AWS 
Organizations API コールのログ
記録

2017 年 2 月 27 日

AWS Outposts AWS CloudTrail での AWS 
Outposts API コールのログ記録

02/04/2020

AWS Private Certificate Authority CloudTrail の使用 2018 年 4 月 4 日

AWS Resilience Hubb AWS CloudTrail 11/10/2021

AWS Resource Access Manager 
(AWS RAM)

AWS CloudTrail を使用した AWS 
RAM API コールのログ記録

2018 年 11 月 20 日

AWS Resource Groups AWS CloudTrail を使用した AWS 
Resource Groups API コールの
ログ記録

2018 年 6 月 29 日

AWS RoboMaker AWS CloudTrail を使用した AWS 
RoboMaker API コールのログ記
録

2019 年 1 月 16 日

AWS Secrets Manager AWS Secrets Manager シーク
レットの使用を監視する

2018 年 4 月 5 日
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AWS のサービス CloudTrail トピック サポート開始

AWS Security Hub AWS CloudTrail を使用した AWS 
Security Hub API コールのログ記
録

2018 年 11 月 27 日

AWS Security Token Service 
(AWS STS)

AWS CloudTrail での IAM イベン
トのログ記録

IAM トピックには、AWS STS の
情報が含まれています。

2013 年 11 月 13 日

AWS Serverless Application 
Repository

AWS CloudTrail を使用した AWS 
Serverless Application Repository 
API コールのログ記録

2018 年 2 月 20 日

AWS Service Catalog AWS CloudTrail を使用した 
Service Catalog API コールのロ
グ記録

2016 年 7 月 6 日

AWS Shield AWS CloudTrail での Shield 
Advanced API コールのログ記録

2018 年 2 月 8 日

AWS Snowball AWS CloudTrail を使用した AWS 
Snowball API コールのログ記録

2019 年 1 月 25 日

AWS Snowball Edge AWS CloudTrail を使用した AWS 
Snowball Edge API コールのログ
記録

2019 年 1 月 25 日

AWS Step Functions AWS CloudTrail を使用した AWS 
Step Functions API コールのログ
記録

2016 年 12 月 1 日

Storage Gateway AWS CloudTrail を使用した 
Storage Gateway API コールのロ
グ記録

2014 年 12 月 16 日

AWS Support AWS CloudTrail を使用した AWS 
Support API コールのログ記録

2016 年 4 月 21 日

AWS Systems Manager AWS CloudTrail を使用した AWS 
Systems Manager API コールの
ログ記録

2017 年 11 月 29 日

AWS Systems Manager Incident 
Manager

AWS CloudTrail を使用した 
AWS Systems Manager Incident 
Manager API コールのログ記録

05/10/2021

AWS 通信ネットワークビルダー 
(AWS TNB)

AWS CloudTrail による AWS 
通信ネットワークビルダー API 
コールのログ記録

02/21/2023

AWS Transfer for SFTP AWS CloudTrail を使用した AWS 
Transfer for SFTP API コールの
ログ記録

2019 年 1 月 8 日
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AWS のサービス CloudTrail トピック サポート開始

AWS Transit Gateway Logging API Calls for Your 
Transit Gateway Using AWS 
CloudTrail を使用した転送ゲート
ウェイの API コールのログ記録

2018 年 11 月 26 日

AWS Trusted Advisor AWS CloudTrail での AWS 
Trusted Advisor コンソールアク
ションのログへの記録

10/22/2020

AWS WAF AWS CloudTrail を使用した AWS 
WAF API コールのログ記録

2016 年 4 月 28 日

AWS Well-Architected Tool AWS CloudTrail を使用した AWS 
Well-Architected Tool API コール
のログ記録

12/15/2020

AWS X-Ray CloudTrail を使用した AWS X-
Ray API コールのログ記録

2018 年 4 月 25 日

Elastic Load Balancing Classic Load Balancer の AWS 
CloudTrail ログ記録および
Application Load Balancer の 
AWS CloudTrail ログ記録

2014 年 4 月 4 日

FreeRTOS 無線通信経由更新 
(OTA)

AWS CloudTrail での AWS IoT 
OTA API 呼び出しのログ記録

2019 年 5 月 22 日

Service Quotas AWS CloudTrail による Service 
Quotas API コールのログ記録

06/24/2019

CloudTrail のサポートされていないサービス
次の AWS サービスは AWS CloudTrail によるイベントのログ記録をサポートしていません。サービスが 
CloudTrail ログ記録をサポートしていない理由はさまざまです。たとえば、まだプレビュー中であるか、
一般提供 (GA) 用にリリースされていないサービスは、CloudTrail ログ記録をサポートしていないと見なさ
れます。

サポートされている AWS サービスのリストについては、「CloudTrail がサポートされているサービスと
統合 (p. 26)」を参照してください。

AWS のサービス 開始日

AWS Import/Export 2020 年 6 月 17 日

AWS Price List サービス 2018 年 12 月 17 日

以下の AWS サービスには、パブリック API オペレーションがありません。

AWS のサービス 開始日

Amazon Sumerian 2018 年 5 月 15 日

Amazon WorkSpaces Application Manager 2015 年 4 月 9 日
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AWS のサービス 開始日

AWS Deep Learning AMI 2017 年 11 月 15 日

AWS DeepComposer 2019 年 12 月 2 日

AWS DeepLens 2017 年 11 月 29 日

AWS DeepRacer 2019 年 4 月 29 日

AWS Snowmobile 2016 年 11 月 30 日

AWS CloudTrail のクォータ
次の表では、CloudTrail 内のクォータまたは制限について説明します。CloudTrail には調整可能なクォー
タがありません。AWS のその他のクォータの詳細については、「AWS サービスクォータ」を参照してく
ださい。

リソース デフォルトの制限 コメント

リージョンごとの追跡情報 5 この制限を増やすことはできま
せん。

API の取得、説明、一覧表示 1 秒あたり 10 件のトランザク
ション (TPS)

スロットリングなしで 1 秒
あたりに実行できるオペ
レーションリクエストの最大
数。LookupEvents および
PutAuditEvents API はこのカ
テゴリに含まれていません。

この制限を増やすことはできま
せん。

LookupEvents API 1 秒あたり 2 件のトランザクショ
ン (TPS)

スロットリングなしで 1 秒あた
りに実行できるオペレーション
リクエストの最大数。

この制限を増やすことはできま
せん。

PutAuditEvents API 1 秒あたり 100 件のトランザク
ション (TPS)

スロットリングなしで 1 秒あた
りに実行できるオペレーション
リクエストの最大数。

この制限を増やすことはできま
せん。

他のすべての API 1 秒あたりのトランザクション 
(TPS) は 1

スロットリングなしで 1 秒あた
りに実行できるオペレーション
リクエストの最大数。

この制限を増やすことはできま
せん。

CloudTrail Lake のイベントデー
タストア

10 この制限を増やすことはできま
せん。
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リソース デフォルトの制限 コメント

チャネル 25 この制限は、CloudTrail Lake と 
AWS の外部にあるイベントソー
スとの統合に使用されるチャネ
ルに適用され、サービスにリン
クされたチャネルには適用され
ません。

この制限を増やすことはできま
せん。

PutAuditEvents リクエストあた
りのイベント数

100 PutAuditEvents リクエストご
とに最大 100 のアクティビティ
イベント (または最大 1 MB) を追
加することが可能です。

この制限を増やすことはできま
せん。

イベントセレクタ 5/ 証跡 この制限を増やすことはできま
せん。

アドバンストイベントセレクタ すべてのアドバンストイベント
セレクタの 500 の条件

証跡またはイベントデータスト
アが高度なイベントセレクタを
使用している場合、条件値の最
大数はすべての高度なイベント
セレクタにわたり 500 に設定さ
れています。証跡またはイベン
トデータストアが、すべてのリ
ソース (すべての S3 バケットま
たはすべての Lambda 関数など) 
のデータイベントをログに記録
しない限り、データリソースは 
250 に制限されます。データリ
ソースは、イベントセレクタに
分散できますが、合計が 250 を
超えることはできません。

この制限を増やすことはできま
せん。
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リソース デフォルトの制限 コメント

イベントセレクタのデータリ
ソース

証跡情報にあるすべてのイベン
トセレクタ 250

イベントセレクタまたはアドバ
ンストイベントセレクタを使用
してデータイベントを制限する
場合、証跡内のすべてのイベン
トセレクタにおいて、データリ
ソースの合計数は 250 を超える
ことはできません。各イベント
セレクタで設定可能なリソース
数の制限は最大 250 です。この
最大制限数は、データリソース
の合計数がすべてのイベントセ
レクタにおいて 250 を超えてい
ない場合に限り許可されていま
す。

例:

• イベントセレクタが 5 の証跡
情報では、各設定で 50 のデー
タリソースが許可されていま
す。(5*50=250)

• イベントセレクタが 5 の証跡
情報では、その内 3 つがデー
タリソース 50 で設定され、
その 1 つはデータリソース 
99 で設定、そしてもう 1 つ
はデータリソース 1 で設定す
ることも許可されています。
((3*50)+1+99=250)

• イベントセレクタ 5 で設定さ
れている証跡情報ですべてを
データリソース 100 に設定
することは許可されていませ
ん。(5*100=500)

イベントセレクタは証跡にのみ
適用されます。イベントデータ
ストアには、高度なイベントセ
レクタを使用する必要がありま
す。

この制限を増やすことはできま
せん。

すべての S3 バケットやすべて
の Lambda 関数など、すべて
のリソースでデータイベントを
ログに記録するように選択した
場合、この制限は適用されませ
ん。
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AWS CloudTrail のクォータ

リソース デフォルトの制限 コメント

イベントサイズ すべてのイベントバージョン: 
256 KB を超えるイベントは 
CloudWatch Logs に送信できま
せん

イベントバージョン 1.05 以降: 
合計イベントサイズの制限 256 
KB

Amazon CloudWatch Logs と 
Amazon EventBridge はそれぞ
れ、最大 256 KB のイベントサ
イズを許可します。256 KB を
超えるイベントは、CloudTrail 
によって CloudWatch Logs や 
EventBridge に送信されません。

イベントバージョン 1.05 で開
始し、イベントの最大サイズは 
256 KB です。これによって、
悪意のある者による不正利用を
防止し、イベントを他の AWS 
サービス (CloudWatch Logs や 
EventBridge など) で消費できる
ようにしています。

Amazon S3 に送信された 
CloudTrail ファイルサイズ

圧縮後、50 MB の ZIP ファイル 管理イベントとデータイベント
の両方で、CloudTrail は最大 50 
MB (圧縮) の ZIP ファイルで S3 
にイベントを送信します。

証跡で有効にすると、CloudTrail 
が S3 に ZIP ファイルを送信した
後、Amazon SNS からログ配信
通知が送信されます。
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前提条件

AWS CloudTrail の開始方法のチュー
トリアル

AWS CloudTrail を初めて使用するお客様向けに、このチュートリアルでは、その機能の使用方法について
説明します。このチュートリアルでは、CloudTrail コンソールで、最新の AWS アカウントのアクティビ
ティを確認し、イベントについて調べます。次に証跡を作成します。これは、Amazon S3 バケットに保存
されている管理イベントアクティビティの継続的な記録です。イベント履歴とは異なり、この継続的な記
録は 90 日間に限定されるわけではありませんが、すべての AWS リージョンでイベントを記録します。ま
た、長期にわたってセキュリティおよび監査のニーズを満たすのに役立ちます。

トピック
• 前提条件 (p. 47)
• ステップ 1: イベント履歴で AWS アカウントのアクティビティを確認する (p. 48)
• ステップ 2: 最初の証跡を作成する (p. 50)
• ステップ 3: ログファイルの表示 (p. 53)
• ステップ 4: 次のステップの計画 (p. 55)

前提条件
開始する前に、以下の前提条件と設定を完了する必要があります。

トピック
• AWS アカウントにサインアップする (p. 47)
• 管理ユーザーを作成する (p. 48)
• CloudWatch コンソールを使用する権限を付与 (p. 48)

AWS アカウントにサインアップする
AWS アカウント がない場合は、以下のステップを実行して作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. オンラインの手順に従います。

サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。
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管理ユーザーを作成する

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。

管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。

管理ユーザーとしてサインインする

• IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E 
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。

CloudWatch コンソールを使用する権限を付与
CloudTrail コンソールを使用する権限を付与します。詳細については、「CloudTrail 管理のためのアクセ
ス許可の付与 (p. 389)」を参照してください。

ステップ 1: イベント履歴で AWS アカウントのア
クティビティを確認する

AWS アカウントを作成すると、そのアカウントに対して CloudTrail が有効になります。CloudTrail をサ
ポートする AWS サービスでアクティビティが発生すると、そのアクティビティは [イベント履歴] の AWS 
の他のサービスのイベントとともに CloudTrail イベントに記録されます。つまり、証跡を作成する前に 
AWS アカウントの最近のイベントを表示、検索、およびダウンロードできますが、証跡を作成することは
長期的な記録と AWS アカウントアクティビティの監査にとって重要です。証跡とは異なり、イベント履
歴には、過去 90 日間に発生したイベントのみが表示されます。
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ステップ 1: イベント履歴で AWS ア
カウントのアクティビティを確認する

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで、[ダッシュボード] を選択します。AWS アカウントで発生した最新のイベン
トに関するダッシュボードの情報を確認します。最近のイベントは、ConsoleLogin イベントになっ
ているはずで、これは、AWS Management Console にサインインしたことを示します。

3. ダッシュボードのイベントの詳細を表示するには、これを展開します。

4. ナビゲーションペインで [Event history (イベント履歴)] を選択します。最新のイベントが最初に表示
された、フィルタリングされたイベントのリストが表示されます。イベントのデフォルトのフィル
ターは読み取り専用で、[false] に設定されています。このフィルターをクリアするには、フィルター
の右側にある [X] をクリックします。

5. デフォルトのフィルターなしでさらに多くのイベントが表示されます。多くの方法でイベントをフィ
ルタリングすることができます。たとえば、すべてのコンソールログインイベントを表示するには、
[Event name (イベント名)] を選択して、[ConsoleLogin] を指定します。フィルターはユーザーが選択
できます。

6. イベント履歴を保存するには、CSV または JSON 形式のファイルとしてダウンロードします。イベン
ト履歴のダウンロードには数分かかることがあります。
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ステップ 2: 最初の証跡を作成する

詳細については、「CloudTrail Event 履歴でのイベントの表示 (p. 57)」を参照してください。

ステップ 2: 最初の証跡を作成する
CloudTrail コンソールの [イベント履歴] に表示されるイベントは最近のアクティビティを確認するのに役
立ちますが、それらは最近のアクティビティに限定されており、CloudTrail によって記録される可能性の
あるすべてのイベントは含まれていません。さらに、コンソールのイベントの表示は、サインインして
いる AWS リージョンに限定されています。AWSアカウントにすべての AWS リージョンの情報をキャプ
チャする継続的なアクティビティ記録を作成するには、証跡を作成します。デフォルトでは、CloudTrail 
コンソールで作成した証跡が、すべてのリージョンのイベントをログに記録します。アカウント内のすべ
てのリージョンでイベントをログに記録することをベストプラクティスとしてお勧めします。

最初の証跡では、すべての AWS リージョンのすべての管理イベント (p. 7)を記録し、データイベ
ント (p. 8)はログに記録しない証跡を作成することをお勧めします。管理イベントの例には、IAM
CreateUser や AttachRolePolicy イベントなどのセキュリティイベント、RunInstances や
CreateBucket などのリソースイベントが含まれています。CloudTrail コンソールで証跡を作成する一部
として、証跡のログファイルを保存する Amazon S3 バケットを作成します。

Note

このチュートリアルでは、最初の証跡を作成することを前提としています。AWS アカウントにあ
る証跡の数、およびそれらの証跡の設定方法に応じて、次の手順で費用が発生する場合と発生し
ない場合があります。CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに格納します。これには
料金が発生します。料金の詳細については、「AWS CloudTrail の料金」および「Amazon S3 の
料金」を参照してください。

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 
コンソールを開きます。

2. [Region] (リージョン) セレクタで、追跡を作成する AWS リージョンを選択します。これは、証跡の
ホームリージョン です。

Note

証跡がすべての AWS リージョンのイベントを記録している場合でも、ホームリージョン
は、作成後にトレイルを表示および更新できる唯一の AWS リージョンです。

3. CloudTrail サービスのホームページ、[証跡] ページ、または [ダッシュボード] ページの [証跡] セク
ションで、[証跡の作成] を選択します。

4. [Trail name (証跡名)] で、証跡にMy-Management-Events-Trail などの名前を付けます。追跡の目
的をすぐに識別できる名前を使用するのがベストプラクティスです。この例では、管理イベントをロ
グに記録する追跡を作成しています。

5. AWS Organizations 組織の証跡は、デフォルトの設定のままにしておきます。このオプション
は、Organizations でアカウントを設定しない限り、変更できません。
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ステップ 2: 最初の証跡を作成する

6. [ストレージの場所] で、[新しい S3 バケットを作成する] を選択すると、新しいバケットが作成されま
す。新しいバケットを作成すると、CloudTrail によって必要なバケットポリシーが作成され、適用さ
れます。バケットに my-bucket-for-storing-cloudtrail-logs などの名前を付けます。

ログを見つけやすくするために、新しいフォルダ (プレフィックスとも呼ばれます) を既存のバケット
に作成して CloudTrail ログを保存します。プレフィックスを [プレフィックス] に入力します。

Note

Amazon S3 バケットの名前はグローバルで一意であることが必要です。詳細については、
「Amazon S3 バケットの命名要件 (p. 162)」を参照してください。

7. [ログファイル SSE-KMS 暗号化] を無効にするには、このチェックボックスをオフにします。デフォ
ルトでは、SSE-S3 の暗号化を使用して、ログファイルが暗号化されます。この設定の詳細について
は、「Amazon S3 で管理された暗号化キーによるサーバー側の暗号化 (SSE-S3) を使用したデータの
保護」を参照してください。

8. [Additional settings] はデフォルト設定のままにします。
9. ここでは、Amazon CloudWatch Logs にログを送信しないでください。
10. [タグ] で、1 つまたは複数のカスタムタグ (キーと値のペア) を証跡に追加します。タグは、CloudTrail 

ログファイルを含む Amazon S3 バケットなど、CloudTrail 証跡やその他のリソースを識別するのに役
立ちます。例えば、Compliance という名前の Auditing という値のタグをアタッチできます。

Note

CloudTrail コンソールで証跡を作成するときにタグを追加でき、Amazon S3 バケットを作
成して CloudTrail コンソールにログファイルを保存できますが、CloudTrail コンソールか
ら Amazon S3 バケットにタグを追加することはできません。バケットへのタグの追加な
ど、Amazon S3 バケットのプロパティの表示と変更の詳細については、「Amazon S3 ユー
ザーガイド」を参照してください。
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ステップ 2: 最初の証跡を作成する

タグの作成が完了したら、[Next] をクリックします。
11. [Choose log events] ページで、ログに記録するイベントタイプを選択します。この証跡では、[管理イ

ベント] はそのままにしておきます。[管理イベント] 領域で、[読み取り] および [書き込み] イベントの
両方をログに記録することをまだ選択していない場合は、選択します。[Exclude AWS KMS events] の
および [Exclude Amazon RDS Data API events] のチェックボックスはオフのままにし、すべてのイベ
ントを記録します。

Version 1.0
52



AWS CloudTrail ユーザーガイド
ステップ 3: ログファイルの表示

12. [データイベント] および Insights イベントの設定はデフォルトのままにしておきます。この証跡は、
データや CloudTrail Insights イベントを記録しません。[Next] (次へ) をクリックします。

13. [確認と作成] ページで、詳細用に選択した設定を確認します。戻って変更するには、セクションの 
[Edit] を選クリックします。証跡を作成する準備ができたら、[Create trail] を選択します。

14. [証跡] ページには、新しい証跡がテーブルに表示されます。トレイルはマルチリージョン証跡に設定
され、ログ記録はデフォルトで有効になっています。

ステップ 3: ログファイルの表示
最初の証跡を作成してから平均で約 5 分以内に、CloudTrail は最初のログファイルのセットを証跡の 
Amazon S3 バケットに配信します。これらのファイルを確認して、含まれる情報についての情報取得など
を行えます。

Note

CloudTrail は、通常、API コールから平均 5 分以内にログを配信します。この時間は保証されま
せん。詳細については、「AWS CloudTrail サービスレベルアグリーメント」をご覧ください。

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 
コンソールを開きます。
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ステップ 3: ログファイルの表示

2. ナビゲーションペインで、[Trails] (追跡) を選択します。[証跡] ページで、先ほど作成した証跡の名前
を探します (例では、My-Management-Events-Trail)。

3. その証跡の行で、S3 バケットの値を選択します (この例では、aws-cloudtrail-logs-08132020-
mytrail)。

4. Amazon S3 コンソールが開き、ログファイルの最上位レベルにそのバケットが表示されます。すべて
の AWS リージョンでイベントをログに記録する証跡を作成したため、各リージョンのフォルダを表
示するレベルでディスプレイが開きます。このレベルでの Amazon S3 バケットナビゲーションの階
層は、bucket-name/AWSLogs/account-id/CloudTrail です。ログファイルを確認する AWS リー
ジョンのフォルダを選択します。例えば、米国東部 (オハイオ) リージョンのログファイルを確認する
場合は、[us-east-2] を選択します。

5. バケットフォルダ構造を、そのリージョンのアクティビティのログを確認する年、月、日に移動
します その日には、多数のファイルがあります。ファイルの名前は、AWS アカウント ID で始ま
り、拡張子 .gz で終わります。例えば、アカウント ID が 123456789012 の場合、ファイル名は
123456789012_CloudTrail_us-east-2_20190610T1255abcdeEXAMPLE.json.gz のようになりま
す。

これらのファイルを表示するには、ダウンロードして、解凍し、プレーンテキストエディタか JSON 
ビューアーで表示します。ブラウザによっては、.gz および JSON ファイルを直接表示することもで
きます。CloudTrail ログファイルの情報の解析が容易になるため、JSON ビューアーを使用すること
をお勧めします。

ファイルの内容を参照しようとして、表示されている内容について疑問に思う場合があるかもしれま
せん。CloudTrail は、イベントが発生した時点の AWS リージョンのアクティビティを経験したすべ
ての AWS サービスのイベントをログに記録します。つまり、さまざまな AWS サービスのイベント
は、時間のみに基づいて混合されています。そのサービスに対する API コールのログファイルエント
リの例など、特定の AWS サービスが CloudTrail で記録する内容の詳細については、「CloudTrail で
サポートされているサービスのリスト (p. 29)」とそのサービスの CloudTrail 統合についてのトピック
を参照してください。また、CloudTrail ログファイルの内容と構成の詳細については、「CloudTrail 
ログイベントリファレンス (p. 437)」を参照してください。

また 米国東部 (オハイオ) のログファイルに表示されていないものにも気付くでしょう。具体的には、
コンソールにログインしたことがわかっていても、コンソールのサインインイベントは表示されませ
ん。これは、コンソールサインインと IAM イベントがグローバルサービスイベント (p. 16)であり、
通常特定の AWS リージョンに記録されているためです。この場合、それらは米国東部 (バージニア北
部) に記録され、[us-east-1] フォルダにあります。そのフォルダを開き、興味のある年、月、日を開き
ます。ログファイルを閲覧して、次のような ConsoleLogin イベントを見つけます。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major", 
        "accountId": "123456789012", 
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        "userName": "Mary_Major" 
    }, 
    "eventTime": "2019-06-10T17:14:09Z", 
    "eventSource": "signin.amazonaws.com", 
    "eventName": "ConsoleLogin", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "203.0.113.67", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 
 Firefox/60.0", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": { 
        "ConsoleLogin": "Success" 
    }, 
    "additionalEventData": { 
        "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?state=hashArgs
%23&isauthcode=true", 
        "MobileVersion": "No", 
        "MFAUsed": "No" 
    }, 
    "eventID": "2681fc29-EXAMPLE", 
    "eventType": "AwsConsoleSignIn", 
    "recipientAccountId": "123456789012"
}

このログファイルのエントリで、ログインした IAM ユーザーのアイデンティティ (Mary_Major) だけ
ではなく、ログインした日時、およびログインが成功しました。彼女がログインした IP アドレス、使
用したコンピュータのオペレーティングシステムとブラウザソフトウェア、および彼女が多要素認証
を使用していなかったことも確認できます。

ステップ 4: 次のステップの計画
証跡を使用して AWS アカウントのイベントとアクティビティの継続的な記録にアクセスできます。
この継続的な記録は AWS アカウントのための会計と監査のニーズを満たすのに役立ちます。ただ
し、CloudTrail と CloudTrail データを使用してできることはもっとたくさんあります。

• 証跡データの追加のセキュリティを追加します。証跡を作成すると、CloudTrail は自動的に特定のレベ
ルのセキュリティを適用します。ただし、データ安全性を確保するために実行できる追加のステップが
あります。
• デフォルトでは、証跡の作成の一部として作成した Amazon S3 バケットには、CloudTrail がそのバ

ケットにログファイルを書き込むことを許可するポリシーが適用されています。バケットはパブリッ
クアクセス可能ではありませんが、自分の AWS アカウントのバケットを読み書きするアクセス許可
がある場合は、AWS アカウントの他のユーザーがアクセスできる可能性があります。バケットのポリ
シーを確認し、必要に応じて変更を加え、アクセスを制限します。詳細については、「Amazon S3 セ
キュリティのドキュメント」と「バケットを保護するためのチュートリアルの例」を参照してくださ
い。

• CloudTrail によってバケットに配信されるログファイルは、Amazon の Amazon S3 で管理された暗号
化キーによるサーバー側の暗号化 (SSE-S3) によって暗号化されます。直接管理可能なセキュリティ
レイヤーを提供するには、代わりに CloudTrail ログファイルのAWS KMS によって管理されたキー 
(SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化 を使用できます。CloudTrail で SSE-KMS を使用するに
は、AWS KMS key とも呼ばれる KMS キーを作成して管理します。詳細については、「AWS KMS 
キーによる CloudTrail ログファイルの暗号化 (SSE-KMS) (p. 419)」を参照してください。

• 追加のセキュリティ計画については、CloudTrail のセキュリティのベストプラクティス (p. 416)を確
認します。

• データイベントをログに記録する証跡を作成します。オブジェクトが 1 つ以上の Amazon S3 バケット
で追加、取得、削除されたとき、DynamoDB テーブルで項目が追加、変更または削除されたとき、また
は 1 つ以上の AWS Lambda 関数が呼び出されたときのロギングに興味がある場合は、これらはデータ
イベントです。このチュートリアルの前半で作成した管理イベント証跡では、これらのタイプのイベン
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トを記録しません。 リソースとサポートされたリソースの一部または全部のデータイベントをログに記
録するために、個別の証跡を作成できます。詳細については、「データイベント (p. 258)」を参照して
ください。

Note

データイベントのログ記録には追加料金が適用されます。詳細については、「AWS CloudTrail 
料金」を参照してください。

• CloudTrail Insights イベントを証跡に記録します。 CloudTrail Insights は、CloudTrail 管理イベントを継
続的に分析することで、 ユーザーが write API コールに関連する異常または異例のアクティビティを
特定し、それに応答するのに役立ちます。CloudTrail Insights は、数学的モデルを使用して、アカウント
の API およびサービスイベントアクティビティの通常のレベルを決定します。これは、通常のパターン
の外にある動作を特定し、Insights イベントを生成し、これらのイベントを証跡に選択した送信先 S3 バ
ケットの /CloudTrail-Insight フォルダに配信します。CloudTrail Insights の詳細については、「証
跡の Insights イベントの記録 (p. 285)」を参照してください。

Note

Insights イベントの記録には追加料金が適用されます。詳細については、「AWS CloudTrail 料
金」を参照してください。

• 特定のイベントが発生したときに警告するように CloudWatch Logs アラームをセットアップしま
す。CloudWatch Logs を使用すると、CloudTrail によってキャプチャされた特定のイベントに関するア
ラートをモニタリングおよび受信できます。例えば、セキュリティグループの変更 (p. 312)、失敗し
た AWS Management Console サインインイベント (p. 314)、IAM ポリシーの変更 (p. 315)など、主
要なセキュリティおよびネットワーク関連の管理イベントをモニタリングできます。詳細については、
「Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルをモニタリングする (p. 295)」を参照し
てください。

• 分析ツールを使用して、CloudTrail ログの傾向を識別します。イベント履歴のフィルタは最近のアク
ティビティで特定のイベントまたはイベントタイプを見つけるのに役立ちますが、アクティビティをよ
り長い期間にわたって検索する機能を提供しません。より深い、より詳細な分析には、Amazon Athena 
を使用できます。詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「AWS CloudTrail ログのクエ
リ」を参照してください。
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CloudTrail の使用
CloudTrail は、デフォルトでお客様の AWS アカウントに対し有効になっています。CloudTrail コンソー
ルの全ての履歴を使用することで、AWS インフラストラクチャ全体のアカウントアクティビティを表
示、検索、ダウンロード、アーカイブ、分析し、それに対応できます。これには、AWS Management 
Console、AWS Command Line Interface、および AWS SDK と API を通じて実行されたアクティビティが
含まれます。

AWS アカウントのイベントの継続的な記録については、証跡を作成します。証跡により、CloudTrail は
ログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コンソールで追跡を作成すると
きに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWSパーティションのすべてのリー
ジョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。さ
らに、CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づく対応するためにその
他の AWS のサービスを設定できます。

AWS Organizations で組織を作成した場合は、その組織内のすべての AWS アカウントのすべてのイベン
トを記録する証跡を作成できます。組織の証跡を作成すると、組織のための統一されたイベントログ記録
戦略を定義するのに役立ちます。

トピック
• CloudTrail Event 履歴でのイベントの表示 (p. 57)
• CloudTrail Insights イベントの表示 (p. 69)
• AWS アカウント の証跡の作成 (p. 84)
• 組織の証跡の作成 (p. 135)
• 証跡イベントを CloudTrail Lake にコピー (p. 149)
• CloudTrail ログファイルの取得と表示 (p. 155)
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定 (p. 157)
• CloudTrail のユーザーアクセス権限のコントロール  (p. 159)
• 証跡を管理するためのヒント (p. 159)
• AWS CloudTrail とインターフェイス VPC エンドポイントの使用 (p. 162)
• AWS CLI を使用して CloudTrail のサービスにリンクされたチャネルを表示します (p. 164)

CloudTrail Event 履歴でのイベントの表示
CloudTrail コンソールで運用およびセキュリティインシデントのトラブルシューティングを行うに
は、[Event history] (イベント履歴) を表示します。[イベント履歴] は、AWS リージョン で過去 90 日間に
記録された API アクティビティ (管理イベント) に関する表示、検索、およびダウンロードが可能で、変更
不可能な記録を提供します。

リージョン単位で、AWS アカウント でのリソース (IAM ユーザーまたは Amazon EC2 インスタンスなど) 
の作成、変更、または削除に関連するイベントを参照できます。AWS CloudTrail コンソールで、イベント
の閲覧やダウンロードが可能です。コンソールのイベント履歴の表示は、どのカラムを表示または非表示
にするかを選択することでカスタマイズできます。AWS SDK または AWS Command Line Interface を使
用してプログラムでイベントを検索できます。また、[イベント履歴] でイベントの詳細を並べて比較する
ことができます。

CloudTrail のログ記録は、AWS のサービスによって異なります。ほとんどの AWS のサービスでは、すべ
てのイベントの CloudTrail ログ記録がサポートされますが、一部のサービスでは API およびイベントの
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サブセットのログ記録のみがサポートされ、いくつかのサービスがサポートされません。例えば、一部の 
AWS のサービスは API リクエストがスロットリングされたときに ThrottlingException をログに記
録しますが、そうではない AWS のサービスもあります。CloudTrail が特定のサービスのイベントを記録
する方法については、そのサービスのドキュメントを参照してください。詳細については、「CloudTrail 
がサポートされているサービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

Note

今後、AWS のサービス でイベントが追加される可能性があります。CloudTrail は [イベント履歴]
にこれらのイベントを記録しますが、追加されたイベントを含むアクティビティの完全な 90 日の
記録は、イベントの追加後 90 日を経過するまでは利用できません。

このセクションでは、CloudTrail コンソールと AWS CLI を使用してイベントを検索する方法について説
明します。また、イベントのファイルをダウンロードする方法についても説明します。使用方法の詳細
については、LookupEvents API を使用して CloudTrail イベントから情報を取得する方法については、
「AWS CloudTrailAPI リファレンス」を参照してください。

証跡を作成し、過去 90 日間より前のイベントの記録を保持する方法の詳細については、「証跡の作
成 (p. 85)」および「CloudTrail ログファイルの取得と表示 (p. 155)」を参照してください。

トピック
• CloudTrail コンソールでの CloudTrail イベントの表示 (p. 58)
• CloudTrail イベントを AWS CLI で表示する (p. 63)

CloudTrail コンソールでの CloudTrail イベントの表示
CloudTrail コンソールを使用して、AWS リージョンの過去 90 日間に記録された API アクティビティ (管
理イベント) を表示できます。その情報を使用してファイルをダウンロードしたり、選択したフィルター
および時間範囲に基づいて情報のサブセットをダウンロードしたりできます。[イベント履歴] の表示をカ
スタマイズするには、表示する列をコンソールで選択します。特定のサービスで利用できるリソースタイ
プにより、イベントを検索し、フィルタリングすることもできます。また、[イベント履歴] で最大 5 つの
イベントを選択し、詳細を並べて比較することができます。

[イベント履歴] はデータイベントを表示しません。データイベント表示するには、[create a trail (p. 84)] 
を行います。

90 日経過すると、イベントは [イベント履歴] に表示されなくなります。[イベント履歴] からイベントを手
動で削除することはできません。証跡を作成 (p. 85)すると、証跡設定で設定された S3 バケットに保存
している限り、証跡に記録されたイベントを表示できます。

CloudTrail のログ記録は、AWS のサービスによって異なります。ほとんどの AWS のサービスでは、すべ
てのイベントの CloudTrail ログ記録がサポートされますが、一部のサービスでは API およびイベントのサ
ブセットのログ記録のみがサポートされ、いくつかのサービスがサポートされません。CloudTrail が特定
のサービスのイベントを記録する方法については、そのサービスのドキュメントを参照してください。詳
細については、「CloudTrail がサポートされているサービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

Note

実行されているアクティビティおよびイベントの記録については、「証跡を作成する (p. 85)」
を参照してください。証跡を作成すると、次の統合を活用することもできます。

• 証跡を使用すると、CloudTrail Insights イベントを記録できます。これは、write 管理 API 
コールに関連する異常なアクティビティを特定して応答するのに役立ちます。詳細について
は、「証跡の Insights イベントの記録 (p. 285)」を参照してください。

• AWS のサービスアクティビティを Amazon Athena でクエリを使用して分析します。詳細につ
いては、Amazon Athena ユーザーガイドの「CloudTrail コンソールで CloudTrail ログのテーブ
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ルを作成する」か、または CloudTrail コンソールの [イベント履歴] からテーブルを直接作成す
るオプションを選択します。

• 証跡ログをモニタリングし、Amazon CloudWatch Logs での特定の特定のアクティビティの発
生時に通知を受けることができます。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs による 
CloudTrail ログファイルをモニタリングする (p. 295)」を参照してください。

• 証跡を使用すると、AWS Key Management Service (AWS KMS) または Amazon Relational 
Database Service データ API イベントを除外できまｍす。Encrypt などの AWS KMS アク
ション、Decrypt、および GenerateDataKey は通常、イベントの大半 (99% 以上) を生成し
ます。イベントはイベント履歴から除外できません。管理イベントのログを記録する証跡を作
成または更新する場合にのみ、イベントを除外できます。

CloudTrail イベントを表示するには

1. AWS Management Console にサインインし、CloudTrail コンソールを開きます (https://
console.aws.amazon.com/cloudtrail/home/)。

2. ナビゲーションペインで [Event history (イベント履歴)] を選択します。

フィルタリングされたイベントのリストは、最新のイベントから先にコンテンツペインに表示されま
す。下にスクロールすると、さらにイベントが表示されます。

3. イベントを比較するには、[イベント履歴] テーブルの左余白のチェックボックスをオンにして、最大 
5 つのイベントを選択します。選択したイベントの詳細を [イベントの詳細を比較する] テーブルに並
べて比較できます。

[イベント履歴] のイベントのデフォルトビューにはフィルターが適用されるため、読み取り専用イベント
は表示されません。このフィルターを削除するか、他のフィルターを適用するには、フィルター設定を変
更します。詳細については、「CloudTrail イベントのフィルタリング (p. 60)」を参照してください。

目次
• CloudTrail イベントの表示 (p. 59)
• CloudTrail イベントのフィルタリング (p. 60)
• イベントの詳細の表示 (p. 61)
• イベントのダウンロード (p. 61)
• AWS Config で参照されたリソースの表示 (p. 62)

CloudTrail イベントの表示
[イベント履歴] の表示をカスタマイズするには、表示する列を CloudTrail コンソールで選択します。デ
フォルトでは、次の列が表示されます。

• イベント名
• イベント時間
• [User name] (ユーザー名)
• [イベントソース]
• リソースタイプ
• リソース名

Note

列の順序を変更したり、[イベント履歴] から手動でイベントを削除したりすることはできませ
ん。
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[イベント履歴] に表示される列をカスタマイズするには

1. AWS Management Console にサインインし、CloudTrail コンソールを開きます (https://
console.aws.amazon.com/cloudtrail/home/)。

2. ナビゲーションペインで [Event history (イベント履歴)] を選択します。
3. 歯車アイコンを選択します。
4. [Select visible columns] で、表示する列を選択します。非表示にする列の選択を解除します。完了し

たら [確認] を選択します。

CloudTrail イベントのフィルタリング
[イベント履歴] のイベントのデフォルトの表示では、属性フィルターを使用して、表示されるイベント
のリストから読み取り専用イベントを除外します。この属性フィルターは [読み取り専用] という名前
で、false に設定されます。このフィルターを削除すると、読み取りと書き込みの両方のイベントを表示で
きます。[読み取り] イベントのみを表示するには、フィルターの値を true に変更できます。他の属性でイ
ベントをフィルタリングすることもできます。さらに、時間範囲でフィルタリングすることができます。

Note

1 つの属性フィルターおよび時間範囲フィルターのみを適用できます。複数の属性フィルターを
適用することはできません。

AWS アクセスキー

リクエストに署名するために使用された AWS アクセスキー ID。リクエストが、一時的セキュリティ
認証情報で行われた場合、これは、一時的認証情報のアクセスキー IDです。

イベント ID

イベントの CloudTrail ID。各イベントには一意の ID があります。
イベント名

イベントの名前。例えば、CreatePolicy などの IAM イベントや、RunInstances などの Amazon 
EC2 イベントでフィルタリングできます。

イベントソース

リクエスト先の AWS サービス (iam.amazonaws.com や s3.amazonaws.com など)。[Event 
source] フィルタを選択すると、イベントソースのリストをスクロールできます。

読み取り専用

イベントの読み取りタイプ。イベントは、読み取りイベントまたは書き込みイベントとして分類され
ます。false に設定すると、読み取りイベントは表示されるイベントのリストに含まれません。デフォ
ルトでは、この属性フィルターが適用され、値は false に設定されます。

リソース名

イベントによって参照されるリソースの名前または ID。例えば、リソース名は、Auto Scaling グルー
プの場合は、「auto-scaling-test-group」、EC2 インスタンスの場合は、「i-12345678910」となりま
す。

リソースタイプ

イベントによって参照されるリソースのタイプ。たとえば、リソースタイプは、EC2 の場合
は、Instance、RDS の場合は、DBInstance となります。リソースタイプは、AWS のサービスご
とに異なります。

[Time range] (時間範囲)

イベントをフィルタリングする時間範囲。過去 90 日間のイベントをフィルタリングすることができ
ます。
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[User name] (ユーザー名)

イベントによって参照される ID。例えば、これは、 ユーザー、 ロール名、またはサービスロールと
することができます。

選択した属性または時間に記録されたイベントがない場合、結果リストは空です。時間範囲に加えて、1 
つの属性フィルタのみを適用できます。別の属性フィルタを選択した場合は、指定した時間範囲が保持さ
れます。

次のステップでは、属性でフィルタリングする方法について説明します。

属性でフィルタリングするには

1. 属性で結果をフィルタリングするには、[ルックアップ属性] ドロップダウンリストをクリックし、テ
キストボックスに属性の値を入力するか、または選択します。

2. 属性フィルタを削除するには、属性フィルタボックスの右側にある [X] を選択します。

次のステップでは、開始と終了の日時でフィルタリングする方法について説明します。

開始と終了の日時ででフィルタリングするには

1. 表示したいイベントの時間範囲を絞り込むには、タイムレンジバーの時間範囲を選択します。プリ
セット値は、30 分、1 時間、3 時間、または 12 時間です。カスタムの時間範囲を指定するには、
[Custom] を選択します。

2. 時間範囲フィルターを削除するには、タイムレンジバーの [クリア] を選択します。

イベントの詳細の表示
1. 結果リストでイベントを選択して、詳細を表示します。
2. イベントで参照されるリソースは、[Resources referenced] テーブルでイベントの詳細ページに移動

します。
3. 一部の参照されているリソースのリンクがあります。リンクを選択すると、そのリソースのコンソー

ルが開きます。
4. 詳細ページの [Event record] までスクロールして、JSON イベントレコードや、呼び出したイベン

トペイロードも確認できます。
5. ページパンくずの [イベント履歴] を選択してイベントの詳細ページを閉じ、[イベント履歴] に戻りま

す。

イベントのダウンロード
記録されたイベント履歴は、CSV または JSON 形式のファイルとしてダウンロードできます。ダウンロー
ドするファイルのサイズを減らすには、フィルタと時間範囲を使用します。

Note

CloudTrail イベント履歴ファイルは、個々のユーザーによって設定できる情報 (リソース名など) 
を含むデータファイルです。一部のデータは、このデータ (CSV インジェクション) の読み取りと
分析に使用されるプログラムでコマンドとして解釈される可能性があります。例えば、CloudTrail 
イベントが CSV にエクスポートされ、スプレッドシートプログラムにインポートされると、その
プログラムから、セキュリティ上の問題について警告を受け取る場合があります。システムの安
全性を維持するため、このコンテンツの無効化を選択してください。ダウンロードしたイベント
履歴ファイルでは、リンクまたはマクロを常に無効にします。
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1. ダウンロードするイベントのフィルターと時間範囲を [イベント履歴] に追加します。たとえば、イベ
ント名 StartInstances を指定し、過去 3 日間のアクティビティの時間範囲を指定できます。

2. [Download events] 選択し、その後 [Download as CSV] または [Download as JSON] を選択します。ダ
ウンロードがすぐに開始されます。

Note

ダウンロードが完了するまで時間がかかる場合があります。迅速な結果を得るには、より特
定のフィルタまたは短い時間範囲を使って結果を絞り込んでから、ダウンロードプロセスを
開始します。ダウンロードはキャンセルできます。ダウンロードをキャンセルすると、一部
のイベントデータのみを含む部分的なダウンロードがローカルコンピュータにある可能性が
あります。すべてのイベント履歴をダウンロードするには、ダウンロードを再起動します。

3. ダウンロードが完了したら、ファイルを開いて、指定したイベントを表示します。
4. ダウンロードをキャンセルするには、[Cancel] を選択し、[Cancel download] を選択して確認します。

ダウンロードを再開する必要がある場合は、1 つ前のダウンロードのキャンセルが完了するまで待ち
ます。

AWS Config で参照されたリソースの表示
AWS Config は、設定の詳細、関係、AWS リソースへの変更を記録します。

[Resources Referenced (参照されたリソース)] ペインで、  を [Config のタイムライン] 列で選択
し、AWS Config コンソールでリソースを表示します。

 アイコンがグレーの場合、AWS Config が有効になっていないか、リソースタイプが記録されていま
せん。このアイコンを選択すると、AWS Config コンソールに移動してサービスを有効にするか、そのリ
ソースタイプの記録を開始します。詳細については、AWS Config デベロッパーガイドの「コンソールを
使用した AWS Config のセットアップ」を参照してください。

列に [Link not available] が表示された場合、次のいずれかの理由でリソースを表示できません。

• AWS Config はリソースタイプをサポートしていません。詳細については、AWS Config デベロッパーガ
イドの「サポートされたリソース、項目の設定、関係」を参照してください。

• AWS Config は、最近、リソースタイプのサポートを追加しましたが、CloudTrail コンソールからは、ま
だ利用できません。AWS Config コンソールでリソースを検索して、リソースのタイムラインを表示す
ることができます。

• リソースは、別の AWS アカウントによって所有されます。
• このリソースは、管理 IAM ポリシーなどの別の AWS サービスによって所有されます。
• リソースが作成され、すぐに削除されました。
• リソースは、最近作成または更新されました。

Example

1. IAM リソースを記録するために AWS Config を設定します。
2. IAM ユーザー、Bob-userを作成します。[イベント履歴] ページには、CreateUser イベントと

Bob-user が、IAM リソースとして表示されます。AWS Config アイコンを選択すると、AWS Config 
タイムラインで、この IAM リソースを表示できます。

3. ユーザー名を Bob-admin に更新します。
4. [イベント履歴] ページには、UpdateUser イベントと Bob-admin が、更新された IAM リソースとし

て表示されます。
5. このアイコンを選択すると、タイムラインで、この Bob-admin IAM リソースを表示できます。ただ

し、リソース名が変更されたため、Bob-user のアイコンを選択することはできません。AWS Config 
は更新されたリソースを記録できるようになりました。
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ユーザーに読み取り専用アクセス権限を付与するために AWS Config コンソールでリソースを表示するに
は、「CloudTrail コンソールで AWS Config 情報を表示するアクセス許可を付与する (p. 394)」を参照し
てください。

AWS Config の詳細については、AWS Config デベロッパーガイドを参照してください。

CloudTrail イベントを AWS CLI で表示する
Important

2021 年 11 月 22 日、AWS CloudTrail は証跡がグローバルサービスイベントをキャプチャする方
法を変更しました。現在、CloudFront によって作成されたイベント、IAM および AWS STS は、
それらが作成されたリージョンである米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) に記録さ
れています。これにより、CloudTrail によるこれらのサービスの扱いは他の AWS グローバルサー
ビスの処理と一致します。
米国東部 (バージニア北部) 以外でグローバルサービスイベントを受信するには、米国東部 (バー
ジニア北部) 以外のグローバルサービスイベントを使用するシングルリージョン証跡を、必ずマル
チリージョン証跡に変換してください。また、lookup-events API コールのリージョンも更新
してください。CLI コマンドの例など、ルックアップイベントの更新の詳細については、このセ
クション後半の 属性でイベントを参照する (p. 66) を参照してください。

aws cloudtrail lookup-events コマンドを使用して、現在の AWS リージョン の過去 90 日間の CloudTrail 
管理状況を参照できます。

検索は、管理イベントの以下の属性に対応しています：

• AWS アクセスキー
• イベント ID
• イベント名
• イベントソース
• 読み取り専用
• リソース名
• リソースタイプ
• [User name] (ユーザー名)

すべての属性はオプションです。

lookup-events コマンドには、以下のオプションがあります。

• --max-items <integer> – コマンドの出力で返される項目の総数。使用可能な項目の総数が指定され
た値を上回る場合、コマンドの出力で NextToken が提供されます。ページ分割を再開するには、後続
コマンドの starting-token 引数で NextToken 値を指定します。AWS CLI の範囲外で NextToken レス
ポンス要素を直接使用しないでください。

• --start-time <timestamp> – 指定された時刻以降に発生したイベントのみを返すよう指定します。
指定された開始時刻が指定された終了時刻よりも後である場合は、エラーが返されます。

• --lookup-attributes<integer> — 検索属性のリストが含まれます。現在、リストに含めることが
できるアイテムは 1 つだけです。

• --generate-cli-skeleton <string> – API リクエストを送信せずに JSON スケルトンを標準出力
に出力します。値なしまたは値入力を指定した場合、--cli-input-json の引数として使用できる入
力 JSON のサンプルを表示します。同様に、yaml-input を指定すると、--cli-input-yaml で使用で
きる入力 YAML のサンプルが出力されます。値出力が提供された場合、コマンド入力を検証し、そのコ
マンドの出力 JSON のサンプルを返します。生成された JSON スケルトンはAWS CLIのバージョン間で
安定せず、下位互換性は保証されません。

• --cli-input-json <string> – 指定された JSON 文字列から引数を読み取ります。JSON 文字列
は、--generate-cli-skeletonパラメータで指定された形式に従います。コマンドラインで他の引
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数が指定されている場合、それらの値は JSON の値よりも優先されます。文字列は文字どおりに解釈さ
れるため、JSON が提供する値を使用して任意のバイナリ値を渡すことはできません。これは --cli-
input-yaml パラメータと一緒に指定することはできません。

AWS コマンドラインインターフェースの使用に関する一般的な情報については、「AWS Command Line 
Interface ユーザーガイド」を参照してください。

目次
• 前提条件 (p. 64)
• コマンドラインのヘルプを取得する (p. 64)
• イベントの参照 (p. 64)
• 返されるイベントの数を指定する (p. 65)
• 時間範囲でイベントを参照する (p. 65)

• 有効な <timestamp> 形式 (p. 66)
• 属性でイベントを参照する (p. 66)

• 属性参照の例 (p. 66)
• 次の結果ページを指定する (p. 67)
• JSON 入力をファイルから取得する (p. 68)
• 参照の出力フィールド (p. 69)

前提条件
• AWS CLI コマンドを実行するには、AWS CLI をインストールする必要があります。詳細については、

「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してください。
• AWS CLI バージョンが 1.6.6 以上であることを確認します。CLI のバージョンを確認するには、コマン

ドラインで aws --version を実行します。
• AWS CLI セッションのアカウント、AWS リージョン、およびデフォルトの出力形式を設定するに

は、aws configure コマンドを使用します。詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイス
の設定」を参照してください。

Note

CloudTrail の AWS CLI コマンドでは、大文字と小文字が区別されます。

コマンドラインのヘルプを取得する
lookup-events のコマンドライン ヘルプを表示するには 、次のコマンドを入力します。

aws cloudtrail lookup-events help

イベントの参照
Important

検索リクエストのレートは、1 アカウント、1 リージョンあたり、1 秒間に2 回に制限されていま
す。この制限を超えると、スロットリングエラーが発生します。

最新 10 件のイベントを表示するには、次のコマンドを入力します。

aws cloudtrail lookup-events --max-items 10
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返されるイベントは、次に示す架空のサンプルのようになります。このサンプルは読みやすい形式にして
あります。

{ 
    "NextToken": "kbOt5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqg66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdiObkp9YAlju3oXd12juy3CIZW8=",  
    "Events": [ 
        { 
            "EventId": "0ebbaee4-6e67-431d-8225-ba0d81df5972",  
            "Username": "root",  
            "EventTime": 1424476529.0,  
            "CloudTrailEvent": "{ 
                  \"eventVersion\":\"1.02\", 
                  \"userIdentity\":{ 
                        \"type\":\"Root\", 
                        \"principalId\":\"111122223333\", 
                        \"arn\":\"arn:aws:iam::111122223333:root\", 
                        \"accountId\":\"111122223333\"}, 
                  \"eventTime\":\"2015-02-20T23:55:29Z\", 
                  \"eventSource\":\"signin.amazonaws.com\", 
                  \"eventName\":\"ConsoleLogin\", 
                  \"awsRegion\":\"us-east-2\", 
                  \"sourceIPAddress\":\"203.0.113.4\", 
                  \"userAgent\":\"Mozilla/5.0\", 
                  \"requestParameters\":null, 
                  \"responseElements\":{\"ConsoleLogin\":\"Success\"}, 
                  \"additionalEventData\":{ 
                         \"MobileVersion\":\"No\", 
                         \"LoginTo\":\"https://console.aws.amazon.com/console/home", 
                         \"MFAUsed\":\"No\"}, 
                  \"eventID\":\"0ebbaee4-6e67-431d-8225-ba0d81df5972\", 
                  \"eventType\":\"AwsApiCall\", 
                  \"recipientAccountId\":\"111122223333\"}",  
            "EventName": "ConsoleLogin",  
            "Resources": [] 
        } 
    ]
}         

出力内の参照関連フィールドの説明については、このドキュメントで後述する「参照の出力フィール
ド (p. 69)」セクションを参照してください。CloudTrail イベント内のフィールドの説明について
は、CloudTrail レコードの内容 (p. 439) を参照してください。

返されるイベントの数を指定する
返されるイベントの数を指定するには、次のコマンドを入力します。

aws cloudtrail lookup-events --max-items <integer>

有効な値は 1 から 50 です。次の例では、1 つのイベントが返されます。

aws cloudtrail lookup-events --max-items 1

時間範囲でイベントを参照する
イベントは過去 90 日間の記録から参照できます。時間範囲を指定するには、次のコマンドを入力しま
す。

aws cloudtrail lookup-events --start-time <timestamp> --end-time <timestamp>
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--start-time <timestamp> を指定すると、指定された時刻以降に発生したイベントのみが返されま
す。指定された開始時刻が指定された終了時刻よりも後である場合は、エラーが返されます。

--end-time <timestamp> を指定すると、指定された時刻以前に発生したイベントのみが返されます。
指定された終了時刻が指定された開始時刻よりも前である場合は、エラーが返されます。

デフォルトの開始時刻は、過去 90 日間のうち、データが利用できる最も早い日付です。デフォルトの終
了時刻は、現在の時刻に最も近いイベント発生時刻です。

有効な <timestamp> 形式

--start-time 属性と --end-time 属性では、UNIX 時刻値か、有効な同等値が受け付けられます。

次に示すのは、有効な形式の例です。日、月、年の値は、ハイフンまたはスラッシュで区切られます。ス
ペースが存在する場合は、二重引用符を使用する必要があります。

1422317782
1422317782.0
01-27-2015
01-27-2015,01:16PM
"01-27-2015, 01:16 PM"
"01/27/2015, 13:16"
2015-01-27
"2015-01-27, 01:16 PM"

属性でイベントを参照する
属性でフィルタリングするには、次のコマンドを入力します。

aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes 
 AttributeKey=<attribute>,AttributeValue=<string>

各 lookup-events コマンドに対し、属性キーと値のペアを 1 つだけ指定できます。次に示すの
は、AttributeKey の値です。値名では大文字と小文字が区別されます。

• AccessKeyId
• EventId
• EventName
• EventSource
• ReadOnly
• ResourceName
• ResourceType
• ユーザーネーム

属性参照の例

次のサンプルコマンドは、米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) のイベントを返します。こ
れにより、コンソールログインイベントを表示できます。ConsoleLogin を設定に適した値に置き換えま
す。

aws cloudtrail --region us-east-1  lookup-events --lookup-attributes 
 AttributeKey=EventName,AttributeValue=ConsoleLogin

次のコマンド例では、AccessKeyId の値が AKIAIOSFODNN7EXAMPLE であるイベントが返されます。
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aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes 
 AttributeKey=AccessKeyId,AttributeValue=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

次のコマンド例では、指定した CloudTrail EventId のイベントが返されます。

aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes 
 AttributeKey=EventId,AttributeValue=b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002

次のコマンド例では、EventName の値が RunInstances であるイベントが返されます。

aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes 
 AttributeKey=EventName,AttributeValue=RunInstances

次のコマンド例では、EventSource の値が iam.amazonaws.com であるイベントが返されます。

aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes 
 AttributeKey=EventSource,AttributeValue=iam.amazonaws.com

次のコマンド例では、書き込みイベントが返されます。GetBucketLocation や DescribeStream など
の読み取りイベントは除外されます。

aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes AttributeKey=ReadOnly,AttributeValue=false

次のコマンド例では、ResourceName の値が CloudTrail_CloudWatchLogs_Role であるイベントが
返されます。

aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes 
 AttributeKey=ResourceName,AttributeValue=CloudTrail_CloudWatchLogs_Role

次のコマンド例では、ResourceType の値が AWS::S3::Bucket であるイベントが返されます。

aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes 
 AttributeKey=ResourceType,AttributeValue=AWS::S3::Bucket

次のコマンド例では、Username の値が root であるイベントが返されます。

aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes AttributeKey=Username,AttributeValue=root

次の結果ページを指定する
lookup-events コマンドの次の結果ページを取得するには、次のコマンドを入力します。

aws cloudtrail lookup-events <same parameters as previous command> --next-token=<token>

<token> の箇所に入る値は、前のコマンドの出力の最初のフィールドから取得されます。

コマンド内で --next-token を使用する場合は、前のコマンドと同じパラメータを使用する必要があり
ます。例えば、次のコマンドを実行したとします。

aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes AttributeKey=Username,AttributeValue=root
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次の結果ページを取得したい場合、コマンドは次のようになります。

aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes AttributeKey=Username,AttributeValue=root 
 --next-token=kbOt5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqg66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdiObkp9YAlju3oXd12juy3CIZW8=

JSON 入力をファイルから取得する
一部の AWS サービスの AWS CLI には、--generate-cli-skeleton および --cli-input-json と
いう 2 つのパラメータがあります。ユーザーは、これらを使用して JSON テンプレートを生成し、そのテ
ンプレートを変更して、--cli-input-json パラメータへの入力として使用することができます。この
セクションでは、これらのパラメータを aws cloudtrail lookup-events で使用する方法について説
明します。より一般的な情報については、「CLI Skeleton および CLI Input JSON パラメータの生成」を参
照してください。

JSON 入力をファイルから取得して CloudTrail イベントを参照するには

1. 次の例のように、lookup-events の出力をファイルにリダイレクトして、--generate-cli-
skeleton で使用するための入力テンプレートを作成します。

aws cloudtrail lookup-events --generate-cli-skeleton > LookupEvents.txt

生成されるテンプレートファイル (この場合、LookupEvents.txt) は次のようになります。

{ 
    "LookupAttributes": [ 
        { 
            "AttributeKey": "", 
            "AttributeValue": "" 
        } 
    ], 
    "StartTime": null, 
    "EndTime": null, 
    "MaxResults": 0, 
    "NextToken": ""
}             

2. テキストエディタを使用し、必要に応じて JSON を変更します。JSON 入力には、指定された値のみ
が含まれている必要があります。

Important

空の値や Null 値は、使用する前にテンプレートからすべて削除する必要があります。

次の例では、時間範囲と、返される結果の最大数を指定しています。

{ 
    "StartTime": "2015-01-01", 
    "EndTime": "2015-01-27", 
    "MaxResults": 2
}             
                 

3. 編集したファイルを入力として使用するには、次の例のように、構文 --cli-input-json 
file://<filename> を使用します。

aws cloudtrail lookup-events --cli-input-json file://LookupEvents.txt
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Note

--cli-input-json と同じコマンドラインで、他の引数を使用することもできます。

参照の出力フィールド
イベント

指定された参照属性と時間範囲に基づく参照イベントのリストです。イベントリストは時刻でソート
され、最新のイベントが最初に表示されます。各エントリには、参照リクエストに関する情報と、取
得された CloudTrail イベントの文字列表現が含まれます。

以下のエントリは、各参照イベント内のフィールドです。
CloudTrailEvent

返されたイベントのオブジェクト表現を含んだ JSON 文字列です。返される各要素については、「
Record Body Contents」を参照してください。

EventId

返されたイベントの GUID を含んだ文字列です。
EventName

返されたイベントの名前を含んだ文字列です。
EventSource

リクエストの宛先となった AWS サービスです。
EventTime

イベントの日時です (UNIX 時刻形式)。
リソース

返されたイベントによって参照されるリソースのリストです。各リソースエントリは、リソースタイ
プとリソース名を指定します。

ResourceName

イベントによって参照されるリソースの名前を含んだ文字列です。
ResourceType

イベントによって参照されるリソースのタイプを含んだ文字列です。リソースタイプを特定できない
場合は、null が返されます。

ユーザー名

返されたイベントに対するアカウントのユーザー名を含んだ文字列です。
NextToken

前の lookup-events コマンドから次の結果ページを取得するための文字列です。トークンを使用す
るには、パラメータが元のコマンドと同じである必要があります。NextToken エントリが出力に表
示されない場合、返す結果はそれ以上存在しません。

CloudTrail Insights イベントの表示
証跡で CloudTrail Insights を有効にした後、CloudTrail コンソールまたは AWS CLI を使用して最大 90 日
間 Insights イベントを表示できます。このセクションでは、Insights イベントのファイルを表示、参照、
およびダウンロードする方法について説明します。使用方法の詳細については、LookupEvents API を使
用して CloudTrail イベントから情報を取得する方法については、「AWS CloudTrailAPI リファレンス」を
参照してください。CloudTrail Insights の詳細については、このガイドの「証跡の Insights イベントの記
録 (p. 285)」を参照してください。
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証跡の作成と管理の詳細については、「証跡の作成 (p. 85)」および「CloudTrail ログファイルの取得と
表示 (p. 155)」を参照してください。

Note

API 呼び出し量に関する Insights イベントを記録するには、証跡が write 管理イベントを記録し
ている必要があります。API エラー率に関する Insights イベントを記録するには、証跡が read
または write 管理イベントを記録している必要があります。

トピック
• CloudTrail コンソールでの CloudTrail Insights イベントの表示 (p. 70)
• AWS CLI を使用した CloudTrail Insights イベントの表示 (p. 77)

CloudTrail コンソールでの CloudTrail Insights イベン
トの表示
証跡で CloudTrail Insights イベントを有効にすると、CloudTrail が異常な API アクティビティまた
はエラー率を検出すると、CloudTrail が Insights イベントを生成し、AWS Management Console の
[Dashboard] (ダッシュボード) および [Insights] のページに表示します。コンソールで Insights イベント
を表示して、異常なアクティビティのトラブルシューティングを行うことができます。直近 90 日間の 
Insights イベントがコンソールに表示されます。AWS CloudTrail コンソールを使用して Insights イベント
をダウンロードすることもできます。AWS SDK または AWS Command Line Interface を使用してプログ
ラムでイベントを検索できます。CloudTrail Insights イベントの詳細については、このガイドの「証跡の 
Insights イベントの記録 (p. 285)」を参照してください。

Note

API 呼び出し量に関する Insights イベントを記録するには、証跡が write 管理イベントを記録し
ている必要があります。API エラー率に関する Insights イベントを記録するには、証跡が read
または write 管理イベントを記録している必要があります。

Insights イベントが記録されると、それらのイベントは [インサイト] ページに 90 日間表示されます。[イ
ンサイト] ページからイベントを手動で削除することはできません。CloudTrail Insights を有効にする前
に証跡を作成 (p. 85)する必要があるため、証跡設定で設定された S3 バケットに保存している限り、証
跡に記録された Insights イベントを表示できます。

証跡ログをモニタリングし、Amazon CloudWatch Logs での特定の特定の Insights イベントアクティビ
ティの発生時に通知を受けることができます。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs による 
CloudTrail ログファイルをモニタリングする (p. 295)」を参照してください。

Insights イベントを表示するには

コンソールに Insights イベントを表示するには、証跡で CloudTrail Insights イベントを有効にする必要が
あります。異常なアクティビティが検出された場合、CloudTrail が最初の Insights イベントを配信するま
でに最大 36 時間かかることがあります。

1. AWS Management Console にサインインし、CloudTrail コンソールを開きます (https://
console.aws.amazon.com/cloudtrail/home/)。

2. ナビゲーションペインで、[ダッシュボード] を選択して最新の Insights イベント 5 つを表示するか、
[Insights] を選択して過去 90 日間にアカウントにログインしたすべての Insights イベントを表示しま
す。

[Insights] ページでは、Insights イベント API ソース、イベント名、イベント ID などの条件で Insights 
イベントをフィルタリングし、表示されるイベントを特定の時間範囲内に発生したイベントに制限で
きます。Insights イベントのフィルタリングの詳細については、「Insights イベントのフィルタリン
グ (p. 71)」を参照してください。
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目次
• Insights イベントのフィルタリング (p. 71)
• Insights イベントの詳細の表示 (p. 61)
• グラフのズーム、パン、ダウンロード (p. 74)
• グラフの期間設定の変更 (p. 75)
• Insights イベントのダウンロード (p. 76)

Insights イベントのフィルタリング
[インサイト] におけるイベントのデフォルト表示では、イベントが日付の逆順に表示されます。イベント
開始時刻でソートされた最新の Insights イベントが一番上に表示されます。次のリストでは、使用可能な
属性について説明します。最初の 3 つの属性 Event name、Event source、Event ID でフィルタリングで
きます。

イベント名

イベントの名前。通常は、異常なレベルのアクティビティが記録された AWS API です。
Insight タイプ

CloudTrail Insights イベントのタイプで、[API コール率] または [API エラー率] のいずれかです。[API 
コール率] の Insight タイプは、ベースライン API コール量に対して 1 分ごとに集計された書き込み専
用の管理 API コールを分析します。[API エラー率] は、エラーコードを発生させた管理 API 呼び出し
を分析します。API 呼び出しに失敗すると、エラーが表示されます。

イベントソース

リクエスト先の AWS サービス (iam.amazonaws.com や s3.amazonaws.com など)。[Event 
source] フィルタを選択すると、イベントソースのリストをスクロールできます。

イベント ID

Insights イベントの ID。イベント ID は [Insights] ページのテーブルには表示されませんが、Insights 
イベントをフィルタリングできる属性です。Insights イベントを生成するために分析される管理イベ
ントのイベント ID は、Insights イベントのイベント ID とは異なります。

イベント開始時間

Insights イベントの開始時刻。異常なアクティビティが記録された最初の分として測定されます。こ
の属性は、[Insights] テーブルに表示されますが、コンソールでイベント開始時刻をフィルタリングす
ることはできません。
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ベースライン平均

API コールレートアクティビティまたはエラーレートアクティビティの通常のパターン。ベース
ライン平均は、Insights イベントの開始前の 7 日間にわたって計算されます。ベースライン期間 
(CloudTrail が API での通常のアクティビティを分析する期間) 値は約 7 日間ですが、CloudTrail は
ベースライン期間を整数の日数に四捨五入するので、正確なベースライン期間は異なる可能性があり
ます。

インサイト平均

Insights イベントをトリガーした API コールの平均数、または API コールで返された特定エラーの
平均数。開始イベントの CloudTrail Insights 平均は、Insights イベントをトリガーした発生率です。
通常、これは異常なアクティビティの最初の 1 分です。終了イベントのインサイト平均は、開始 
Insights イベントと終了 Insights イベントの間の異常なアクティビティ期間の発生率です。

レートの変化

測定されたベースライン平均とインサイト平均の値 (割合) の差分。例えば、発生する
AccessDenied エラーのベースライン平均が 1.0 で、インサイト平均が 3.0 の場合、レートの変化
率は 300％ です。インサイト平均の割合変化がベースライン平均を超えると、値の横に上矢印が表
示されます。アクティビティがベースライン平均を下回り Insights イベントがログに記録された場
合、[Rate change] (レートの変化) はパーセンテージの横に下向きの矢印を表示します。アクティビ
ティがベースライン平均を下回っているために Insights イベントが記録された場合、レート変更パー
センテージの横に下向き矢印を示します。

選択した属性または時間に記録されたイベントがない場合、結果リストは空です。時間範囲に加えて、1 
つの属性フィルタのみを適用できます。別の属性フィルタを選択した場合は、指定した時間範囲が保持さ
れます。

次のステップでは、属性でフィルタリングする方法について説明します。

属性でフィルタリングするには

1. 属性で結果をフィルタリングするには、ドロップダウンメニューからルックアップ属性を選択し、
[Enter lookup value] ボックスに値を入力するか、または選択します。

2. 属性フィルタを削除するには、属性フィルタボックスの右側にある [X] を選択します。

次のステップでは、開始と終了の日時でフィルタリングする方法について説明します。

開始と終了の日時ででフィルタリングするには

1. 表示するイベントの時間範囲を絞り込むには、テーブル上部のタイムスパンバーで期間を選択しま
す。プリセットされた時間範囲は、30 分、1 時間、3 時間、または 12 時間です。カスタムの時間範
囲を指定するには、[Custom] を選択します。

2. 次のいずれかのテーブルを選択します。

• [Absolute] - 特定の時間を選択できます。次のステップに進みます。
• [Relative to value] - デフォルトで選択されています。Insights イベントの開始時刻を基準とした期間

を選択できます。ステップ 4 に進みます。
3. [Absolute] の時間範囲を設定するには、次の操作を行います。

a. [Absolute] タブで、時間範囲を開始する日を選択します。選択した日の開始時刻を入力します。
手動で日付を入力するには、yyyy/mm/dd の形式で日付を手動で入力します。開始時刻と終了時
刻は 24 時間制で、値は hh:mm:ss の形式である必要があります。例えば、午後 6 時 30 分の開
始時刻を指定するには、18:30:00 を入力します。

b. カレンダーの範囲で終了日を選択するか、カレンダーの下にある終了日時を指定します。[Apply]
(適用) を選択します。
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4. [Relative to selected event] の時間範囲を設定するには、次の操作を行います。

a. Insights イベントの開始時刻を基準としたプリセット期間を選択します。プリセット値は、分、
時間、日数、週数で使用できます。最大相対期間は 12 週間です。

b. 必要に応じて、プリセットの下のボックスでプリセット値をカスタマイズします。[Clear] を選択
して、必要に応じて変更をリセットします。相対時間を設定したら、[適用] を選択します。

5. [終了] で、日付を選択し、時間範囲の終了時刻を指定します。[Apply] (適用) を選択します。
6. 時間範囲フィルタを削除するには、[時間範囲] ボックスの右側にあるカレンダーアイコンを選択し、

[削除] を選択します。

Insights イベントの詳細の表示
1. 結果リストで Insights イベントを選択して、詳細を表示します。Insights イベントの詳細ページに

は、異常なアクティビティタイムラインのグラフが表示されます。

2. 強調表示されたバンドにマウスカーソルを合わせると、グラフ内の各 Insights イベントの開始時刻と
継続期間が表示されます。

では、次の情報が示されています。追加情報グラフの面積:

• Insights タイプ。これは API コールレートまたは API エラーレートです。
• [トリガー] (トリガー) これは、[Cloudtrail イベント] タブが表示されます。このタブには、異常なア

クティビティが発生したと判断するために分析された管理イベントが一覧表示されます。
• [1 分あたりの API 呼び出し数]

• Baseline average (ベースライン平均) - アカウントの特定のリージョンで、過去約 7 日内に測定
された、Insights イベント がログに記録された API での 1 分あたりの標準的な発生率。

• Insights average (インサイト平均) - Insights イベントをトリガーしたこの API での 1 分あたりの
発生率。開始イベントの CloudTrail Insights 平均は、Insights イベントをトリガーした API での 1 
分あたりの API コールまたはエラーの割合です。通常、これは異常なアクティビティの最初の 1 
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分です。終了イベントのインサイト平均は、開始 Insights イベントと終了 Insights イベントの間
の異常なアクティビティの期間における 1 分あたりの API コールまたはエラーの割合です。

• イベントソース 異常な回数の API コールまたはエラーがログに記録された AWS サービスエンドポ
イント。前の画像では、ソースは ec2.amazonaws.com で、これは Amazon EC2 のサービスエン
ドポイントです。

• イベント ID
• Start event ID (開始イベント ID) - 異常なアクティビティの開始時に記録されたInsights イベント

の ID。
• End event ID (終了イベント ID) - 異常なアクティビティの終了時に記録された Insights イベント

の ID。
• Shared event ID (共有イベント ID) - Insights イベントでは、共有イベント ID は、Insights イベン

トの開始と終了のペアを一意的に識別するために CloudTrail Insights が生成する GUID です。共
有イベント ID は、Insights イベントの開始から終了まで共有され、両方のイベントの相関関係を
作成して異常なアクティビティを一意的に識別するのに役立ちます。

3. [Attributions] (属性) タブを選択して、ユーザーID、ユーザーエージェント、API コールレート Insight 
イベント、異常なベースラインアクティビティに相関するエラーコードに関する情報を表示します。
最大 5 つのユーザーアイデンティティ、5 つのユーザーエージェント、5 つのエラーコードが、アク
ティビティ数の平均でソートされ、高いものから低いものへの降順で [属性] タブのテーブルに表示さ
れます。[属性] タブの詳細については、このガイドの「[Attributions] (属性) タブ (p. 289)」および
「CloudTrail Insights insightDetails 要素 (p. 462)」を参照してください。

4. [CloudTrail events] タブで、異常なアクティビティが発生したと判断するために CloudTrail が分析し
た関連イベントを表示します。デフォルトで、フィルターはすでに Insights イベント名に適用されて
います。これは関連する API の名前でもあります。[CloudTrail イベント] タブには、Insights イベン
トの開始時刻 (マイナス 1 分) と終了時刻 (プラス 1 分) の間に発生したサブジェクト API に関連する 
CloudTrail 管理イベントが表示されます。

グラフで他の Insights イベントを選択すると、[CloudTrail イベント] テーブルに表示されるイベント
が変わります。これらのイベントは、より深い分析を実行して、Insights イベントの考えられる原因
と、異常な API アクティビティの理由を特定するのに役立ちます。

関連する API のイベントだけでなく、Insights イベント期間中に記録されたすべての CloudTrail イベ
ントを表示するには、フィルターをオフにします。

5. [Insights event record] タブを選択して、Insights の開始イベントと終了イベントを JSON 形式で表示
します。

6. リンクされた [イベントソース] を選択すると、そのイベントソースによってフィルタリングされた 
[インサイト] ページに戻ります。

グラフのズーム、パン、ダウンロード
右上隅にあるツールバーを使用して、Insights イベントの詳細ページでグラフの軸をズーム、パン、リ
セットできます。

グラフツールバーのコマンドボタンは、次の操作を行います (左から右の順)。

• プロットを PNG としてダウンロード - 詳細ページに表示されているグラフ画像をダウンロード
し、PNG 形式で保存します。

• ズーム - ドラッグしてグラフ上の領域を選択し、拡大して詳細を表示します。
• パン - グラフをシフトして、隣接する日付または時刻を表示します。
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• 軸のリセット - グラフ軸を元の軸に戻し、ズームとパンの設定をクリアします。

グラフの期間設定の変更
グラフの右上隅にある設定を選択すると、グラフに表示されるタイムスパン (X 軸上に示される選択したイ
ベントの継続時間) を変更できます。

グラフに表示されるデフォルトの期間は、選択した Insights イベントの期間によって異なります。

Insights イベントの期間 デフォルトの期間

4 時間未満 3h (3 時間)

4～12 時間 12h(12 時間)

12～24 時間 1d (1 日)

24～72 時間 3d (3 日)

72 時間超 1w (1 週間)

プリセットは、5 分、30 分、1 時間、3 時間、12 時間、または [Custom] から選択できます。次の画像
は、選択したイベントの相対期間 ([Custom] で選択できます) を示しています。相対期間は、Insights イベ
ントの詳細ページに表示される、選択した Insights イベントの開始と終了が収まるおおよその期間です。

選択したプリセットをカスタマイズするには、プリセットの下のボックスに数値と時間単位を指定しま
す。

正確な日付と時刻の範囲を指定するには、[絶対] タブを選択します。日付と時刻の絶対範囲を設定する
場合は、開始時刻と終了時刻が必要です。時間を設定する方法の詳細については、このトピックの the 
section called “Insights イベントのフィルタリング” (p. 71) を参照してください。
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Insights イベントのダウンロード
記録された Insights イベント履歴は、CSV または JSON 形式のファイルとしてダウンロードできます。ダ
ウンロードするファイルのサイズを減らすには、フィルタと時間範囲を使用します。

Note

CloudTrail イベント履歴ファイルは、個々のユーザーによって設定できる情報 (リソース名など) 
を含むデータファイルです。一部のデータは、このデータ (CSV インジェクション) の読み取りと
分析に使用されるプログラムでコマンドとして解釈される可能性があります。例えば、CloudTrail 
イベントが CSV にエクスポートされ、スプレッドシートプログラムにインポートされると、その
プログラムから、セキュリティ上の問題について警告を受け取る場合があります。セキュリティ
上のベストプラクティスとして、ダウンロードされたイベント履歴ファイルからリンクまたはマ
クロを無効にします。

1. ダウンロードするイベントのフィルタと時間範囲を指定します。たとえば、イベント名
StartInstances を指定し、過去 3 日間のアクティビティの時間範囲を指定できます。

2. [Download events] (イベントのダウンロード) 選択し、その後 [Download CSV] (CSV のダウンロード) 
または [Download JSON] (JSON のダウンロード) を選択します。ファイルを保存する場所を選択する
プロンプトが表示されます。

Note

ダウンロードが完了するまで時間がかかる場合があります。迅速な結果を得るには、より特
定のフィルタまたは短い時間範囲を使って結果を絞り込んでから、ダウンロードプロセスを
開始します。

3. ダウンロードが完了したら、ファイルを開いて、指定したイベントを表示します。
4. ダウンロードをキャンセルする場合は、[ダウンロードのキャンセル] を選択します。ダウンロードが

完了する前にキャンセルした場合、ローカルコンピューター上の CSV ファイルまたは JSON ファイ
ルにイベントの一部しか含まれていない可能性があります。
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AWS CLI を使用した CloudTrail Insights イベントの表
示
aws cloudtrail lookup-events コマンドを実行して、過去 90 日間の CloudTrail Insights イベントを参照でき
ます。lookup-events コマンドには以下のオプションがあります。

• --end-time
• --event-category
• --max-results
• --start-time
• --lookup-attributes
• --next-token
• --generate-cli-skeleton
• --cli-input-json

AWS Command Line Interface の使用方法の一般情報については、「AWS Command Line Interface ユー
ザーガイド」を参照してください。

目次
• 前提条件 (p. 77)
• コマンドラインのヘルプを取得する (p. 78)
• Insights イベントを参照する (p. 78)
• 返す Insights イベント数を指定する (p. 81)
• 時間範囲により Insights イベントを参照する (p. 81)

• 有効な <timestamp> 形式 (p. 81)
• 属性により Insights イベントを参照する (p. 81)

• 属性参照の例 (p. 82)
• 次の結果ページを指定する (p. 82)
• JSON 入力をファイルから取得する (p. 82)
• 参照の出力フィールド (p. 83)

前提条件
• AWS CLI コマンドを実行するには、AWS CLI をインストールする必要があります。その他の詳細につ

いては、「AWS Command Line Interface のインストール」を参照してください。
• AWS CLI バージョンが 1.6.6 以上であることを確認します。CLI のバージョンを確認するには、コマン

ドラインで aws --version を実行します。
• AWS CLI セッションのアカウント、リージョン、およびデフォルトの出力形式を設定するには、aws 

configure コマンドを使用します。詳細については、「AWS コマンドラインインターフェイスの設定」
を参照してください。

• API 呼び出し量に関する Insights イベントを記録するには、証跡が write 管理イベントを記録している
必要があります。API エラー率に関する Insights イベントを記録するには、証跡が read または write
管理イベントを記録している必要があります。

Note

CloudTrail の AWS CLI コマンドでは、大文字と小文字が区別されます。
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コマンドラインのヘルプを取得する
lookup-events のコマンドライン ヘルプを表示するには、次のコマンドを入力します。

aws cloudtrail lookup-events help

Insights イベントを参照する
最新 10 件の Insights イベントを表示するには、次のコマンドを入力します。

aws cloudtrail lookup-events --event-category insight

返されるイベントは、次の例のようになります。

{ 
    "NextToken": "kbOt5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqg66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdiObkp9YAlju3oXd12juEXAMPLE=",  
    "Events": [ 
        { 
            "eventVersion": "1.07", 
            "eventTime": "2019-10-15T21:13:00Z", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "eventID": "EXAMPLE-9b6f-45f8-bc6b-9b41c052ebc7", 
            "eventType": "AwsCloudTrailInsight", 
            "recipientAccountId": "123456789012", 
            "sharedEventID": "EXAMPLE8-02b2-4e93-9aab-08ed47ea5fd3", 
            "insightDetails": { 
            "state": "Start", 
            "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com", 
            "eventName": "CompleteLifecycleAction", 
            "insightType": "ApiCallRateInsight", 
            "insightContext": { 
              "statistics": { 
                "baseline": { 
                  "average": 0.0000882145 
                }, 
                "insight": { 
                  "average": 0.6 
                }, 
                "insightDuration": 5, 
                "baselineDuration": 11336 
              }, 
              "attributions": [ 
                { 
                  "attribute": "userIdentityArn", 
                  "insight": [ 
                    { 
                      "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/CodeDeployRole1", 
                      "average": 0.2 
                    }, 
                    { 
                      "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/CodeDeployRole2", 
                      "average": 0.2 
                    }, 
                    { 
                      "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/CodeDeployRole3", 
                      "average": 0.2 
                    } 
                  ], 
                  "baseline": [ 
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                    { 
                      "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/CodeDeployRole1", 
                      "average": 0.0000882145 
                    } 
                  ] 
                }, 
                { 
                  "attribute": "userAgent", 
                  "insight": [ 
                    { 
                      "value": "codedeploy.amazonaws.com", 
                      "average": 0.6 
                    } 
                  ], 
                  "baseline": [ 
                    { 
                      "value": "codedeploy.amazonaws.com", 
                      "average": 0.0000882145 
                    } 
                  ] 
                }, 
                { 
                  "attribute": "errorCode", 
                  "insight": [ 
                    { 
                      "value": "null", 
                      "average": 0.6 
                    } 
                  ], 
                  "baseline": [ 
                    { 
                      "value": "null", 
                      "average": 0.0000882145 
                    } 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
            "eventCategory": "Insight" 
        }, 
        { 
            "eventVersion": "1.07", 
            "eventTime": "2019-10-15T21:14:00Z", 
            "awsRegion": "us-east-1", 
            "eventID": "EXAMPLEc-9eac-4af6-8e07-26a5ae8786a5", 
            "eventType": "AwsCloudTrailInsight", 
            "recipientAccountId": "123456789012", 
            "sharedEventID": "EXAMPLE8-02b2-4e93-9aab-08ed47ea5fd3", 
            "insightDetails": { 
            "state": "End", 
            "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com", 
            "eventName": "CompleteLifecycleAction", 
            "insightType": "ApiCallRateInsight", 
            "insightContext": { 
              "statistics": { 
                "baseline": { 
                  "average": 0.0000882145 
                }, 
                "insight": { 
                  "average": 0.6 
                }, 
                "insightDuration": 5, 
                "baselineDuration": 11336 
              }, 
              "attributions": [ 
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                { 
                  "attribute": "userIdentityArn", 
                  "insight": [ 
                    { 
                      "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/CodeDeployRole1", 
                      "average": 0.2 
                    }, 
                    { 
                      "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/CodeDeployRole2", 
                      "average": 0.2 
                    }, 
                    { 
                      "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/CodeDeployRole3", 
                      "average": 0.2 
                    } 
                  ], 
                  "baseline": [ 
                    { 
                      "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/CodeDeployRole1", 
                      "average": 0.0000882145 
                    } 
                  ] 
                }, 
                { 
                  "attribute": "userAgent", 
                  "insight": [ 
                    { 
                      "value": "codedeploy.amazonaws.com", 
                      "average": 0.6 
                    } 
                  ], 
                  "baseline": [ 
                    { 
                      "value": "codedeploy.amazonaws.com", 
                      "average": 0.0000882145 
                    } 
                  ] 
                }, 
                { 
                  "attribute": "errorCode", 
                  "insight": [ 
                    { 
                      "value": "null", 
                      "average": 0.6 
                    } 
                  ], 
                  "baseline": [ 
                    { 
                      "value": "null", 
                      "average": 0.0000882145 
                    } 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
            "eventCategory": "Insight" 
        } 
    ]
}         

出力内の参照関連フィールドの説明については、このトピックの「参照の出力フィールド (p. 83)」
を参照してください。Insights イベント内のフィールドの説明については、「CloudTrail レコードの内
容 (p. 439)」を参照してください。
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返す Insights イベント数を指定する
返されるイベントの数を指定するには、次のコマンドを入力します。

aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --max-results <integer>

<integer> のデフォルト値 (指定されていない場合) は 10 です。有効な値は 1 から 50 です。次の例で
は、1 件の結果が返されています。

aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --max-results 1

時間範囲により Insights イベントを参照する
Insights イベントは過去 90 日間の記録から参照できます。時間範囲を指定するには、次のコマンドを入力
します。

aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --start-time <timestamp> --end-
time <timestamp>

--start-time <timestamp> を指定すると、指定された時刻以降に発生した Insights イベントのみが
返されます。指定された開始時刻が指定された終了時刻よりも後である場合は、エラーが返されます。

--end-time <timestamp> を指定すると、指定された時刻以前に発生した Insights イベントのみが返さ
れます。指定された終了時刻が指定された開始時刻よりも前である場合は、エラーが返されます。

デフォルトの開始時刻は、過去 90 日間のうち、データが利用できる最も早い日付です。デフォルトの終
了時刻は、現在の時刻に最も近いイベント発生時刻です。

有効な <timestamp> 形式

--start-time 属性と --end-time 属性では、UNIX 時刻値か、有効な同等値が受け付けられます。

次に示すのは、有効な形式の例です。日、月、年の値は、ハイフンまたはスラッシュで区切られます。ス
ペースが存在する場合は、二重引用符を使用する必要があります。

1422317782
1422317782.0
01-27-2015
01-27-2015,01:16PM
"01-27-2015, 01:16 PM"
"01/27/2015, 13:16"
2015-01-27
"2015-01-27, 01:16 PM"

属性により Insights イベントを参照する
属性でフィルタリングするには、次のコマンドを入力します。

aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes 
 AttributeKey=<attribute>,AttributeValue=<string>

各 lookup-events コマンドに対し、属性キーと値のペアを 1 つだけ指定できます。以下
に、AttributeKey の有効な Insights イベント値を示します。値名では大文字と小文字が区別されます。
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• EventId
• EventName
• EventSource

属性参照の例

次のコマンド例では、EventName の値が PutRule である Insights イベントが返されます。

aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes 
 AttributeKey=EventName, AttributeValue=PutRule

次のコマンド例では、EventId の値が b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002 である Insights 
イベントが返されます。

aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes 
 AttributeKey=EventId, AttributeValue=b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002

次のコマンド例では、EventSource の値が iam.amazonaws.com である Insights イベントが返されま
す。

aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes 
 AttributeKey=EventSource, AttributeValue=iam.amazonaws.com

次の結果ページを指定する
lookup-events コマンドの次の結果ページを取得するには、次のコマンドを入力します。

aws cloudtrail lookup-events --event-category insight <same parameters as previous command>
 --next-token=<token>

このコマンドでは、<token> の値は、前のコマンドの出力の最初のフィールドから取得されます。

コマンド内で --next-token を使用する場合は、前のコマンドと同じパラメータを使用する必要があり
ます。たとえば、次のコマンドを実行したとします。

aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes 
 AttributeKey=EventName, AttributeValue=PutRule

次の結果ページを取得する場合、コマンドは次のようになります。

aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes 
 AttributeKey=EventName,AttributeValue=PutRule --next-token=EXAMPLEZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqg66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdiObkp9YAlju3oXd12juEXAMPLE=

JSON 入力をファイルから取得する
一部の AWS サービスの AWS CLI には、--generate-cli-skeleton および --cli-input-json と
いう 2 つのパラメータがあります。ユーザーは、これらを使用して JSON テンプレートを生成し、そのテ
ンプレートを変更して、--cli-input-json パラメータへの入力として使用することができます。この
セクションでは、これらのパラメータを aws cloudtrail lookup-events で使用する方法について説
明します。詳細については、「CLI Skeleton および CLI Input JSON パラメータの生成」を参照してくださ
い。
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JSON 入力をファイルから取得して Insights イベントを参照するには

1. 次の例のように、lookup-events の出力をファイルにリダイレクトして、--generate-cli-
skeleton で使用するための入力テンプレートを作成します。

aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --generate-cli-skeleton > 
 LookupEvents.txt

生成されるテンプレートファイル (この場合、LookupEvents.txt) は次のようになります。

{ 
    "LookupAttributes": [ 
        { 
            "AttributeKey": "", 
            "AttributeValue": "" 
        } 
    ], 
    "StartTime": null, 
    "EndTime": null, 
    "MaxResults": 0, 
    "NextToken": ""
}             

2. テキストエディタを使用し、必要に応じて JSON を変更します。JSON 入力には、指定された値のみ
が含まれている必要があります。

Important

空の値や Null 値は、使用する前にテンプレートからすべて削除する必要があります。

次の例では、時間範囲と、返される結果の最大数を指定しています。

{ 
    "StartTime": "2015-01-01", 
    "EndTime": "2015-01-27", 
    "MaxResults": 2
}             
                 

3. 編集したファイルを入力として使用するには、次の例のように、構文 --cli-input-json 
file://<filename> を使用します。

aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --cli-input-json file://
LookupEvents.txt

Note

--cli-input-json と同じコマンドラインで、他の引数を使用することもできます。

参照の出力フィールド
イベント

指定された参照属性と時間範囲に基づく参照イベントのリストです。イベントリストは時刻でソート
され、最新のイベントが最初に表示されます。各エントリには、参照リクエストに関する情報と、取
得された CloudTrail イベントの文字列表現が含まれます。
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以下のエントリは、各参照イベント内のフィールドです。
CloudTrailEvent

返されたイベントのオブジェクト表現を含んだ JSON 文字列です。返される各要素については、「
Record Body Contents」を参照してください。

EventId

返されたイベントの GUID を含んだ文字列です。
EventName

返されたイベントの名前を含んだ文字列です。
EventSource

リクエストの宛先となった AWS サービスです。
EventTime

イベントの日時です (UNIX 時刻形式)。
リソース

返されたイベントによって参照されるリソースのリストです。各リソースエントリは、リソースタイ
プとリソース名を指定します。

ResourceName

イベントによって参照されるリソースの名前を含んだ文字列です。
ResourceType

イベントによって参照されるリソースのタイプを含んだ文字列です。リソースタイプを特定できない
場合は、null が返されます。

ユーザー名

返されたイベントに対するアカウントのユーザー名を含んだ文字列です。
NextToken

前の lookup-events コマンドから次の結果ページを取得するための文字列です。トークンを使用す
るには、パラメータが元のコマンドと同じである必要があります。NextToken エントリが出力に表
示されない場合、返す結果はそれ以上存在しません。

CloudTrail Insights イベントの詳細については、このガイドの「証跡の Insights イベントの記
録 (p. 285)」を参照してください。

AWS アカウント の証跡の作成
証跡を作成するときは、指定した Amazon S3 バケットへのログファイルとしてのイベントの継続的な配
信を有効にします。証跡の作成には、次のような多くの利点があります。

• 90 日間を過ぎたイベントの記録。
• ログイベントを Amazon CloudWatch Logs に送信することによって、指定されたイベントを自動的にモ

ニタリングして警告するオプション。
• ログを照会し、Amazon Athena を使用して AWS サービスアクティビティを分析するオプション。

2019 年 4 月 12 日より、証跡は、イベントをログに記録する AWS リージョンでのみ表示することができ
ます。すべてのリージョンのイベントをログに記録する証跡を作成すると、すべての AWS リージョンの
コンソールに表示されます。単一のリージョン内のイベントのみをログ記録する証跡を作成した場合は、
そのリージョン内でのみ、それを表示および管理できます。マルチリージョンのトレイルの作成は、AWS 
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CloudTrail コンソールで使用して証跡を作成する場合のデフォルトのオプションであり、推奨されるベス
トプラクティスです。単一リージョンの証跡を作成するには、 AWS CLI を使用する必要があります。

AWS Organizations を使用する場合は、その組織内のすべての AWS アカウントのすべてのイベントを記
録する証跡を作成できます。同じ名前の証跡が各メンバーアカウントに作成され、各証跡からのイベント
は指定した Amazon S3 バケットに配信されます。

Note

組織の管理アカウントまたは委任された管理者アカウントのみが、組織の証跡を作成できます。
組織の証跡を作成すると、CloudTrail と Organizations の統合が自動的に有効になります。詳細に
ついては、「組織の証跡の作成 (p. 135)」を参照してください。

トピック
• コンソールで証跡を作成および更新する (p. 85)
• AWS Command Line Interface で証跡を作成、更新、管理する (p. 106)

コンソールで証跡を作成および更新する
CloudTrail コンソールを使用して、証跡を作成、更新、または削除することができます。コンソールを使
用して作成した証跡はマルチリージョンです。1 つの AWS リージョン にのみイベントを記録する証跡を
作成するには、AWS CLI を使用します (p. 109)。

リージョンごとに最大 5 つの証跡を作成できます。証跡を作成すると、アカウントでの API コールと関連
するイベントの、指定する Amazon S3 バケットへのログ記録が CloudTrail で自動的に開始されます。ロ
グ記録を停止するには、証跡のログ記録を無効にするか、または削除します。

CloudTrail コンソールを使用して証跡を作成または更新すると、次のような利点があります。

• 証跡を初めて作成する場合は、CloudTrail コンソールを使用して利用可能な機能とオプションを表示で
きます。

• データイベントを記録するために証跡を設定している場合は、CloudTrail コンソールを使用して使用可
能なデータタイプを表示できます。データイベントのログ記録の詳細については、「データイベントを
ログ記録する (p. 257)」を参照してください。

AWS Organizations で組織の証跡を作成するための具体的な情報については、「組織の証跡の作
成 (p. 135)」を参照してください。

トピック
• 証跡の作成 (p. 85)
• 証跡の更新 (p. 97)
• 証跡の削除 (p. 105)
• 証跡のログ記録をオフにする (p. 105)

証跡の作成
手順に従って、すべてのリージョンに適用される証跡を作成します。すべてのリージョンに適用される証
跡は、すべてのリージョンのログファイルを S3 バケットに配信します。証跡を作成すると、指定したイ
ベントのログ記録が AWS CloudTrail によって自動的に開始されます。

Note

認証を作成したら、より詳細な分析と CloudTrail ログで収集されたデータに基づいた行動のため
にその他の AWS サービスを設定できます。詳細については、「CloudTrail がサポートされている
サービスと統合 (p. 26)」を参照してください。
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トピック
• コンソールでの証跡の作成 (基本的なイベントセレクタ) (p. 86)
• コンソールでの証跡の作成 (アドバンストイベントセレクタ) (p. 90)
• 次のステップ (p. 97)

コンソールでの証跡の作成 (基本的なイベントセレクタ)

コンソールでは、有効にしたすべての AWS リージョンのイベントをログに記録する証跡を作成します。
これは推奨されるベストプラクティスです。単一リージョンでイベントをログに記録するには (推奨され
ません)、AWS CLI を使用します (p. 109)。

アドバンストイベントセレクタをまだ有効にしていない場合は、次の手順を使用します。アドバンスト
イベントセレクタを有効にしている場合は、コンソールでの証跡の作成 (アドバンストイベントセレク
タ) (p. 90) を参照して証跡でデータイベントログを設定します。

AWS Management Console を使用して CloudTrail 証跡を作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、CloudTrail コンソールを開きます (https:// 
console.aws.amazon.com/cloudtrail/)。

2. CloudTrail サービスのホームページ、[証跡] ページ、または [ダッシュボード] ページの [証跡] セク
ションで、[証跡の作成] を選択します。

3. [Create Trail] (証跡の作成) ページの [Trail name] (証跡名) に証跡の名前を入力します。詳細について
は、「CloudTrail の命名要件 (p. 161)」を参照してください。

4. これが AWS Organizations 組織の証跡の場合、組織内のすべてのアカウントに対して証跡を有効にで
きます。このオプションを表示するには、管理アカウントまたは委任された管理者アカウントのユー
ザーまたはロールでコンソールにサインインする必要があります。組織の証跡を正しく作成するに
は、ユーザーまたはロールに十分なアクセス許可 (p. 137)があることを確認してください。詳細につ
いては、「組織の証跡の作成 (p. 135)」を参照してください。

5. [ストレージの場所] で、[新しい S3 バケットを作成する] を選択すると、新しいバケットが作成されま
す。新しいバケットを作成すると、CloudTrail によって必要なバケットポリシーが作成され、適用さ
れます。

Note

[Use existing S3 bucket] を選択した場合、[Trail log bucket name] のバケットを指定するか、
[Browse] を選択してバケットを選択します。バケットポリシーでは、バケットへの書き込み
権限を CloudTrail に付与する必要があります。バケットポリシーを手動で編集する方法につ
いては、CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー (p. 397) を参照してください。

ログを見つけやすくするために、新しいフォルダ (プレフィックスとも呼ばれます) を既存のバケット
に作成して CloudTrail ログを保存します。プレフィックスを [プレフィックス] に入力します。

6. [Log file SSE-KMS encryption] (ログファイルの SSE-KMS 暗号化) で、SSE-S3 暗号化を使用する代わ
りに SSE-KMS 暗号化を使用してログファイルを暗号化する場合は、[Enabled] (有効) を選択します。
デフォルトは [Enabled] です。SSE-KMS 暗号化を有効にしない場合、ログは SSE-S3 暗号化を使用
して暗号化されます。SSE-KMS 暗号化の詳細については、「AWS Key Management Service (SSE-
KMS) によるサーバー側の暗号化の使用」を参照してください。SSE-S3 暗号化の詳細については、
「Amazon S3 が管理する暗号化キーによるサーバー側の暗号化 (SSE−S3) の使用」を参照してくださ
い。

SSE-KMS 暗号化を有効にする場合は、[New] または [Existing] AWS KMS key を選択します。[AWS 
KMS Alias] で、alias/ MyAliasName フォーマットのエイリアスを指定します。詳細について
は、「KMS キーを使用するようにリソースを更新する (p. 431)」を参照してください。CloudTrail 
は、AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキーの詳細について
は、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「マルチリージョンキーを使用する」を参
照してください。
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Note

別のアカウントのキーの ARN を入力することもできます。このキーポリシーは、CloudTrail 
がキーを使用してログファイルを暗号化し、指定したユーザーが暗号化されていない形式で
ログファイルを読み取れるようにする必要があります。キーポリシーを手動で編集する方法
については、CloudTrail の AWS KMS キーポリシーの設定 (p. 421) を参照してください。

7. [Additional settings] で、次の操作を行います。

a. [ログファイル検証を有効にする] で [Enabled] を選択して、S3 バケットにログダイジェストが配
信されるようにします。ダイジェストファイルは、ログファイルが CloudTrail に配信された後に
変更されていないことを確認するために使用できます。詳細については、「CloudTrail ログファ
イルの整合性の検証 (p. 338)」を参照してください。

b. バケットにログが配信されるたびに通知を受け取る場合は、[SNS notification delivery] で 
[Enabled] を選択します。CloudTrail は、1 つのログファイルに複数のイベントを保存しま
す。SNS 通知は、ログファイルごとに送信されます (イベントごとではありません)。詳細につい
ては、「CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定 (p. 157)」を参照してください。

SNS 通知を有効にすると、[Create a new SNS topic] で、[New] を選択してトピックを作成する
か、[Existing] を選択して既存のトピックを使用します。すべてのリージョンに適用される証跡を
作成した場合、すべてのリージョンからのログファイル配信を知らせる SNS 通知は、ユーザーが
作成した単一の SNS トピックに送信されます。

[New] を選択した場合、CloudTrail は新しいトピックの名前を指定します。または、自分で名前
を入力できます。[Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストから SNS トピックを選択
します。別のリージョンにあるトピックの ARN を入力したり、適切なアクセス許可を持ったア
カウントにあるトピックの ARN を入力することもできます。詳細については、「CloudTrail の 
Amazon SNS トピックポリシー (p. 404)」を参照してください。

トピックを作成する場合は、ログファイル配信の通知を受けるトピックを受信登録する必要があ
ります。受信登録は Amazon SNS コンソールから行うことができます。通知頻度の都合上、受信
登録については、Amazon SQS キューを使用して通知をプログラムで処理するように設定するこ
とをお勧めします。詳細については、Amazon Simple Notification Service 入門ガイドを参照して
ください。

8. オプションで、CloudTrail がログファイルを CloudWatch Logs に送信するように CloudTrail を設定す
るには、[CloudWatch Logs] の [Enabled] を選択します。詳細については、「CloudWatch Logs への
イベントの送信 (p. 295)」を参照してください。

a. CloudWatch Logs との統合を有効にする場合は、[New] を選択して新しいロググループを作成す
るか、[Existing] を選択して既存のものを使用します。[New] を選択した場合、CloudTrail は新し
いロググループの名前を指定します。または、自分で名前を入力できます。

b. [Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストからロググループを選択します。
c. [New] を選択して、CloudWatch Logs にログを送信するためのアクセス許可のための新しい IAM 

ロールを作成します。[Existing] を選択して、ドロップダウンリストから既存の IAM ロールを選
択します。新しいロールまたは既存のロールのポリシーステートメントは、[ポリシードキュメン
ト] を展開すると表示されます。このロールの詳細については、「CloudTrail がモニタリングに 
CloudWatch Logs を使用するためのロールポリシードキュメント (p. 318)」を参照してくださ
い。

Note

証跡を設定する際には、別のアカウントに属している S3 バケットや SNS トピックを選
択することもできます。ただし、CloudTrail から CloudWatch Logs ロググループにイベ
ントを配信する場合は、現在のアカウント内に存在するロググループを選択する必要が
あります。

9. [タグ] で、1 つまたは複数のカスタムタグ (キーと値のペア) を証跡に追加します。CloudTrail 証跡
と CloudTrail ログファイルを含む Amazon S3 バケットの両方を識別するのにタグが役立ちます。そ
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の後、CloudTrail リソースのリソースグループを使用できます。詳細については、「AWS Resource 
Groups」および「証跡タグを使用する理由とは (p. 13)」を参照してください。

10. [Choose log events] ページで、ログに記録するイベントタイプを選択します。[管理イベント] で、次
の操作を行います。

a. [API activity] で、証跡で記録する対象を [読み取り] イベント、[書き込み] イベント、またはその
両方を選択します。詳細については、「管理イベント (p. 250)」を参照してください。

b. [Exclude AWS KMS events] を選択して AWS Key Management Service (AWS KMS) イベント
を、証跡から除外します。デフォルト設定では、すべての AWS KMS イベントが含まれていま
す。

AWS KMS イベントをログまたは除外するオプションは、証跡の管理イベントをログに記録する
場合にのみ使用できます。管理イベントをログに記録しないように選択した場合は、AWS KMS 
イベントはログに記録されず、AWS KMS イベントログ設定は変更できません。

通常、Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey などの AWS KMS アクションは、大容量イベ
ント (99% 以上) を生成します。これらのアクションは、[読み取り] イベントとしてログに記録
されるようになりました。Disable、Delete、および ScheduleKey などの小容量の関連する 
AWS KMS アクション (通常、AWS KMS イベントボリュームの 0.5% 未満を占める) は、[Write]
(書き込み) イベントとしてログに記録されます。

Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey のようなボリュームの大きなイベントを除外
し、Disable、Delete、ScheduleKey などの関連イベントを記録する場合は、[書き込み] 管理
イベントを記録することを選択し、[Exclude AWS KMS events] チェックボックスをオフにしま
す。

c. [Exclude Amazon RDS Data API events] を選択して、証跡から Amazon Relational Database 
Service データ API イベントを除外できます。デフォルト設定では、すべての Amazon RDS Data 
API イベントが含まれています。Amazon RDS Data API イベントの詳細については、「Aurora 
の　Amazon RDS Amazon RDS ユーザーガイド」の「AWS CloudTrail による Data API コールの
ログ記録」を参照してください。

11. [Data events] (データイベント) で、Amazon S3 バケット、AWS Lambda 関数、Amazon DynamoDB 
テーブル、その他さまざまなリソースタイプのログ記録データイベントを指定できます。デフォルト
では、証跡はデータイベントを記録しません。データイベントのログ記録には追加料金が適用されま
す。詳細については、「データイベント (p. 258)」を参照してください。CloudTrail の料金について
は、「AWS CloudTrail 料金」を参照してください。アドバンストイベントセレクタを使用すると、よ
り多くのデータイベントタイプを使用できます。詳細については、このトピックの「コンソールでの
証跡の作成 (アドバンストイベントセレクタ) (p. 90)」を参照してください。

Amazon S3 バケットの場合

a. [Data source] で、[S3] を選択します。
b. すべての現在および将来の S3 バケットを記録することを選択するか、バケットまたは関数を

個々に指定することができます。デフォルトでは、現在および将来のすべての S3 バケットの
データイベントが記録されます。

Note

デフォルトの [すべての現在および将来の S3 バケット] オプションを維持すると、現
在の AWS アカウント内のすべてのバケットや、証跡作成後に作成する任意のバケッ
トで、データイベントのログ記録を行うことができるようになります。これにより、
アクティビティが別の AWS アカウントに属するバケットで実行されている場合も含
め、AWS アカウント内のすべての IAM アイデンティティによって実行されるデータイ
ベントのアクティビティのログ記録も行うことができます。
証跡が 1 つのリージョンのみで作成される場合 (AWS CLI を使用して作成)、[現在およ
び将来のすべての S3 バケット] を選択すると、同じリージョン内のすべてのバケット、
およびそのリージョンで後に作成するバケットに対して、データイベントのログ記録が
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有効になります。AWS アカウント内の他のリージョンの Amazon S3 バケットのデータ
イベントは記録されません。

c. デフォルトの [All current and future S3 buckets] で、[読み取り] イベント、[書き込み] イベント、
またはその両方をログ記録することを選択します。

d. 個々のバケットを選択するには、[All current and future S3 buckets] の [読み取り] および [書き込
み] のチェックボックスをオフにします。[Individual bucket selection] で、データイベントをロ
グ記録するバケットを参照します。目的のバケットのバケットプレフィックスを入力して、特
定のバケットを検索します。このウィンドウで、複数のバケットを選択できます。[Add bucket] 
を選択してより多くのバケットのデータイベントをログ記録します。[読み取り] イベント (例:
GetObject) か、[書き込み] イベント (例: PutObject)、または両方を選択します。

この設定は、個別のバケットに設定した個々の設定よりも優先されます。たとえば、すべての S3 
バケットにログ記録 [読み取り] イベントを指定し、データイベントログ記録に特定のバケットの
追加を選択した場合、追加したバケットには既に [読み取り] が設定されています。選択を解除す
ることはできません。[書き込み] のオプションしか設定することができません。

ログ記録からバケットを削除するには、[X] を選択します。
12. データイベントをログに記録する別のデータタイプを追加するには、[Add data event type] を選択し

ます。
13. Lambda 関数の場合

a. [Data source] で、[Lambda] を選択します。
b. [Lambda 関数] で、[All regions] を選択してすべての Lambda 関数をログ記録するか、[Input 

function as ARN] を使用して、特定の関数のデータイベントをログ記録します。

AWS アカウントのすべての Lambda 関数に対するデータイベントを記録するには、[現在および
将来の関数をすべて記録する] を選択します。この設定は、関数に個々に設定した各設定よりも優
先されます。すべての関数が表示されていなくても、関数はすべてログ記録されます。

Note

すべてのリージョンで証跡を作成している場合は、この選択によって、AWS アカウン
トの現時点のすべての関数や、証跡作成後に任意のリージョンに作成する可能性のある 
Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になります。単一リージョンで証跡を
作成している場合は (AWS CLI を使用して作成)、この選択によって、AWS アカウント
の対象リージョンの現時点のすべての関数や、証跡作成後に対象リージョンに作成する
可能性のある Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になります。他のリー
ジョンで作成された Lambda 関数のデータイベントのログ記録は有効になりません。
すべての関数のデータイベントのログ記録を行うと、アクティビティが他の AWS アカ
ウントに属する関数で実行されている場合も含め、AWS アカウント内のすべての IAM 
アイデンティティが実行するデータイベントのアクティビティのログ記録も有効になり
ます。

c. [Input function as ARN] を選択した場合、Lambda 関数の ARN を入力します。

Note

15,000 を超える Lambda 関数がアカウントに存在する場合は、証跡作成時に CloudTrail 
コンソールですべての関数を表示または選択することはできません。表示されていない
場合でも、すべての関数をログ記録するオプションを選択することができます。特定の
関数のデータイベントをログ記録する場合、ARN が分かれば、関数を手動で追加するこ
とができます。コンソールで証跡を作成したら、AWS CLI や put-event-selectors コマン
ドを使用して、特定の Lambda 関数のデータイベントのログ記録を設定することもでき
ます。詳細については、「AWS CLI を使用して証跡を管理する (p. 112)」を参照して
ください。

14. DynamoDB テーブルの場合

a. [Data event source] で、[DynamoDB] を選択します。Version 1.0
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b. [DynamoDB table selection] で、[Browse] を選択してテーブルを選択するか、アクセス許可を持
つ DynamoDB テーブルの ARN に貼り付けます。DynamoDB テーブルの ARN は次の形式です。

arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name

別のテーブルを追加するには、[Add row] を選択し、テーブルを参照するか、アクセス許可のある
テーブルの ARN に貼り付けます。

15. 証跡に CloudTrail Insights イベントをログに記録させたい場合は、[Insights イベント] を選択します。

[Event type] で、[Insights events] を選択します。Insights イベントで、API コールレート、API エラー
レート、または両方を選択します。[API コール率] の Insights イベントをログに記録するには、[Write]
管理イベントをログ記録している必要があります。[API エラー率] の Insights イベントをログに記録
するには、[Read] または [Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。

CloudTrail Insights が異常なアクティビティの管理イベントを分析し、異常が検出されたときにイベン
トをログに記録します。デフォルトでは、証跡は Insights イベントを記録しません。Insights トイベ
ントの詳細については、「証跡の Insights イベントの記録 (p. 285)」を参照してください。Insights 
イベントの記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「AWS CloudTrail 料
金」を参照してください。

Insights イベントは、証跡詳細ページの [ストレージの場所] 領域で指定されている同じ S3 バ
ケットの、/CloudTrail-Insight という名前の異なるフォルダへ配信されます。CloudTrail 
によって新しいプレフィックスが作成されます。たとえば、現在の送信先 S3 バケットの名前が
S3bucketName/AWSLogs/CloudTrail/ の場合、新しいプレフィックスが付いた S3 バケットの名
前は S3bucketName/AWSLogs/CloudTrail-Insight/ になります。

16. ログに記録するイベントタイプの選択が終了したら、[Next] を選択します。
17. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[Edit] を選択して、そのセクションに表示され

る証跡設定を変更します。証跡を作成する準備ができたら、[Create trail] を選択します。
18. 新しい証跡が [Trails] (証跡) ページに表示されます。[Trails (証跡)] ページでは、すべてのリージョン

を対象に、アカウント内の証跡が表示されます。約 5 分で CloudTrail によってログファイルが発行さ
れ、アカウント内で実行された AWS API コールが表示されます。ユーザーは、指定した S3 バケット
内のログファイルを確認することができます。Insights イベントログを有効にしていて、異常なアク
ティビティが検出された場合、CloudTrail が最初の Insights イベントを配信するまでに最大 36 時間か
かることがあります。

Note

CloudTrail は、通常、API コールから平均 5 分以内にログを配信します。この時間は保証されま
せん。詳細については、「AWS CloudTrail サービスレベルアグリーメント」をご覧ください。

コンソールでの証跡の作成 (アドバンストイベントセレクタ)
コンソールでは、有効にしたすべての AWS リージョンのイベントをログに記録する証跡を作成します。
これは推奨されるベストプラクティスです。単一リージョンでイベントをログに記録するには (推奨され
ません)、AWS CLI を使用します (p. 109)。

アドバンストイベントセレクタを有効にしている場合は、次の手順を使用します。アドバンストイベント
セレクタを有効にしている場合は、コンソールでの証跡の作成 (基本的なイベントセレクタ) (p. 86) を
参照して証跡でデータイベントログを設定します。

AWS Management Console を使用して CloudTrail 証跡を作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、CloudTrail コンソールを開きます (https:// 
console.aws.amazon.com/cloudtrail/)。

2. CloudTrail サービスのホームページ、[証跡] ページ、または [ダッシュボード] ページの [証跡] セク
ションで、[証跡の作成] を選択します。
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3. [Create Trail] (証跡の作成) ページの [Trail name] (証跡名) に証跡の名前を入力します。詳細について
は、「CloudTrail の命名要件 (p. 161)」を参照してください。

4. これが AWS Organizations 組織の証跡の場合、組織内のすべてのアカウントに対して証跡を有効にで
きます。このオプションを表示するには、管理アカウントまたは委任された管理者アカウントのユー
ザーまたはロールでコンソールにサインインする必要があります。組織の証跡を正しく作成するに
は、ユーザーまたはロールに十分なアクセス許可 (p. 137)があることを確認してください。詳細につ
いては、「組織の証跡の作成 (p. 135)」を参照してください。

5. [ストレージの場所] で、[新しい S3 バケットを作成する] を選択すると、新しいバケットが作成されま
す。新しいバケットを作成すると、CloudTrail によって必要なバケットポリシーが作成され、適用さ
れます。

Note

[Use existing S3 bucket] を選択した場合、[Trail log bucket name] のバケットを指定するか、
[Browse] を選択してバケットを選択します。バケットポリシーでは、バケットへの書き込み
権限を CloudTrail に付与する必要があります。バケットポリシーを手動で編集する方法につ
いては、CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー (p. 397) を参照してください。

ログを見つけやすくするために、新しいフォルダ (プレフィックスとも呼ばれます) を既存のバケット
に作成して CloudTrail ログを保存します。プレフィックスを [プレフィックス] に入力します。

6. [Log file SSE-KMS encryption] (ログファイルの SSE-KMS 暗号化) で、SSE-S3 暗号化を使用する代わ
りに SSE-KMS 暗号化を使用してログファイルを暗号化する場合は、[Enabled] (有効) を選択します。
デフォルトは [Enabled] です。SSE-KMS 暗号化を有効にしない場合、ログは SSE-S3 暗号化を使用
して暗号化されます。SSE-KMS 暗号化の詳細については、「AWS Key Management Service (SSE-
KMS) によるサーバー側の暗号化の使用」を参照してください。SSE-S3 暗号化の詳細については、
「Amazon S3 が管理する暗号化キーによるサーバー側の暗号化 (SSE−S3) の使用」を参照してくださ
い。

SSE-KMS 暗号化を有効にする場合は、[New] または [Existing] AWS KMS key を選択します。[AWS 
KMS Alias] で、alias/ MyAliasName フォーマットのエイリアスを指定します。詳細について
は、「KMS キーを使用するようにリソースを更新する (p. 431)」を参照してください。CloudTrail 
は、AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキーの詳細について
は、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「マルチリージョンキーを使用する」を参
照してください。

Note

別のアカウントのキーの ARN を入力することもできます。詳細については、「KMS キー
を使用するようにリソースを更新する (p. 431)」を参照してください。このキーポリシー
は、CloudTrail がキーを使用してログファイルを暗号化し、指定したユーザーが暗号化され
ていない形式でログファイルを読み取れるようにする必要があります。キーポリシーを手動
で編集する方法については、CloudTrail の AWS KMS キーポリシーの設定 (p. 421) を参照
してください。

7. [Additional settings] で、次の操作を行います。

a. [ログファイル検証を有効にする] で [Enabled] を選択して、S3 バケットにログダイジェストが配
信されるようにします。ダイジェストファイルは、ログファイルが CloudTrail に配信された後に
変更されていないことを確認するために使用できます。詳細については、「CloudTrail ログファ
イルの整合性の検証 (p. 338)」を参照してください。

b. バケットにログが配信されるたびに通知を受け取る場合は、[SNS notification delivery] で 
[Enabled] を選択します。CloudTrail は、1 つのログファイルに複数のイベントを保存しま
す。SNS 通知は、ログファイルごとに送信されます (イベントごとではありません)。詳細につい
ては、「CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定 (p. 157)」を参照してください。

SNS 通知を有効にすると、[Create a new SNS topic] で、[New] を選択してトピックを作成する
か、[Existing] を選択して既存のトピックを使用します。すべてのリージョンに適用される証跡を
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作成した場合、すべてのリージョンからのログファイル配信を知らせる SNS 通知は、ユーザーが
作成した単一の SNS トピックに送信されます。

[New] を選択した場合、CloudTrail は新しいトピックの名前を指定します。または、自分で名前
を入力できます。[Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストから SNS トピックを選択
します。別のリージョンにあるトピックの ARN を入力したり、適切なアクセス許可を持ったア
カウントにあるトピックの ARN を入力することもできます。詳細については、「CloudTrail の 
Amazon SNS トピックポリシー (p. 404)」を参照してください。

トピックを作成する場合は、ログファイル配信の通知を受けるトピックを受信登録する必要があ
ります。受信登録は Amazon SNS コンソールから行うことができます。通知頻度の都合上、受信
登録については、Amazon SQS キューを使用して通知をプログラムで処理するように設定するこ
とをお勧めします。詳細については、Amazon Simple Notification Service 入門ガイドを参照して
ください。

8. オプションで、CloudTrail がログファイルを CloudWatch Logs に送信するように CloudTrail を設定す
るには、[CloudWatch Logs] の [Enabled] を選択します。詳細については、「CloudWatch Logs への
イベントの送信 (p. 295)」を参照してください。

a. CloudWatch Logs との統合を有効にする場合は、[New] を選択して新しいロググループを作成す
るか、[Existing] を選択して既存のものを使用します。[New] を選択した場合、CloudTrail は新し
いロググループの名前を指定します。または、自分で名前を入力できます。

b. [Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストからロググループを選択します。
c. [New] を選択して、CloudWatch Logs にログを送信するためのアクセス許可のための新しい IAM 

ロールを作成します。[Existing] を選択して、ドロップダウンリストから既存の IAM ロールを選
択します。新しいロールまたは既存のロールのポリシーステートメントは、[ポリシードキュメン
ト] を展開すると表示されます。このロールの詳細については、「CloudTrail がモニタリングに 
CloudWatch Logs を使用するためのロールポリシードキュメント (p. 318)」を参照してくださ
い。

Note

証跡を設定する際には、別のアカウントに属している S3 バケットや SNS トピックを選
択することもできます。ただし、CloudTrail から CloudWatch Logs ロググループにイベ
ントを配信する場合は、現在のアカウント内に存在するロググループを選択する必要が
あります。

9. [タグ] で、1 つまたは複数のカスタムタグ (キーと値のペア) を証跡に追加します。CloudTrail 証跡
と CloudTrail ログファイルを含む Amazon S3 バケットの両方を識別するのにタグが役立ちます。そ
の後、CloudTrail リソースのリソースグループを使用できます。詳細については、「AWS Resource 
Groups」および「証跡タグを使用する理由とは (p. 13)」を参照してください。

10. [Choose log events] ページで、ログに記録するイベントタイプを選択します。[管理イベント] で、次
の操作を行います。

a. [API activity] で、証跡で記録する対象を [読み取り] イベント、[書き込み] イベント、またはその
両方を選択します。詳細については、「管理イベント (p. 250)」を参照してください。

b. [Exclude AWS KMS events] を選択して AWS Key Management Service (AWS KMS) イベント
を、証跡から除外します。デフォルト設定では、すべての AWS KMS イベントが含まれていま
す。

AWS KMS イベントをログまたは除外するオプションは、証跡の管理イベントをログに記録する
場合にのみ使用できます。管理イベントをログに記録しないように選択した場合は、AWS KMS 
イベントはログに記録されず、AWS KMS イベントログ設定は変更できません。

通常、Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey などの AWS KMS アクションは、大容量イベ
ント (99% 以上) を生成します。これらのアクションは、[読み取り] イベントとしてログに記録
されるようになりました。Disable、Delete、および ScheduleKey などの小容量の関連する 
AWS KMS アクション (通常、AWS KMS イベントボリュームの 0.5% 未満を占める) は、[Write]
(書き込み) イベントとしてログに記録されます。
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Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey のようなボリュームの大きなイベントを除外
し、Disable、Delete、ScheduleKey などの関連イベントを記録する場合は、[書き込み] 管理
イベントを記録することを選択し、[Exclude AWS KMS events] チェックボックスをオフにしま
す。

c. [Exclude Amazon RDS Data API events] を選択して、証跡から Amazon Relational Database 
Service データ API イベントを除外できます。デフォルト設定では、すべての Amazon RDS Data 
API イベントが含まれています。Amazon RDS Data API イベントの詳細については、Aurora の 
　Amazon RDS Amazon RDS ユーザーガイドの「AWS CloudTrail による Data API コールのログ
記録」を参照してください。

11. データイベントをログに記録するには、[データイベント] を選択します。
12. [データイベントタイプ] で、データイベントをログ記録するリソースのタイプを選択します。

Note

Lake Formation によって作成された AWS Glue テーブルのデータイベントをログ記録するに
は、[Lake Formation] を選択します。

13. ログセレクタテンプレートを選択します。CloudTrail には、リソースタイプのすべてのデータイベン
トをログに記録する事前定義済みのテンプレートが含まれています。カスタムログセレクタテンプ
レートを構築するには、[Custom] を選択します。

Note

S3 バケットの事前定義済みテンプレートを選択すると、現在の AWS アカウント内のすべ
てのバケットや、証跡作成後に作成する任意のバケットで、データイベントログ記録を行う
ことができるようになります。これにより、アクティビティが別の AWS アカウントに属す
るバケットで実行されている場合も含め、AWS アカウント内のすべての IAM アイデンティ
ティによって実行されるデータイベントのアクティビティのログ記録も行うことができま
す。
証跡が 1 つのリージョンのみに適用される場合、すべての S3 バケットをログ記録する事前
定義済みテンプレートを選択すると、同じリージョン内のすべてのバケット、およびその
リージョンで後に作成するバケットに対して、データイベントのログ記録が可能になりま
す。AWS アカウント内の他のリージョンの Amazon S3 バケットのデータイベントは記録さ
れません。
すべてのリージョンで証跡を作成している場合は、Lambda 関数の事前定義済みテンプレー
トを選択すると、AWS アカウントの現時点のすべての関数や、証跡作成後に任意のリージョ
ンに作成する可能性のある Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になります。
単一リージョンで証跡を作成している場合は (AWS CLI を使用して作成)、この選択によっ
て、AWS アカウントの対象リージョンの現時点のすべての関数や、証跡作成後に対象リー
ジョンに作成する可能性のある Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になりま
す。他のリージョンで作成された Lambda 関数のデータイベントのログ記録は有効になりま
せん。
すべての関数のデータイベントのログ記録を行うと、アクティビティが他の AWS アカウン
トに属する関数で実行されている場合も含め、AWS アカウント内のすべての IAM アイデン
ティティが実行するデータイベントのアクティビティのログ記録も有効になります。

14. (オプション) [セレクタ名] に、セレクタを識別する名前を入力します。セレクタ名は、「2 つの S3 
バケットだけのデータイベントを記録する」など、高度なイベントセレクタに関する説明的な名前で
す。セレクタ名は、拡張イベントセレクタに「Name」と表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示
されます。

15. [Advanced event selectors] で、データイベントをログに記録する特定のリソースの式を作成します。
事前定義済みのログテンプレートを使用している場合は、このステップをスキップできます。

a. 次のフィールドから選択します。配列 (複数の値) を受け入れるフィールドの場合、CloudTrail は
値の間に OR を追加します。

• readOnly - readOnly は、true または false の値の [Equals] に設定できます。読み取り
専用データイベントは、Get* または Describe* イベントなどのリソースの状態を変更しな
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いイベントです。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどの
リソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。read および
write イベントの両方を記録するには、readOnly セレクタを追加しないでください。

• eventName - eventName は任意の演算子を使用できます。これを使用して、CloudTrail に記
録されるデータイベント (PutBucket、PutItem、または GetSnapshotBlock) を含めるま
たは除外します。このフィールドには、カンマ区切りで複数の値を設定できます。

• resources.ARN - resources.ARN には任意の演算子を使用することができますが、等号ま
たは不等号を使用する場合、値は、テンプレートで resources.type の値として指定したタ
イプの有効なリソースの ARN と正確に一致する必要があります。

以下の表は、それぞれの resources.Type に有効な ARN フォーマットを示しています。

resources.Typeresources.ARN

AWS::DynamoDB::Table
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/
table_name

AWS::Lambda::Function
arn:partition:lambda:region:account_ID:function:function_name

AWS::S3::Object1
arn:partition:s3:::bucket_name/
arn:partition:s3:::bucket_name/
object_or_file_name/

AWS::CloudTrail::Channel
arn:partition:cloudtrail:region:account_ID:channel/
channel_UUID

AWS::Cognito::IdentityPool
arn:partition:cognito-
identity:region:account_ID:identitypool/
identity_pool_ID

AWS::DynamoDB::Stream
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/
table_name/
stream/
date_time

AWS::EC2::Snapshot
arn:partition:ec2:region::snapshot/
snapshot_ID

AWS::FinSpace::Environment
arn:partition:finspace:region:account_ID:environment/
environment_ID

AWS::Glue::Table
arn:partition:glue:region:account_ID:table/
database_name/
table_name

AWS::GuardDuty::Detector
arn:partition:guardduty:region:account_ID:detector/
detector_ID
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resources.Typeresources.ARN

AWS::KendraRanking::ExecutionPlan
arn:partition:kendra-
ranking:region:account_ID:rescore-
execution-
plan/
rescore_execution_plan_ID

AWS::ManagedBlockchain::Node
arn:partition:managedblockchain:region:account_ID:nodes/
node_ID

AWS::SageMaker::FeatureGroup
arn:partition:sagemaker:region:account_ID:feature-
group/
feature_group_name

AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
arn:partition:sagemaker:region:account_ID:experiment-
trial-
component/
experiment_trial_component_name

AWS::S3::AccessPoint2
arn:partition:s3:region:account_ID:accesspoint/
access_point_name

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
arn:partition:s3-
object-
lambda:region:account_ID:accesspoint/
access_point_name

AWS::S3Outposts::Object
arn:partition:s3-
outposts:region:account_ID:object_path

1 特定の S3 バケット内のすべてのオブジェクトのすべてのデータイベントをログ記録するに
は、StartsWith 演算子を使用し、一致する値としてバケット ARN のみを含めます。末尾の
スラッシュは意図的です。除外しないでください。

2 S3 アクセスポイントのすべてのオブジェクトでイベントをログ記録するには、アクセスポイ
ント ARN のみを使用し、オブジェクトパスを含めず、StartsWith または NotStartsWith
演算子を使用することを推奨します。

データイベントリソースの ARN 形式の詳細については、AWS Identity and Access Management 
ユーザーガイドの「アクション、リソース、条件キー」を参照してください。

b. 各フィールドについて、[+ Conditions] を選択して、必要な数の条件を追加します。すべての条件
に対して最大 500 個の指定値を指定できます。例えば、証跡に記録されているデータイベントか
ら 2 つの S3 バケットのデータイベントを除外するには、フィールドを resources.ARN に、オペ
レータを NotStartsWith に設定し、S3 バケット ARN に貼り付けるか、イベントをログに記録し
ない S3 バケットを参照します。

2 番目の S3 バケットを追加するには、[+ Conditions] を選択し、上記の手順を繰り返し、ARN に
貼り付けるか、別のバケットをブラウズします。
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Note

証跡上のすべてのセレクタに対して、最大 500 の値を設定できます。これに
は、eventName などのセレクタの複数の値の配列が含まれます。すべてのセレクタに単
一の値がある場合、セレクタに最大 500 個の条件を追加できます。
15,000 を超える Lambda 関数がアカウントに存在する場合は、証跡作成時に CloudTrail 
コンソールですべての関数を表示または選択することはできません。表示されていない
場合でも、事前定義済みのセレクタテンプレートを使用してすべての関数をログ記録
できます。特定の関数のデータイベントをログ記録する場合、ARN が分かれば、関数
を手動で追加することができます。コンソールで証跡を作成したら、AWS CLI や put-
event-selectors コマンドを使用して、特定の Lambda 関数のデータイベントのログ記
録を設定することもできます。詳細については、「AWS CLI を使用して証跡を管理す
る (p. 112)」を参照してください。

c. [+ Field] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールド
に競合する値や重複する値を設定しないでください。例えば、あるセレクタで ARN を値と等し
く指定せず、次に、別のセレクタで同じ値に等しくない ARN を指定します。

d. カスタムセレクタテンプレートへの変更を保存するには、[Next] をクリックします。別のログセ
レクタテンプレートを選択しないでください。また、このページを離れると、カスタムセレクタ
が失われます。

16. データイベントをログに記録する別のデータタイプを追加するには、[Add data event type] を選択し
ます。ステップ 12 からこのステップを繰り返し、データイベントタイプのアドバンストイベントセ
レクタを設定します。

17. 証跡に CloudTrail Insights イベントをログに記録させたい場合は、[Insights イベント] を選択します。

[Event type] で、[Insights events] を選択します。[API コール率] の Insights イベントをログに記録す
るには、[Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。[API エラー率] の Insights イベン
トをログに記録するには、[Read] または [Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。

CloudTrail Insights が異常なアクティビティの管理イベントを分析し、異常が検出されたときにイベン
トをログに記録します。デフォルトでは、証跡は Insights イベントを記録しません。Insights トイベ
ントの詳細については、「証跡の Insights イベントの記録 (p. 285)」を参照してください。Insights 
イベントの記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「AWS CloudTrail 料
金」を参照してください。

Insights イベントは、証跡詳細ページの [ストレージの場所] 領域で指定されている同じ S3 バ
ケットの、/CloudTrail-Insight という名前の異なるフォルダへ配信されます。CloudTrail 
によって新しいプレフィックスが作成されます。たとえば、現在の送信先 S3 バケットの名前が
S3bucketName/AWSLogs/CloudTrail/ の場合、新しいプレフィックスが付いた S3 バケットの名
前は S3bucketName/AWSLogs/CloudTrail-Insight/ になります。

18. ログに記録するイベントタイプの選択が終了したら、[Next] を選択します。
19. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[Edit] を選択して、そのセクションに表示され

る証跡設定を変更します。証跡を作成する準備ができたら、[Create trail] を選択します。
20. 新しい証跡が [Trails] (証跡) ページに表示されます。[Trails (証跡)] ページでは、すべてのリージョン

を対象に、アカウント内の証跡が表示されます。約 5 分で CloudTrail によってログファイルが発行さ
れ、アカウント内で実行された AWS API コールが表示されます。ユーザーは、指定した S3 バケット
内のログファイルを確認することができます。Insights イベントログを有効にしていて、異常なアク
ティビティが検出された場合、CloudTrail が最初の Insights イベントを配信するまでに最大 36 時間か
かることがあります。

Note

CloudTrail は、通常、API コールから平均 5 分以内にログを配信します。この時間は保証さ
れません。詳細については、「AWS CloudTrail サービスレベルアグリーメント」をご覧くだ
さい。
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次のステップ

証跡を作成したら、証跡に戻って次の変更を加えることができます。

• まだ作成していない場合は、CloudTrail を設定して CloudWatch Logs にログファイルを送信できます。
詳細については、「CloudWatch Logs へのイベントの送信 (p. 295)」を参照してください。

• テーブルを作成し、Amazon Athena でのクエリの実行に使用して、AWS サービスアクティビティを分
析します。詳細については、Amazon Athena User Guide (Amazon Athena ユーザーガイド)の「Creating 
a Table for CloudTrail Logs in the CloudTrail Console (CloudTrail コンソールで CloudTrail ログのテーブ
ルの作成)」を参照してください。

• 証跡にカスタムタグ (キーと値のペア) を追加する。
• 別の証跡を作成するには、[Trails (証跡)] ページを開き、[Add new trail (新しい証跡を追加する)] を選択

します。

証跡の更新
証跡の設定を変更するには、以下の手順を使用します。

単一リージョンの証跡を更新してすべてのリージョンのイベントをログに記録したり、すべてのリージョ
ンの証跡を更新して 1 つのリージョンのみのイベントをログに記録するには、AWS CLI を使用する必要が
あります。単一リージョンの証跡を更新して、すべてのリージョンのイベントをログに記録する方法の詳
細については、「1 つのリージョンに適用される証跡を変換してすべてのリージョンに適用 (p. 110)」を
参照してください。すべてのリージョンの証跡を更新して、単一のリージョンのイベントをログに記録す
る方法の詳細については、「マルチリージョンの証跡から単一リージョンの証跡への変換 (p. 110)」を参
照してください。

AWS Management Console で証跡を更新するには

1. AWS Management Console にサインインし、CloudTrail コンソールを開きます (https:// 
console.aws.amazon.com/cloudtrail/)。

2. ナビゲーションメニューで、 [証跡] を選択し、証跡を選択します。
3. [General details] で、[Edit] を選択して次の設定を変更します。証跡の名前は変更できません。

• [Apply trail to my organization] - この証跡が AWS Organizations 組織の証跡かどうかを変更します
• [Trail log location] - この証跡のログを保存する S3 バケットまたはプレフィックスの名前を変更しま

す。
• [Log file SSE-KMS encryption] で、SSE-S3 を使用する代わりに SSE-KMS を使用してログファイル

を暗号化の有効または無効を選択します。
• [Log file validation] - ログファイルの整合性の検証の有効または無効を選択します。
• [SNS notification delivery] - 証跡に指定されているバケットにログファイルが配信された Amazon 

Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知の有効または無効を選択します。

a. AWS Organizations 組織証跡で証跡を変更するには、組織内のすべてのアカウントに対して証跡
を有効にするよう選択できます。詳細については、「組織の証跡の作成 (p. 135)」を参照してく
ださい。

b. 指定したバケットを [ストレージの場所] で、[新しい S3 バケットの作成] を選択してバケットを
作成します。新しいバケットを作成すると、CloudTrail によって必要なバケットポリシーが作成
され、適用されます。

Note

[Use existing S3 bucket] を選択した場合、[Trail log bucket name] のバケットを指定する
か、[Browse] を選択してバケットを選択します。バケットポリシーでは、バケットへの
書き込み権限を CloudTrail に付与する必要があります。バケットポリシーを手動で編集
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する方法については、CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー (p. 397) を参照して
ください。

ログを見つけやすくするために、新しいフォルダ (プレフィックスとも呼ばれます) を既存のバ
ケットに作成して CloudTrail ログを保存します。プレフィックスを [プレフィックス] に入力しま
す。

c. [Log file SSE-KMS encryption] (ログファイルの SSE-KMS 暗号化) で、SSE-S3 暗号化を使用
する代わりに SSE-KMS 暗号化を使用してログファイルを暗号化する場合は、[Enabled] (有効) 
を選択します。デフォルトは [Enabled] です。SSE-KMS 暗号化を有効にしない場合、ログは 
SSE-S3 暗号化を使用して暗号化されます。SSE-KMS 暗号化の詳細については、「AWS Key 
Management Service (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化の使用」を参照してください。SSE-
S3 暗号化の詳細については、「Amazon S3 が管理する暗号化キーによるサーバー側の暗号化 
(SSE−S3) の使用」を参照してください。

SSE-KMS 暗号化を有効にする場合は、[New] または [Existing] AWS KMS key を選択します。
[AWS KMS Alias] で、alias/ MyAliasName フォーマットのエイリアスを指定します。詳細
については、「KMS キーを使用するようにリソースを更新する (p. 431)」を参照してくださ
い。CloudTrail は、AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョン
キーの詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「マルチリージョ
ンキーを使用する」を参照してください。

Note

別のアカウントのキーの ARN を入力することもできます。詳細については、「KMS 
キーを使用するようにリソースを更新する (p. 431)」を参照してください。このキーポ
リシーは、CloudTrail がキーを使用してログファイルを暗号化し、指定したユーザーが
暗号化されていない形式でログファイルを読み取れるようにする必要があります。キー
ポリシーを手動で編集する方法については、CloudTrail の AWS KMS キーポリシーの設
定 (p. 421) を参照してください。

d. [ログファイル検証を有効にする] で [Enabled] を選択して、S3 バケットにログダイジェストが配
信されるようにします。ダイジェストファイルは、ログファイルが CloudTrail に配信された後に
変更されていないことを確認するために使用できます。詳細については、「CloudTrail ログファ
イルの整合性の検証 (p. 338)」を参照してください。

e. バケットにログが配信されるたびに通知を受け取る場合は、[SNS notification delivery] で 
[Enabled] を選択します。CloudTrail は、1 つのログファイルに複数のイベントを保存しま
す。SNS 通知は、ログファイルごとに送信されます (イベントごとではありません)。詳細につい
ては、「CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定 (p. 157)」を参照してください。

SNS 通知を有効にすると、[Create a new SNS topic] で、[New] を選択してトピックを作成する
か、[Existing] を選択して既存のトピックを使用します。すべてのリージョンに適用される証跡を
作成した場合、すべてのリージョンからのログファイル配信を知らせる SNS 通知は、ユーザーが
作成した単一の SNS トピックに送信されます。

[New] を選択した場合、CloudTrail は新しいトピックの名前を指定します。または、自分で名前
を入力できます。[Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストから SNS トピックを選択
します。別のリージョンにあるトピックの ARN を入力したり、適切なアクセス許可を持ったア
カウントにあるトピックの ARN を入力することもできます。詳細については、「CloudTrail の 
Amazon SNS トピックポリシー (p. 404)」を参照してください。

トピックを作成する場合は、ログファイル配信の通知を受けるトピックを受信登録する必要があ
ります。受信登録は Amazon SNS コンソールから行うことができます。通知頻度の都合上、受信
登録については、Amazon SQS キューを使用して通知をプログラムで処理するように設定するこ
とをお勧めします。詳細については、Amazon Simple Notification Service 入門ガイドを参照して
ください。

4. [CloudWatch Logs] で、[編集] を選択して、CloudTrail ログファイルを CloudWatch Logs に送信する
ための設定を変更します。[CloudWatch Logs] で [Enabled] をクリックして、ログファイルの送信を有
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効にします。詳細については、「CloudWatch Logs へのイベントの送信 (p. 295)」を参照してくだ
さい。

a. CloudWatch Logs との統合を有効にする場合は、[New] を選択して新しいロググループを作成す
るか、[Existing] を選択して既存のものを使用します。[New] を選択した場合、CloudTrail は新し
いロググループの名前を指定します。または、自分で名前を入力できます。

b. [Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストからロググループを選択します。
c. [New] を選択して、CloudWatch Logs にログを送信するためのアクセス許可のための新しい IAM 

ロールを作成します。[Existing] を選択して、ドロップダウンリストから既存の IAM ロールを選
択します。新しいロールまたは既存のロールのポリシーステートメントは、[ポリシードキュメン
ト] を展開すると表示されます。このロールの詳細については、「CloudTrail がモニタリングに 
CloudWatch Logs を使用するためのロールポリシードキュメント (p. 318)」を参照してくださ
い。

Note

• 証跡を設定する際には、別のアカウントに属している S3 バケットや SNS トピックを
選択することもできます。ただし、CloudTrail から CloudWatch Logs ロググループに
イベントを配信する場合は、現在のアカウント内に存在するロググループを選択する
必要があります。

• 管理アカウントが所有する CloudWatch Logs ロググループを含む既存の組織の
証跡がある場合、委任された管理者アカウントは、CloudWatch Logs ロググルー
プをコンソールで表示することはできますが、更新することはできません。これ
は、CloudWatch Logs ロググループが管理アカウントによって所有されているため
です。コンソールオペレーションがサポートされていないため、委任された管理者ア
カウントは現在、コンソールを使用して CloudWatch Logs ロググループを設定でき
ません。委任された管理者アカウントは、AWS CLI または CloudTrail API を使用し
て、CloudWatch Logs ロググループで組織の証跡を更新する必要があります。

5. [タグ] で、[編集] を選択して、証跡のタグを変更、追加、または削除します。1 つまたは複数のカス
タムタグ (キーと値のペア) を証跡に追加します。CloudTrail 証跡と CloudTrail ログファイルを含む 
Amazon S3 バケットの両方を識別するのにタグが役立ちます。その後、CloudTrail リソースのリソー
スグループを使用できます。詳細については、「AWS Resource Groups」および「証跡タグを使用す
る理由とは (p. 13)」を参照してください。

6. [Management events] で、[編集] を選択して、管理イベントのログ設定を変更します。

a. [API activity] で、証跡で記録する対象を [読み取り] イベント、[書き込み] イベント、またはその
両方を選択します。詳細については、「管理イベント (p. 250)」を参照してください。

b. [Exclude AWS KMS events] を選択して AWS Key Management Service (AWS KMS) イベント
を、証跡から除外します。デフォルト設定では、すべての AWS KMS イベントが含まれていま
す。

AWS KMS イベントをログまたは除外するオプションは、証跡の管理イベントをログに記録する
場合にのみ使用できます。管理イベントをログに記録しないように選択した場合は、AWS KMS 
イベントはログに記録されず、AWS KMS イベントログ設定は変更できません。

通常、Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey などの AWS KMS アクションは、大容量イベ
ント (99% 以上) を生成します。これらのアクションは、[読み取り] イベントとしてログに記録
されるようになりました。Disable、Delete、および ScheduleKey などの小容量の関連する 
AWS KMS アクション (通常、AWS KMS イベントボリュームの 0.5% 未満を占める) は、[Write]
(書き込み) イベントとしてログに記録されます。

Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey のようなボリュームの大きなイベントを除外
し、Disable、Delete、ScheduleKey などの関連イベントを記録する場合は、[書き込み] 管理
イベントを記録することを選択し、[Exclude AWS KMS events] チェックボックスをオフにしま
す。

c. [Exclude Amazon RDS Data API events] を選択して、証跡から Amazon Relational Database 
Service データ API イベントを除外できます。デフォルト設定では、すべての Amazon RDS Data 
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API イベントが含まれています。Amazon RDS Data API イベントの詳細については、Aurora の 
　Amazon RDS Amazon RDS ユーザーガイドの「AWS CloudTrail による Data API コールのログ
記録」を参照してください。

7. Important

ステップ 7〜9 は、基本的なイベントセレクタを使用している場合に、証跡にデータイベント
を設定するためのものです。アドバンストイベントセレクタを使用している場合は、「アド
バンストイベントセレクタを使用したデータイベント設定の更新 (p. 102)」を参照して、ス
テップ 10 のこの手順に戻り、先に進んでください。

[Data events] で、[編集] を選択して、データイベントのログ設定を変更します。基本的なイベントセ
レクタで、Amazon S3 バケットのログデータイベント、AWS Lambda 関数、Amazon DynamoDB、
またはこれらのリソースタイプの組み合わせを指定できます。追加のデータイベントタイプは、ア
ドバンストイベントセレクタ (p. 102)でサポートされています。デフォルトでは、証跡はデータイ
ベントを記録しません。データイベントのログ記録には追加料金が適用されます。詳細については、
「データイベント (p. 258)」を参照してください。CloudTrail の料金については、「AWS CloudTrail 
料金」を参照してください。

Amazon S3 バケットの場合

a. [Data source] で、[S3] を選択します。
b. すべての現在および将来の S3 バケットを記録することを選択するか、バケットまたは関数を

個々に指定することができます。デフォルトでは、現在および将来のすべての S3 バケットの
データイベントが記録されます。

Note

デフォルトの [すべての現在および将来の S3 バケット] オプションを維持すると、現
在の AWS アカウント内のすべてのバケットや、証跡作成後に作成する任意のバケット
で、データイベントのログ記録を行うことができるようになります。このアクティビ
ティが、別の AWS アカウントに属するバケットで実行されている場合でも、AWS アカ
ウントのユーザーまたはロールによって実行されるデータイベントのアクティビティの
ログ記録も行うことができます。
証跡が 1 つのリージョンのみに適用される場合、すべての現在および将来の S3 バケッ
トを選択すると、同じリージョン内のすべてのバケット、およびそのリージョンで後に
作成するバケットに対して、データイベントのログ記録が可能になります。AWS アカウ
ント内の他のリージョンの Amazon S3 バケットのデータイベントは記録されません。

c. デフォルトの [All current and future S3 buckets] で、[読み取り] イベント、[書き込み] イベント、
またはその両方をログ記録することを選択します。

d. 個々のバケットを選択するには、[All current and future S3 buckets] の [読み取り] および [書き込
み] のチェックボックスをオフにします。[Individual bucket selection] で、データイベントをログ
記録するバケットを参照します。特定のバケットを検索するには、目的のバケットのバケットプ
レフィックスを入力します。このウィンドウで、複数のバケットを選択できます。[Add bucket] 
を選択してより多くのバケットのデータイベントをログ記録します。[読み取り] イベント (例:
GetObject) か、[書き込み] イベント (例: PutObject)、または両方を選択します。

この設定は、個別のバケットに設定した個々の設定よりも優先されます。たとえば、すべての S3 
バケットにログ記録 [読み取り] イベントを指定し、データイベントログ記録に特定のバケットの
追加を選択した場合、追加したバケットには既に [読み取り] が設定されています。選択を解除す
ることはできません。[書き込み] のオプションしか設定することができません。

ログ記録からバケットを削除するには、[X] を選択します。
8. データイベントをログに記録する別のデータタイプを追加するには、[Add data event type] を選択し

ます。
9. Lambda 関数の場合

a. [Data source] で、[Lambda] を選択します。Version 1.0
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b. [Lambda 関数] で、[All regions] を選択してすべての Lambda 関数をログ記録するか、[Input 
function as ARN] を使用して、特定の関数のデータイベントをログ記録します。

AWS アカウントのすべての Lambda 関数に対するデータイベントを記録するには、[現在および
将来の関数をすべて記録する] を選択します。この設定は、関数に個々に設定した各設定よりも優
先されます。すべての関数が表示されていなくても、関数はすべてログ記録されます。

Note

すべてのリージョンで証跡を作成している場合は、この選択によって、AWS アカウン
トの現時点のすべての関数や、証跡作成後に任意のリージョンに作成する可能性のある 
Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になります。単一リージョンで証跡を
作成している場合は (AWS CLI を使用して作成)、この選択によって、AWS アカウント
の対象リージョンの現時点のすべての関数や、証跡作成後に対象リージョンに作成する
可能性のある Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になります。他のリー
ジョンで作成された Lambda 関数のデータイベントのログ記録は有効になりません。
このアクティビティが、その他の AWS アカウントに属する関数で実行されている場合
でも、すべての関数のデータイベントのログ記録を行うと、AWS アカウントのユーザー
またはロールによって実行されるデータイベントのアクティビティのログ記録も有効に
なります。

c. [Input function as ARN] を選択した場合、Lambda 関数の ARN を入力します。

Note

15,000 を超える Lambda 関数がアカウントに存在する場合は、証跡作成時に CloudTrail 
コンソールですべての関数を表示または選択することはできません。表示されていない
場合でも、すべての関数をログ記録するオプションを選択することができます。特定の
関数のデータイベントをログ記録する場合、ARN が分かれば、関数を手動で追加するこ
とができます。コンソールで証跡を作成したら、AWS CLI や put-event-selectors コマン
ドを使用して、特定の Lambda 関数のデータイベントのログ記録を設定することもでき
ます。詳細については、「AWS CLI を使用して証跡を管理する (p. 112)」を参照して
ください。

10. データイベントをログに記録する別のデータタイプを追加するには、[Add data event type] を選択し
ます。

11. DynamoDB テーブルの場合

a. [Data event source] で、[DynamoDB] を選択します。
b. [DynamoDB table selection] で、[Browse] を選択してテーブルを選択するか、アクセス許可を持

つ DynamoDB テーブルの ARN に貼り付けます。DynamoDB テーブルの ARN は次の形式です。

arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name

別のテーブルを追加するには、[Add row] を選択し、テーブルを参照するか、アクセス許可のある
テーブルの ARN に貼り付けます。

12. 証跡に CloudTrail Insights イベントをログに記録させたい場合は、[Insights events] で、[編集] を選択
します。

[Event type] で、[Insights events] を選択します。

Insights イベントで、API コールレート、API エラーレート、または両方を選択します。[API コール
率] の Insights イベントをログに記録するには、[Write] 管理イベントをログ記録している必要があり
ます。[API エラー率] の Insights イベントをログに記録するには、[Read] または [Write] 管理イベント
をログ記録している必要があります。

CloudTrail Insights が異常なアクティビティの管理イベントを分析し、異常が検出されたときにイベン
トをログに記録します。デフォルトでは、証跡は Insights イベントを記録しません。Insights トイベ
ントの詳細については、「証跡の Insights イベントの記録 (p. 285)」を参照してください。Insights 
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イベントの記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「AWS CloudTrail 料
金」を参照してください。

Insights イベントは、証跡詳細ページの [ストレージの場所] 領域で指定されている同じ S3 バ
ケットの、/CloudTrail-Insight という名前の異なるフォルダへ配信されます。CloudTrail 
によって新しいプレフィックスが作成されます。たとえば、現在の送信先 S3 バケットの名前が
S3bucketName/AWSLogs/CloudTrail/ の場合、新しいプレフィックスが付いた S3 バケットの名
前は S3bucketName/AWSLogs/CloudTrail-Insight/ になります。

13. 証跡の設定を変更し終えたら、[Update trail] を選択します。

アドバンストイベントセレクタを使用したデータイベント設定の更新

1. 証跡の詳細ページの [データイベント] で、[編集] を選択します。
2. まだデータイベントのログを記録していない場合は、[データイベント] を選択します。
3. [データイベントタイプ] で、データイベントをログ記録するリソースのタイプを選択します。

Note

Lake Formation によって作成された AWS Glue テーブルのデータイベントをログ記録するに
は、[Lake Formation] を選択します。

4. ログセレクタテンプレートを選択します。CloudTrail には、リソースタイプのすべてのデータイベン
トをログに記録する事前定義済みのテンプレートが含まれています。カスタムログセレクタテンプ
レートを構築するには、[Custom] を選択します。

Note

S3 バケットの事前定義済みテンプレートを選択すると、現在の AWS アカウント内のすべて
のバケットや、証跡作成後に作成する任意のバケットで、データイベントログ記録を行うこ
とができるようになります。このアクティビティが、別の AWS アカウントに属するバケッ
トで実行されている場合でも、AWS アカウントのユーザーまたはロールによって実行される
データイベントのアクティビティのログ記録も行うことができます。
証跡が 1 つのリージョンのみに適用される場合、すべての S3 バケットをログ記録する事前
定義済みテンプレートを選択すると、同じリージョン内のすべてのバケット、およびその
リージョンで後に作成するバケットに対して、データイベントのログ記録が可能になりま
す。AWS アカウント内の他のリージョンの Amazon S3 バケットのデータイベントは記録さ
れません。
すべてのリージョンで証跡を作成している場合は、Lambda 関数の事前定義済みテンプレー
トを選択すると、AWS アカウントの現時点のすべての関数や、証跡作成後に任意のリージョ
ンに作成する可能性のある Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になります。
単一リージョンで証跡を作成している場合は (AWS CLI を使用して作成)、この選択によっ
て、AWS アカウントの対象リージョンの現時点のすべての関数や、証跡作成後に対象リー
ジョンに作成する可能性のある Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になりま
す。他のリージョンで作成された Lambda 関数のデータイベントのログ記録は有効になりま
せん。
このアクティビティが、その他の AWS アカウントに属する関数で実行されている場合で
も、すべての関数のデータイベントのログ記録を行うと、AWS アカウントのユーザーまたは
ロールによって実行されるデータイベントのアクティビティのログ記録も有効になります。

5. (オプション) [セレクタ名] に、セレクタを識別する名前を入力します。セレクタ名は、「2 つの S3 
バケットだけのデータイベントを記録する」など、高度なイベントセレクタに関する説明的な名前で
す。セレクタ名は、拡張イベントセレクタに「Name」と表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示
されます。

6. [Advanced event selectors] で、データイベントを収集する特定のリソースの式を作成します。事前定
義済みのログテンプレートを使用している場合は、このステップをスキップできます。

a. 次のフィールドから選択します。配列 (複数の値) を受け入れるフィールドの場合、CloudTrail は
値の間に OR を追加します。
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• readOnly - readOnly は、true または false の値の [Equals] に設定できます。read およ
び write イベントの両方を記録するには、readOnly セレクタを追加しないでください。

• eventName - eventName は任意の演算子を使用できます。これを使用して、CloudTrail に記
録されるデータイベント (PutBucket または GetSnapshotBlock) を含めるまたは除外しま
す。このフィールドには、カンマ区切りで複数の値を設定できます。

• resources.ARN - resources.ARN には任意の演算子を使用することができますが、等号ま
たは不等号を使用する場合、値は、テンプレートで resources.type の値として指定したタ
イプの有効なリソースの ARN と正確に一致する必要があります。

以下の表は、それぞれの resources.Type に有効な ARN フォーマットを示しています。

resources.Typeresources.ARN

AWS::DynamoDB::Table
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/
table_name

AWS::Lambda::Function
arn:partition:lambda:region:account_ID:function:function_name

AWS::S3::Object1
arn:partition:s3:::bucket_name/
arn:partition:s3:::bucket_name/
object_or_file_name/

AWS::CloudTrail::Channel
arn:partition:cloudtrail:region:account_ID:channel/
channel_UUID

AWS::Cognito::IdentityPool
arn:partition:cognito-
identity:region:account_ID:identitypool/
identity_pool_ID

AWS::DynamoDB::Stream
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/
table_name/
stream/
date_time

AWS::EC2::Snapshot
arn:partition:ec2:region::snapshot/
snapshot_ID

AWS::FinSpace::Environment
arn:partition:finspace:region:account_ID:environment/
environment_ID

AWS::Glue::Table
arn:partition:glue:region:account_ID:table/
database_name/
table_name

AWS::GuardDuty::Detector
arn:partition:guardduty:region:account_ID:detector/
detector_ID
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resources.Typeresources.ARN

AWS::KendraRanking::ExecutionPlan
arn:partition:kendra-
ranking:region:account_ID:rescore-
execution-
plan/
rescore_execution_plan_ID

AWS::ManagedBlockchain::Node
arn:partition:managedblockchain:region:account_ID:nodes/
node_ID

AWS::SageMaker::FeatureGroup
arn:partition:sagemaker:region:account_ID:feature-
group/
feature_group_name

AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
arn:partition:sagemaker:region:account_ID:experiment-
trial-
component/
experiment_trial_component_name

AWS::S3::AccessPoint2
arn:partition:s3:region:account_ID:accesspoint/
access_point_name

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
arn:partition:s3-
object-
lambda:region:account_ID:accesspoint/
access_point_name

AWS::S3Outposts::Object
arn:partition:s3-
outposts:region:account_ID:object_path

1 特定の S3 バケット内のすべてのオブジェクトのすべてのデータイベントをログ記録するに
は、StartsWith 演算子を使用し、一致する値としてバケット ARN のみを含めます。末尾の
スラッシュは意図的です。除外しないでください。

2 S3 アクセスポイントのすべてのオブジェクトでイベントをログ記録するには、アクセスポイ
ント ARN のみを使用し、オブジェクトパスを含めず、StartsWith または NotStartsWith
演算子を使用することを推奨します。

データイベントリソースの ARN 形式の詳細については、AWS Identity and Access Management 
ユーザーガイドの「アクション、リソース、条件キー」を参照してください。

b. 各フィールドについて、[+ Conditions] を選択して、必要な数の条件を追加します。すべての条件
に対して最大 500 個の指定値を指定できます。例えば、証跡に記録されているデータイベントか
ら 2 つの S3 バケットのデータイベントを除外するには、フィールドを resources.ARN に、オペ
レータを NotStartsWith に設定し、S3 バケット ARN に貼り付けるか、イベントをログに記録し
ない S3 バケットを参照します。

2 番目の S3 バケットを追加するには、[+ Conditions] を選択し、上記の手順を繰り返し、ARN に
貼り付けるか、別のバケットをブラウズします。
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Note

証跡上のすべてのセレクタに対して、最大 500 の値を設定できます。これに
は、eventName などのセレクタの複数の値の配列が含まれます。すべてのセレクタに単
一の値がある場合、セレクタに最大 500 個の条件を追加できます。
15,000 を超える Lambda 関数がアカウントに存在する場合は、証跡作成時に CloudTrail 
コンソールですべての関数を表示または選択することはできません。表示されていない
場合でも、事前定義済みのセレクタテンプレートを使用してすべての関数をログ記録
できます。特定の関数のデータイベントをログ記録する場合、ARN が分かれば、関数
を手動で追加することができます。コンソールで証跡を作成したら、AWS CLI や put-
event-selectors コマンドを使用して、特定の Lambda 関数のデータイベントのログ記
録を設定することもできます。詳細については、「AWS CLI を使用して証跡を管理す
る (p. 112)」を参照してください。

c. [+ Field] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールド
に競合する値や重複する値を設定しないでください。例えば、あるセレクタで ARN を値と等し
く指定せず、次に、別のセレクタで同じ値に等しくない ARN を指定します。

d. カスタムセレクタテンプレートへの変更を保存するには、[Next] をクリックします。別のログセ
レクタテンプレートを選択しないでください。また、このページを離れると、カスタムセレクタ
が失われます。

7. データイベントをログに記録する別のデータタイプを追加するには、[Add data event type] を選択し
ます。ステップ 3 からこのステップを繰り返し、データイベントタイプのアドバンストイベントセレ
クタを設定します。

8. [Next] を選択した後、[Step 2: Choose log events] で、選択したログセレクターテンプレートのオプ
ションを確認します。戻って変更するには、[Edit] を選クリックします。

9. 証跡の Insights イベントとその他の設定を行うには、このトピックで前述した手順、証跡の更
新 (p. 97) に戻ります。

証跡の削除
CloudTrail コンソールで証跡を削除することができます。組織の管理アカウントまたは委任された管理者
アカウントが組織の証跡を削除すると、その証跡は、その組織のすべてのメンバーアカウントから削除さ
れます。

CloudTrail コンソールで証跡を削除するには

1. AWS Management Console にサインインし、CloudTrail コンソールを開きます (https:// 
console.aws.amazon.com/cloudtrail/)。

2. CloudTrail コンソールの [Trails] ページを開きます。
3. 証跡名を選択します。
4. 証跡の詳細ページの上部で、[削除] を選択します。
5. 削除の確認を求められたら、[削除] を選択して証跡を永久的に削除します。証跡のリストから証跡が

削除されます。すでに Amazon S3 バケットに配信されているログファイルは削除されません。

Note

Amazon S3 バケットに配信されるコンテンツには、カスタマーコンテンツが含まれている場
合があります。機密データの削除の詳細については、「S3 バケットを空にする方法」また
は「S3 バケットを削除する方法」を参照してください。

証跡のログ記録をオフにする
証跡を作成すると、自動的にログ記録が有効になります。証跡のログ記録をオフにすることができます。
既存のログは、まだ証跡の Amazon S3 バケットに保存されています。
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CloudTrail コンソールで証跡のログ記録をオフにするには

1. AWS Management Console にサインインし、CloudTrail コンソールを開きます (https:// 
console.aws.amazon.com/cloudtrail/)。

2. ナビゲーションメニューで、 [証跡] を選択し、証跡の名前を選択します。
3. 証跡の詳細ページの上部で、[Stop logging] を選択して証跡のログ記録をオフにします。
4. 確認を求められたら、[Stop logging] を選択します。CloudTrail はその証跡のログ記録アクティビティ

を停止します。
5. その証跡のログ記録を再開するには、証跡設定ページの [Start logging] を選択します。

AWS Command Line Interface で証跡を作成、更新、
管理する
AWS CLI を使用して証跡を作成、更新、管理できます。AWS CLI を使用するときは、コマンドは自分の
プロファイル用に設定された AWS リージョンで実行されることを忘れないようにしてください。別の
リージョンでコマンドを実行する場合は、プロファイルのデフォルトのリージョンを変更するか、コマン
ドに --region パラメータを使用します。

Note

このトピックの AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを実行するには、AWS コ
マンドラインツールが必要です。最新バージョンの AWS CLI がインストールされているこ
とを確認します。詳細については、AWS Command Line Interfaceユーザーガイドを参照し
てください。CloudTrail コマンドラインで AWS CLI コマンドのヘルプを表示するには、aws 
cloudtrail help と入力します。

証跡の作成、管理、およびステータスに一般的に使用されるコマ
ンド
CloudTrail で証跡を作成および更新するための、より一般的に使用されるコマンドには、次のものがあり
ます。

• 証跡を作成する create-trail (p. 107)。
• 既存の証跡の設定を変更する update-trail (p. 109)。
• 既存の証跡に 1 つ以上のタグ (キーと値のペア) を追加する add-tags (p. 113)。
• 証跡から 1 つ以上のタグを削除する remove-tags (p. 114)。
• 証跡に関連付けられたタグのリストを返すための list-tags (p. 113)。
• 証跡のイベントセレクタを追加または変更するための put-event-selectors (p. 117)。
• put-insight-selectors既存の証跡の Insights イベントセレクタを追加または変更したり、Insights イベン

トを有効または無効にしたりするための 。
• 証跡でイベントのログ記録を開始する start-logging (p. 108)。
• 証跡でイベントのログ記録を一時停止する stop-logging (p. 134)。
• 証跡を削除する delete-trail (p. 134)。このコマンドは、その証跡のログファイルが格納されている 

Amazon S3 バケットは削除しません (存在する場合)。
• AWS リージョンで証跡に関する情報を返す describe-trails (p. 114)。
• 証跡の設定情報を返す get-trail (p. 114)。
• 証跡の現在のステータスに関する情報を返す get-trail-status (p. 114)。
• 証跡用に設定されたイベントセレクタに関する情報を返す get-event-selectors (p. 117)。
• get-insight-selectors証跡用に設定された Insights イベントセレクタに関する情報を返す 。
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証跡を作成および更新するためにサポートされているコマンド: create-trail およ
び update-trail。

create-trail と update-trail コマンドは証跡を作成および管理するための以下のようなさまざまな
機能を提供します。

• リージョン間でログを受け取る証跡を作成するか、--is-multi-region-trail オプションで証跡を
更新します。ほとんどの場合、すべての AWS リージョンでイベントを記録する証跡を作成する必要が
あります。

• 組織内のすべての AWS アカウントのログを受信する証跡を作成するには、--is-organization-trail オプ
ションを使用します。

• --no-is-multi-region-trail オプションを使用して、マルチリージョンの証跡を単一リージョン
の証跡に変換します。

• --kms-key-id オプションを使用して、ログファイルの暗号化を有効または無効にします。このオプ
ションは、すでに作成され、CloudTrail にログの暗号化を許可するポリシーをアタッチした AWS KMS 
キーを指定します。詳細については、「AWS CLI を使用して CloudTrail ログファイルの暗号化の有効と
無効を切り替える (p. 434)」を参照してください。

• --enable-log-file-validation オプションと --no-enable-log-file-validation オプショ
ンを使用してログファイルの検証を有効または無効にします。詳細については、「CloudTrail ログファ
イルの整合性の検証 (p. 338)」を参照してください。

• CloudWatch Logs ロググループとロールを指定して、CloudTrail が CloudWatch Logs ロググループにイ
ベントを配信できるようにします。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ロ
グファイルをモニタリングする (p. 295)」を参照してください。

廃止されたコマンド: create-subscription および update-subscription
Important

create-subscription と update-subscription コマンドは証跡の作成および更新に使用さ
れていましたが、廃止されました。これらのコマンドは使用しないでください。これらのコマン
ドは証跡を作成および管理するための完全な機能を提供しません。
これらのコマンドのいずれかまたは両方を使用するオートメーションを設定した場合は、create-
trail などのサポートされているコマンドを使用するようにコードまたはスクリプトを更新するこ
とをお勧めします。

create-trail の使用
create-trail コマンドを実行して、ビジネスニーズに合わせて特別に設定された証跡を作成できま
す。AWS CLI を使用するときは、コマンドは自分のプロファイル用に設定された AWS リージョンで実行
されることを忘れないようにしてください。別のリージョンでコマンドを実行する場合は、プロファイル
のデフォルトのリージョンを変更するか、コマンドに --region パラメータを使用します。

すべてのリージョンに適用される証跡の作成

すべてのリージョンに適用される証跡を作成するには、--is-multi-region-trail オプションを使用
します。デフォルトでは、create-trail コマンドは、証跡が作成された AWS リージョンでのみイベン
トを記録する証跡を作成します。グローバルサービスイベントをログに記録し、すべての管理イベントの
アクティビティを AWS アカウントにキャプチャするには、すべての AWS リージョンでイベントを記録
する証跡を作成する必要があります。

Note

証跡を作成するときに、CloudTrail で作成されていない Amazon S3 バケットを使用する場合
は、適切なポリシーをアタッチする必要があります。「CloudTrail の Amazon S3 バケットポリ
シー (p. 397)」を参照してください。
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次の例では、my-trail という名前の証跡と、すべてのリージョンから my-bucket という名前の既存の
バケットにログを配信する Marketing の値を持つ Group という名前のキーを持つタグを作成します。

aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name my-bucket --is-multi-region-
trail --tags-list [key=Group,value=Marketing]

証跡がすべてのリージョンに存在することを確認するために、出力の IsMultiRegionTrail 要素に
true と表示されます。

{ 
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "Name": "my-trail",  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
    "LogFileValidationEnabled": false,  
     "IsMultiRegionTrail": true,  
    "IsOrganizationTrail": false, 
    "S3BucketName": "my-bucket"
}

Note

証跡のログ記録を開始するには start-logging コマンドを使用します。

証跡のログ記録の開始

create-trail コマンドが完了したら、start-logging コマンドを実行してその証跡のログ記録を開始
します。

Note

CloudTrail コンソールで証跡を作成する場合、ログ記録が自動的に有効になります。

次の例は、証跡のログ記録を開始します。

aws cloudtrail start-logging --name my-trail

このコマンドは出力を返しませんが、get-trail-status コマンドを使用すると、ログ記録が開始され
たことを確認できます。

aws cloudtrail get-trail-status --name my-trail

証跡がログを記録していることを確認するために、出力の IsLogging 要素に true と表示されます。

{ 
    "LatestDeliveryTime": 1441139757.497,  
    "LatestDeliveryAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",  
    "LatestNotificationAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",  
    "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",  
     "IsLogging": true,  
    "TimeLoggingStarted": "2015-09-01T00:54:02Z",  
    "StartLoggingTime": 1441068842.76,  
    "LatestDigestDeliveryTime": 1441140723.629,  
    "LatestNotificationAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",  
    "TimeLoggingStopped": ""
}
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単一リージョンの証跡の作成

次のコマンドは、単一のリージョンの証跡を作成します。指定された Amazon S3 バケットがすでに存在
し、適切な CloudTrail 権限が適用されている必要があります。詳細については、「CloudTrail の Amazon 
S3 バケットポリシー (p. 397)」を参照してください。

aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name my-bucket

詳細については、「CloudTrail の命名要件 (p. 161)」を参照してください。

以下は出力例です。

{ 
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "Name": "my-trail",  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
    "LogFileValidationEnabled": false, 
    "IsMultiRegionTrail": false, 
    "IsOrganizationTrail": false,  
    "S3BucketName": "my-bucket"
}

すべてのリージョンに適用され、ログファイルの検証が有効にされている証跡の
作成

create-trail を使用しているときにログファイルの検証を有効にするには、--enable-log-file-
validation オプションを使用します。

ログファイルの検証については、「CloudTrail ログファイルの整合性の検証 (p. 338)」を参照してくださ
い。

次の例では、すべてのリージョンから指定したバケットにログを配信する証跡を作成します。このコマン
ドでは、--enable-log-file-validation オプションを使用します。

aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name my-bucket --is-multi-region-
trail --enable-log-file-validation

ログファイルの検証が有効になっていることを確認するために、出力の LogFileValidationEnabled
要素に true と表示されます。

{ 
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "Name": "my-trail",  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
     "LogFileValidationEnabled": true,  
    "IsMultiRegionTrail": true,  
    "IsOrganizationTrail": false, 
    "S3BucketName": "my-bucket"
}

update-trail の使用
Important

2021 年 11 月 22 日、AWS CloudTrail は証跡がグローバルサービスイベントをキャプチャする方
法を変更しました。現在、Amazon CloudFront、AWS Identity and Access Management、および 
AWS STS で作成されたイベントは、それらが作成されたリージョン、米国東部 (バージニア北
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部) リージョン (us-east-1) に記録されます。これにより、CloudTrail によるこれらのサービスの
扱いは他の AWS グローバルサービスの処理と一致します。
米国東部 (バージニア北部) 以外でグローバルサービスイベントを受信するには、米国東部 (バー
ジニア北部) 以外のグローバルサービスイベントを使用するシングルリージョン証跡を、必ずマ
ルチリージョン証跡に変換してください。グローバルサービスイベントのキャプチャの詳細
については、このセクション後半の グローバルサービスイベントのログ記録の有効化と無効
化 (p. 111) を参照してください。また、lookup-events API コールのリージョンも更新して
ください。CLI コマンドの例など、ルックアップイベントの更新の詳細については、このユー
ザーガイドで前述した 属性でイベントを参照する (p. 66) を参照してください。

update-trail コマンドを使用して、証跡の設定を変更できます。add-tags と remove-tags コマンドを
使用して、証跡のタグを追加および削除することもできます。更新できるのは、証跡が作成された AWS 
リージョン (そのホームリージョン) からの証跡のみです。AWS CLI を使用するときは、コマンドは自分
のプロファイル用に設定された AWS リージョンで実行されることを忘れないようにしてください。別の
リージョンでコマンドを実行する場合は、プロファイルのデフォルトのリージョンを変更するか、コマン
ドに --region パラメータを使用します。

Note

AWS CLI またはいずれかの AWS SDK を使用して証跡を変更する場合は、証跡のバケットポリ
シーが最新の状態に保たれていることを確認します。バケットが新しい AWS リージョンからイ
ベントを自動的に受信するには、ポリシーに完全なサービス名 cloudtrail.amazonaws.com
が含まれている必要があります。詳細については、「CloudTrail の Amazon S3 バケットポリ
シー (p. 397)」を参照してください。

トピック
• 1 つのリージョンに適用される証跡を変換してすべてのリージョンに適用 (p. 110)
• マルチリージョンの証跡から単一リージョンの証跡への変換 (p. 110)
• グローバルサービスイベントのログ記録の有効化と無効化 (p. 111)
• ログファイルの検証の有効化 (p. 112)
• ログファイルの検証の無効化 (p. 112)

1 つのリージョンに適用される証跡を変換してすべてのリージョンに適用

既存の証跡を変更し、すべてのリージョンに適用されるようにするには、--is-multi-region-trail
オプションを使用します。

aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail

証跡がすべてのリージョンに適用されるようになったことを確認するために、出力の
IsMultiRegionTrail 要素に true と表示されます。

{ 
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "Name": "my-trail",  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
    "LogFileValidationEnabled": false,  
     "IsMultiRegionTrail": true,  
    "IsOrganizationTrail": false, 
    "S3BucketName": "my-bucket"
}

マルチリージョンの証跡から単一リージョンの証跡への変換

作成元のリージョンにのみ適用されるように既存のマルチリージョンの証跡を変更するには、--no-is-
multi-region-trail オプションを使用します。
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aws cloudtrail update-trail --name my-trail --no-is-multi-region-trail

証跡が単一リージョンに適用されるようになったことを確認するために、出力の IsMultiRegionTrail
要素に false と表示されます。

{ 
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "Name": "my-trail",  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
    "LogFileValidationEnabled": false,  
     "IsMultiRegionTrail": false,  
    "IsOrganizationTrail": false, 
    "S3BucketName": "my-bucket"
}

グローバルサービスイベントのログ記録の有効化と無効化

証跡を変更し、グローバルサービスイベントをログに記録しないようにするには、--no-include-
global-service-events オプションを使用します。

aws cloudtrail update-trail --name my-trail --no-include-global-service-events

証跡がグローバルサービスイベントをログに記録しなくなったことを確認するために、出力の
IncludeGlobalServiceEvents 要素に false と表示されます。

{ 
    "IncludeGlobalServiceEvents": false,  
    "Name": "my-trail",  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
    "LogFileValidationEnabled": false,  
     "IsMultiRegionTrail": false,  
    "IsOrganizationTrail": false, 
    "S3BucketName": "my-bucket"
}

証跡を変更し、グローバルサービスイベントをログに記録するには、--include-global-service-
events オプションを使用します。

シングルリージョン証跡は、2021 年 11 月 22 日以降、米国東部 (バージニア北部) リージョン us-east-1 
にすでに表示されていない限り、グローバルサービスイベントを受け取りません。グローバルサービスイ
ベントのキャプチャを続行するには、証跡の設定をマルチリージョン証跡に更新します。例えば、このコ
マンドは、米国東部 (オハイオ) us-east-2 のシングルリージョン証跡をマルチリージョン証跡に更新しま
す。myExistingSingleRegionTrailWithGSE を、設定に適した証跡名に置き換えます。

aws cloudtrail --region us-east-2 update-trail --name myExistingSingleRegionTrailWithGSE --
is-multi-region-trail

グローバルサービスイベントは、2021 年 11 月 22 日から米国東部 (バージニア北部) でのみ利用できるた
め、シングルリージョン証跡を作成して、米国東部 (バージニア北部) リージョン us-east-1 のグローバル
サービスイベントに登録することもできます。次のコマンドは、CloudFront、IAM、および AWS STS イ
ベントを受信するために、us-east-1 にシングルリージョン証跡を作成します。

aws cloudtrail --region us-east-1 create-trail --include-global-service-events --
name myTrail --s3-bucket-name DOC-EXAMPLE-BUCKET
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ログファイルの検証の有効化

証跡のログファイルの検証を有効にするには、--enable-log-file-validation オプションを使用し
ます。ダイジェストファイルは、その証跡の Amazon S3 バケットに配信されます。

aws cloudtrail update-trail --name my-trail --enable-log-file-validation

ログファイルの検証が有効になっていることを確認するために、出力の LogFileValidationEnabled
要素に true と表示されます。

{ 
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "Name": "my-trail",  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
     "LogFileValidationEnabled": true,  
    "IsMultiRegionTrail": false,  
    "IsOrganizationTrail": false, 
    "S3BucketName": "my-bucket"
}

ログファイルの検証の無効化

証跡のログファイルの検証を無効にするには、--no-enable-log-file-validation オプションを使
用します。

aws cloudtrail update-trail --name my-trail-name --no-enable-log-file-validation

ログファイルの検証が無効になっていることを確認するために、出力の LogFileValidationEnabled
要素に false と表示されます。

{ 
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "Name": "my-trail",  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
     "LogFileValidationEnabled": false,  
    "IsMultiRegionTrail": false,  
    "IsOrganizationTrail": false, 
    "S3BucketName": "my-bucket"
}

AWS CLI を使用してログファイルを検証するには、「AWS CLI でのCloudTrail ログファイルの整合性の検
証 (p. 340)」を参照してください。

AWS CLI を使用して証跡を管理する
AWS CLI には、証跡の管理に役立つ他のコマンドがいくつか含まれています。これらのコマンドは、証跡
へのタグの追加、証跡ステータスの取得、証跡に対するログ記録の開始と停止、および証跡の削除を行い
ます。証跡が作成されたのと同じ AWS リージョン (そのホームリージョン) からこれらのコマンドを実行
する必要があります。AWS CLI を使用するときは、コマンドは自分のプロファイル用に設定された AWS 
リージョンで実行されることを忘れないようにしてください。別のリージョンでコマンドを実行する場
合は、プロファイルのデフォルトのリージョンを変更するか、コマンドに --region パラメータを使用しま
す。

トピック
• 証跡に 1 つ以上のタグを追加します。 (p. 113)
• 1 つ以上の証跡のリストのタグ (p. 113)
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• 証跡から 1 つ以上のタグを削除します。 (p. 114)
• 証跡の設定と証跡のステータスの取得 (p. 114)
• CloudTrail Insights イベントセレクタの設定 (p. 116)
• イベントセレクタの設定 (p. 117)
• アドバンストイベントセレクタの設定 (p. 121)
• 証跡のログ記録の停止と開始 (p. 134)
• 証跡の削除 (p. 134)

証跡に 1 つ以上のタグを追加します。

既存の証跡に 1 つ以上のタグを追加するには、add-tags コマンドを実行します。

以下の例は、Owner という名前と Mary の値を持つタグを、米国東部 (オハイオ) リージョンの
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail の ARN を持つ証跡に追加しま
す。

aws cloudtrail add-tags --resource-id arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-
trail --tags-list Key=Owner,Value=Mary --region us-east-2

成功すると、このコマンドは何も返しません。

1 つ以上の証跡のリストのタグ

1 つ以上の既存の証跡に関連付けられているタグを表示するには、list-tags コマンドを使用します。

次の例では、Trail1 と Trail2のタグを一覧表示します。

aws cloudtrail list-tags --resource-id-list arn:aws:cloudtrail:us-
east-2:123456789012:trail/Trail1 arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail2

正常に完了した場合、このコマンドは以下のような出力を返します。

{ 
 "ResourceTagList": [ 
     { 
         "ResourceId": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1", 
         "TagsList": [ 
             { 
                 "Value": "Alice", 
                 "Key": "Name" 
             }, 
             { 
                 "Value": "Ohio", 
                 "Key": "Location" 
             } 
         ] 
     }, 
     { 
         "ResourceId": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail2", 
         "TagsList": [ 
             { 
                 "Value": "Bob", 
                 "Key": "Name" 
             } 
         ] 
     } 
  ]
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}

証跡から 1 つ以上のタグを削除します。
既存の証跡から 1 つ以上のタグを削除するには、remove-tags コマンドを実行します。

以下の例は、米国東部 (オハイオ) リージョンの arn:aws:cloudtrail:us-
east-2:123456789012:trail/my-trail の ARN を持つ証跡から Location および Name という名
前を持つタグを削除します。

aws cloudtrail remove-tags --resource-id arn:aws:cloudtrail:us-
east-2:123456789012:trail/Trail1 --tags-list Key=Name Key=Location --region us-east-2

成功すると、このコマンドは何も返しません。

証跡の設定と証跡のステータスの取得
AWS リージョンの証跡に関する情報を取得するには、describe-trails コマンドを実行します。次の
例では、米国東部 (オハイオ) リージョンに設定された証跡に関する情報を返します。

aws cloudtrail describe-trails --region us-east-2

コマンドが正常に完了した場合は、以下のような出力が表示されます。

{ 
  "trailList": [ 
    { 
      "Name": "my-trail", 
      "S3BucketName": "my-bucket", 
      "S3KeyPrefix": "my-prefix", 
      "IncludeGlobalServiceEvents": true, 
      "IsMultiRegionTrail": true, 
      "HomeRegion": "us-east-2" 
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail", 
      "LogFileValidationEnabled": false, 
      "HasCustomEventSelectors": false,  
      "SnsTopicName": "my-topic", 
      "IsOrganizationTrail": false, 
    }, 
    { 
      "Name": "my-special-trail", 
      "S3BucketName": "another-bucket", 
      "S3KeyPrefix": "example-prefix", 
      "IncludeGlobalServiceEvents": false, 
      "IsMultiRegionTrail": false, 
      "HomeRegion": "us-east-2", 
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-special-trail", 
      "LogFileValidationEnabled": false, 
      "HasCustomEventSelectors": true, 
      "IsOrganizationTrail": false 
    }, 
    { 
      "Name": "my-org-trail", 
      "S3BucketName": "my-bucket", 
      "S3KeyPrefix": "my-prefix", 
      "IncludeGlobalServiceEvents": true, 
      "IsMultiRegionTrail": true, 
      "HomeRegion": "us-east-1" 
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-org-trail", 
      "LogFileValidationEnabled": false, 
      "HasCustomEventSelectors": false,  
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      "SnsTopicName": "my-topic", 
      "IsOrganizationTrail": true 
    } 
  ]
}

特定の証跡に関する設定情報を取得するには、get-trail コマンドを実行します。次の使用例は、my-
trail という名前の証跡の設定情報を返します。

aws cloudtrail get-trail - -name my-trail

正常に完了した場合、このコマンドは以下のような出力を返します。

{ 
   "Trail": { 
      "Name": "my-trail", 
      "S3BucketName": "my-bucket", 
      "S3KeyPrefix": "my-prefix", 
      "IncludeGlobalServiceEvents": true, 
      "IsMultiRegionTrail": true, 
      "HomeRegion": "us-east-2" 
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail", 
      "LogFileValidationEnabled": false, 
      "HasCustomEventSelectors": false,  
      "SnsTopicName": "my-topic", 
      "IsOrganizationTrail": false, 
   }
}

証跡のステータスを取得するには get-trail-status コマンドを実行します。このコマンドを作成され
た AWS リージョン (ホームリージョン) から実行するか、--region パラメータを追加してそのリージョン
を指定する必要があります。

Note

証跡が組織の証跡であり、お客様が AWS Organizations の組織のメンバーアカウントである場合
は、名前だけでなく、その証跡の完全な ARN を提供する必要があります。

aws cloudtrail get-trail-status --name my-trail

コマンドが正常に完了した場合は、以下のような出力が表示されます。

{ 
    "LatestDeliveryTime": 1441139757.497,  
    "LatestDeliveryAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",  
    "LatestNotificationAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",  
    "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",  
    "IsLogging": true,  
    "TimeLoggingStarted": "2015-09-01T00:54:02Z",  
    "StartLoggingTime": 1441068842.76,  
    "LatestDigestDeliveryTime": 1441140723.629,  
    "LatestNotificationAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",  
    "TimeLoggingStopped": ""
}

前述の JSON コードに表示されているフィールドに加えて、Amazon SNS または Amazon S3 エラーがあ
る場合はステータスに以下のフィールドが含まれます。

• LatestNotificationError。トピックのサブスクリプションに失敗した場合に、Amazon SNS に
よって出力されたエラーが含まれています。
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• LatestDeliveryError。CloudTrail がバケットにログファイルを配信できない場合に、Amazon S3 
によって出力されたエラーが含まれています。

CloudTrail Insights イベントセレクタの設定

put-insight-selectors を実行し、InsightType 属性の値として
ApiCallRateInsight、ApiErrorRateInsight、またはその両方を指定して、証跡でInsights イベン
トを有効にします。証跡の Insights イベントセレクタの設定を表示するには、get-insight-selectors
コマンドを実行します。証跡が作成された AWS リージョン (ホームリージョン) からこのコマンドを実行
するか、--region パラメータをコマンドに追加してそのリージョンを指定する必要があります。

Note

ApiCallRateInsight の Insights イベントを記録するには、証跡は write の管理イベントを記
録している必要があります。ApiErrorRateInsight の Insights イベントを記録するには、証跡
は read または write の管理イベントを記録している必要があります。

Insights イベントを記録する証跡例

次の例では、put-insight-selectors を使用して TrailName3 という名前の証跡の Insights イベントセレ
クタを作成します。これにより、TrailName3 証跡の Insights イベントコレクションが有効になりま
す。Insightsイベントセレクタは、ApiErrorRateInsight と ApiCallRateInsight Insights の両方の
イベントタイプをログに記録します。

aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName3 --insight-selectors 
 '[{"InsightType": "ApiCallRateInsight"},{"InsightType": "ApiErrorRateInsight"}]'

この例では、証跡用に設定された Insights イベントセレクタを返します。

{ 
   "InsightSelectors":  
      [ 
         { 
            "InsightType": "ApiErrorRateInsight" 
         }, 
         { 
            "InsightType": "ApiCallRateInsight" 
         } 
      ], 
   "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName3"
}

例: 証跡の Insights イベントの収集をオフにする

次の例では、put-insight-selectors を使用して、TrailName3 という名前の証跡の Insights イベントセレク
タを削除します。Insights セレクタの JSON 文字列をクリアすると、TrailName3 証跡の Insights イベン
トコレクションが無効になります。

aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName3 --insight-selectors '[]'

この例では、証跡用に設定された現在空の Insights イベントセレクタを返します。

{ 
   "InsightSelectors": [ ], 
   "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName3"
}
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イベントセレクタの設定

証跡のイベントセレクタの設定を表示するには、get-event-selectors コマンドを実行します。この
コマンドを作成された AWS リージョン (ホームリージョン) から実行するか、--region パラメータを使用
してそのリージョンを指定する必要があります。

aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName

Note

証跡が組織の証跡であり、お客様が AWS Organizations の組織のメンバーアカウントである場合
は、名前だけでなく、その証跡の完全な ARN を提供する必要があります。

次の例は、証跡のイベントセレクタのデフォルト設定を返します。

{ 
    "EventSelectors": [ 
        { 
            "ExcludeManagementEventSources": [], 
            "IncludeManagementEvents": true, 
            "DataResources": [], 
            "ReadWriteType": "All" 
        } 
    ], 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

イベントセレクタを作成するには、put-event-selectors コマンドを実行します。証跡で Insights イ
ベントを記録する場合は、イベントセレクターで、証跡を設定したい Insights タイプのロギングが有効
になっていることを確認してください。Insights イベントのログ記録に関する詳細については、「証跡の 
Insights イベントの記録 (p. 285)」を参照してください。

アカウントでイベントが発生すると、CloudTrail によって証跡の設定が評価されます。イベントが証跡の
いずれかのイベントセレクタと一致する場合は、証跡がイベントを処理し、ログに記録します。証跡あた
り最大 5 つのイベントセレクタと、証跡あたり最大 250 の データリソースを設定できます。詳細について
は、「データイベントをログ記録する (p. 257)」を参照してください。

トピック
• 特定のイベントセレクタを使用した証跡例 (p. 117)
• すべての管理イベントとデータイベントを記録する証跡例 (p. 118)
• AWS Key Management Service イベントを記録しない証跡例 (p. 119)
• 関連する低容量 AWS Key Management Service イベントをログに記録する証跡例 (p. 120)
• Amazon RDS データ API イベントを記録しない証跡例 (p. 120)

特定のイベントセレクタを使用した証跡例

以下の例では、読み取り専用管理イベントと書き込み専用管理イベント、2 つの Amazon S3 バケット/
プレフィックスの組み合わせのデータイベント、単一の AWS Lambda 関数 (hello-world-python-
function) のデータイベントを含めるように、TrailName という名前の証跡を作成します。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors 
 '[{"ReadWriteType": "All","IncludeManagementEvents": true,"DataResources": 
 [{"Type":"AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::mybucket/
prefix","arn:aws:s3:::mybucket2/prefix2"]},{"Type": "AWS::Lambda::Function","Values": 
 ["arn:aws:lambda:us-west-2:999999999999:function:hello-world-python-function"]}]}]'
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例では、証跡に対して設定されているイベントセレクタを返します。

{ 
    "EventSelectors": [ 
        { 
            "ExcludeManagementEventSources": [], 
            "IncludeManagementEvents": true, 
            "DataResources": [ 
                { 
                    "Values": [ 
                        "arn:aws:s3:::mybucket/prefix", 
                        "arn:aws:s3:::mybucket2/prefix2" 
                    ], 
                    "Type": "AWS::S3::Object" 
                }, 
                { 
                    "Values": [ 
                        "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:hello-world-python-
function" 
                    ], 
                    "Type": "AWS::Lambda::Function" 
                }, 
            ], 
            "ReadWriteType": "All" 
        } 
    ], 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

すべての管理イベントとデータイベントを記録する証跡例

次の例では、すべてのイベントを含む、TrailName2 という名前の証跡のイベントセレクタを作成しま
す。これには、読み取り専用および書き込み専用の管理イベント、および AWS アカウント内のすべての 
Amazon S3 バケットおよび AWS Lambda 関数、および Amazon DynamoDB テーブルのすべてのデータ
イベントが含まれます。この例では、基本的なイベントセレクタを使用しているため、AWS Outposts の 
S3 イベント、Ethereum ノード の Amazon Managed Blockchain JSON-RPC コール、または その他の高
度なイベントセレクタリソースタイプの記録は設定できません。これらのリソースのデータイベントをロ
グに記録するには、アドバンストイベントセレクタを使用する必要があります。詳細については、「アド
バンストイベントセレクタの設定 (p. 121)」を参照してください。

Note

証跡が 1 つのリージョンにのみ適用される場合、イベントセレクタのパラメータですべての 
Amazon S3 バケットと Lambda 関数が指定されていても、そのリージョン内のイベントのみがロ
グに記録されます。イベントセレクタは、証跡が作成されたリージョンにのみ適用されます。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName2 --event-selectors 
 '[{"ReadWriteType": "All","IncludeManagementEvents": true,"DataResources": 
 [{"Type":"AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::"]},{"Type": 
 "AWS::Lambda::Function","Values": ["arn:aws:lambda"]},{"Type": 
 "AWS::DynamoDB::Table","Values": ["arn:aws:dynamodb"]}]}]'

例では、証跡に対して設定されているイベントセレクタを返します。

{ 
    "EventSelectors": [ 
        { 
            "ExcludeManagementEventSources": [], 
            "IncludeManagementEvents": true, 
            "DataResources": [ 
                { 
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                    "Values": [ 
                        "arn:aws:s3:::" 
                    ], 
                    "Type": "AWS::S3::Object" 
                }, 
                { 
                    "Values": [ 
                        "arn:aws:lambda" 
                    ], 
                    "Type": "AWS::Lambda::Function" 
                },
{ 
                    "Values": [ 
                        "arn:aws:dynamodb" 
                    ], 
                    "Type": "AWS::DynamoDB::Table" 
                } 
            ], 
            "ReadWriteType": "All" 
        } 
    ], 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName2"
}

AWS Key Management Service イベントを記録しない証跡例

次の例では、TrailName という名前の証跡のイベントセレクタを作成し、読み取り専用管理イベントと
書き込み専用管理イベントを含めますが、AWS Key Management Service (AWS KMS) イベントを除外し
ます。AWS KMS イベントは管理イベントとして扱われ、イベントは大量になる場合があるため、管理イ
ベントをキャプチャする証跡が複数ある場合は、CloudTrail の請求に大きな影響を与える可能性がありま
す。この例のユーザーは、1 つを除くすべての証跡から AWS KMS イベントを除外することを選択しまし
た。イベントソースを除外するには、イベントセレクタに ExcludeManagementEventSources を追加
し、文字列値でイベントソースを指定します。

管理イベントをログに記録しないように選択した場合は、AWS KMS イベントはログに記録されず、AWS 
KMS イベントログ設定は変更できません。

証跡への AWS KMS イベントの記録を再び開始するには、ExcludeManagementEventSources の値と
して空の配列を渡します。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources": 
 ["kms.amazonaws.com"],"IncludeManagementEvents": true]}]'

この例では、証跡に対して設定されているイベントセレクタを返します。

{ 
    "EventSelectors": [ 
        { 
            "ExcludeManagementEventSources": [ "kms.amazonaws.com" ], 
            "IncludeManagementEvents": true, 
            "DataResources": [], 
            "ReadWriteType": "All" 
        } 
    ], 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

証跡への AWS KMS イベントの記録を再び開始するには、次のコマンドに示すように
ExcludeManagementEventSources の値として空の配列を渡します。
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aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors 
 '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources": [],"IncludeManagementEvents": 
 true]}]'

関連する低容量 AWS Key Management Service イベントをログに記録する証跡例

次の例では、TrailName という名前の証跡のイベントセレクタを作成し、書き込み専用管理イベント
と AWS KMS イベントを含めます。AWS KMS イベントは管理イベントとして扱われ、イベントは大
量になる場合があるため、管理イベントをキャプチャする証跡が複数ある場合は、CloudTrail の請求に
大きな影響を与える可能性があります。この例では、ユーザーが AWS KMS の [Write] (書き込み) イベ
ントを含めることを選択しました。これには Disable、Delete、および ScheduleKey が含まれます
が、Encrypt、Decrypt、および GenerateDataKey などの大容量アクションは含まれなくなります (こ
れらは [Read] (読み取り) イベントとして扱われます)。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "WriteOnly","ExcludeManagementEventSources": 
 [],"IncludeManagementEvents": true]}]'

この例では、証跡に対して設定されているイベントセレクタを返します。これにより、AWS KMS イベン
トを含む書き込み専用の管理イベントがログに記録されます。

{ 
    "EventSelectors": [ 
        { 
            "ExcludeManagementEventSources": [], 
            "IncludeManagementEvents": true, 
            "DataResources": [], 
            "ReadWriteType": "WriteOnly" 
        } 
    ], 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

Amazon RDS データ API イベントを記録しない証跡例

次の例では、TrailName という名前の証跡のイベントセレクタを作成し、読み取り専用管理イベントと
書き込み専用管理イベントを含めますが、Amazon RDS Data API イベントを除外します。Amazon RDS 
Data API イベントは管理イベントとして扱われ、イベントは大量になる場合があるため、管理イベントを
キャプチャする証跡が複数ある場合は、CloudTrail の請求に大きな影響を与える可能性があります。この
例のユーザーは、1 つを除くすべての証跡から Amazon RDS Data API イベントを除外することを選択し
ました。イベントソースを除外するには、イベントセレクタに ExcludeManagementEventSources を
追加し、Amazon RDS Data API 文字列値でイベントソースを指定します: rdsdata.amazonaws.com。

管理イベントをログに記録しないように選択した場合は、Amazon RDS Data API イベントはログに記録さ
れず、 イベントログ設定は変更できません。

証跡への Amazon RDS Data API イベントの記録を再び開始するに
は、ExcludeManagementEventSources の値として空の配列を渡します。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources": 
 ["rdsdata.amazonaws.com"],"IncludeManagementEvents": true]}]'

この例では、証跡に対して設定されているイベントセレクタを返します。

{ 
    "EventSelectors": [ 
        { 
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            "ExcludeManagementEventSources": [ "rdsdata.amazonaws.com" ], 
            "IncludeManagementEvents": true, 
            "DataResources": [], 
            "ReadWriteType": "All" 
        } 
    ], 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

証跡への Amazon RDS Data API イベントの記録を再び開始するには、次のコマンドに示すように
ExcludeManagementEventSources の値として空の配列を渡します。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors 
 '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources": [],"IncludeManagementEvents": 
 true]}]'

アドバンストイベントセレクタの設定
基本的なイベントセレクタの代わりに、アドバンストイベントセレクタを使用してデータイベントを含め
るか除外するには、証跡の詳細ページでアドバンストイベントセレクタを使用します。高度なイベントセ
レクタを使用すると、基本的なイベントセレクタよりも多くのリソースタイプでデータイベントをログに
記録できます。基本セレクタは S3 オブジェクトアクティビティ、AWS Lambda 関数の実行アクティビ
ティ、および DynamoDB テーブルをログに記録します。

[高度なイベントセレクタ] で式を作成し、以下に対するデータイベントを収集できます: 特定の S3 バ
ケット、AWS Lambda 関数、CloudTrail Lake チャネル上の PutAuditEvents 呼び出し、DynamoDB 
テーブル、Outposts 上の Amazon S3、Ethereum ノード上の Amazon Managed Blockchain JSON-
RPC 呼び出し、S3 Object Lambda アクセスポイント、EBS スナップショット上の Amazon EBS 直接 
API、S3 アクセスポイント、DynamoDB ストリーム、Lake Formation が作成した AWS Glue テーブ
ル、Amazon FinSpace 環境、Amazon SageMaker メトリクス実験トライアルコンポーネント、および 
Amazon SageMaker Feature Store、Amazon Kendra リスコア実行プラン、Amazon Cognito アイデンティ
ティプール、Amazon GuardDuty 検出器に対するアクティビティ

高度なイベントセレクタの詳細については、アドバンストイベントセレクタの設定 (p. 121) を参照して
ください。

証跡のアドバンストイベントセレクタの設定を表示するには、get-event-selectors コマンドを実行
します。証跡が作成された AWS リージョン (ホームリージョン) からこのコマンドを実行するか、--region
パラメータを追加してそのリージョンを指定する必要があります。

aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName

Note

証跡が組織の証跡であり、お客様が AWS Organizations の組織のメンバーアカウントでサインイ
ンしている場合は、名前だけでなく、その証跡の完全な ARN を提供する必要があります。

次の例は、証跡のアドバンストイベントセレクタのデフォルト設定を返します。デフォルトでは、証跡用
にはアドバンストイベントセレクタは設定されていません。

{ 
    "AdvancedEventSelectors": [], 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

アドバンストイベントセレクタを作成するには、put-event-selectors コマンドを実行します。アカ
ウントでデータイベントが発生すると、CloudTrail によって証跡の設定が評価されます。イベントが証跡
のいずれかのアドバンストイベントセレクタと一致する場合は、証跡がイベントを処理し、ログに記録
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します。1 つの証跡に最大 500 の条件を設定できます。これには、証跡上のすべてのアドバンストイベ
ントセレクタに指定されたすべての値が含まれます。詳細については、「データイベントをログ記録す
る (p. 257)」を参照してください。

トピック
• 特定のアドバンストイベントセレクタを使用した証跡例 (p. 122)
• カスタムアドバンストイベントセレクタを使用してすべての管理イベントとデータイベントをログに

記録する証跡の例 (p. 124)
• カスタムアドバンストイベントセレクタを使用して AWS Outposts データイベントの Amazon S3 をロ

グに記録する証跡の例 (p. 131)
• アドバンストイベントセレクタを使用して AWS Key Management Service イベントを除外する証跡の

例 (p. 132)
• アドバンストイベントセレクタを使用して Amazon RDS データ API イベントを除外する証跡の

例 (p. 133)

特定のアドバンストイベントセレクタを使用した証跡例

次の例では、 (readOnly セレクタを除くことにより) 読み取りおよび書き込み管理イベントを含めるた
め、TrailName という名前の証跡のカスタムアドバンストイベントセレクタと、sample_bucket_name
という名前のバケットおよび MyLambdaFunction という名前の関数 AWS Lambda のデータイベントを
除く、すべての Amazon S3 バケット/プレフィックスの組み合わせの PutObject および DeleteObject
データイベントを作成します。これらはカスタムアドバンストイベントセレクタであるため、セレクタの
各セットにはわかりやすい名前をつけます。末尾のスラッシュは S3 バケットの ARN 値の一部であること
に注意してください。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --advanced-event-selectors
'[ 
  { 
    "Name": "Log readOnly and writeOnly management events", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] }, 
      { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject","DeleteObject"] }, 
      { "Field": "resources.ARN", "NotEquals": ["arn:aws:s3:::sample_bucket_name/"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Lambda::Function"] }, 
      { "Field": "resources.ARN", "Equals": ["arn:aws:lambda:us-
east-2:111122223333:function/MyLambdaFunction"] } 
    ] 
  }
]'

例は、証跡用に設定されたアドバンストイベントセレクタを返します。

{ 
  "AdvancedEventSelectors": [ 
    { 
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      "Name": "Log readOnly and writeOnly management events", 
      "FieldSelectors": [ 
        { 
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [ "Management" ], 
          "StartsWith": [], 
          "EndsWith": [], 
          "NotEquals": [], 
          "NotStartsWith": [], 
          "NotEndsWith": [] 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket", 
      "FieldSelectors": [ 
        { 
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [ "Data" ], 
          "StartsWith": [], 
          "EndsWith": [], 
          "NotEquals": [], 
          "NotStartsWith": [], 
          "NotEndsWith": [] 
        }, 
        { 
          "Field": "resources.type",  
          "Equals": [ "AWS::S3::Object" ], 
          "StartsWith": [], 
          "EndsWith": [], 
          "NotEquals": [], 
          "NotStartsWith": [], 
          "NotEndsWith": [] 
        }, 
        { 
          "Field": "resources.ARN",  
          "Equals": [], 
          "StartsWith": [], 
          "EndsWith": [], 
          "NotEquals": [ "arn:aws:s3:::sample_bucket_name/" ], 
          "NotStartsWith": [], 
          "NotEndsWith": [] 
        }, 
      ] 
    },
{ 
      "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction", 
      "FieldSelectors": [ 
        { 
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [ "Data" ], 
          "StartsWith": [], 
          "EndsWith": [], 
          "NotEquals": [], 
          "NotStartsWith": [], 
          "NotEndsWith": [] 
        }, 
        { 
          "Field": "resources.type",  
          "Equals": [ "AWS::Lambda::Function" ], 
          "StartsWith": [], 
          "EndsWith": [], 
          "NotEquals": [], 
          "NotStartsWith": [], 
          "NotEndsWith": [] 
        }, 
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        { 
          "Field": "eventName",  
          "Equals": [ "Invoke" ], 
          "StartsWith": [], 
          "EndsWith": [], 
          "NotEquals": [], 
          "NotStartsWith": [], 
          "NotEndsWith": [] 
        }, 
        { 
          "Field": "resources.ARN",  
          "Equals": [ "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function/MyLambdaFunction" ], 
          "StartsWith": [], 
          "EndsWith": [], 
          "NotEquals": [], 
          "NotStartsWith": [], 
          "NotEndsWith": [] 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

カスタムアドバンストイベントセレクタを使用してすべての管理イベントとデータイベントをロ
グに記録する証跡の例

次の例では、TrailName2 と名付けた証跡に関する高度なイベントセレクタを作成します。これには、
すべてのイベントが含まれます。つまり、読み取り専用および書き込み専用の管理イベントおよび、以
下のすべてのデータイベントです: S3 バケット、Lambda 関数、DynamoDB テーブル、CloudTrail Lake 
チャネルでの PutAuditEvents 呼び出し、AWS Outposts での S3 オブジェクトレベル API アクティビ
ティ、Ethereum ノードでの Amazon Managed Blockchain JSON-RPC 呼び出し、S3 Object Lambda アク
セスポイントでの API アクティビティ、AWS アカウントの Amazon EBS スナップショットでの Amazon 
EBS ダイレクト API アクティビティ、S3 アクセスポイント、DynamoDB ストリーム、Lake Formation が
作成した AWS Glue テーブル、Amazon FinSpace 環境、Amazon SageMaker メトリクス実験トライアル
コンポーネント、Amazon SageMaker Feature Store、Amazon Kendra のリスコア実行プラン、Amazon 
Cognito アイデンティティプール、Amazon GuardDuty 検出器の API アクティビティ

Note

証跡が 1 つのリージョンにのみ適用される場合、イベントセレクタのパラメータですべての 
Amazon S3 バケットと Lambda 関数が指定されていても、そのリージョン内のイベントのみが
ログに記録されます。単一のリージョン証跡では、イベントセレクタは、証跡が作成されたリー
ジョンにのみ適用されます。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName2 \
--advanced-event-selectors '
[ 
  { 
    "Name": "Log readOnly and writeOnly management events", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for all Amazon S3 buckets", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] } 
    ] 
  }, 
  { 
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    "Name": "Log all events for Lambda functions", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Lambda::Function"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for DynamoDB tables", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::DynamoDB::Table"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all CloudTrail PutAuditEvents activity on a CloudTrail Lake channel, 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::CloudTrail::Channel"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for Amazon S3 on Outposts", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all JSON-RPC calls for Ethereum nodes in Amazon Managed Blockchain", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::ManagedBlockchain::Node"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for Amazon S3 Object Lambda access points", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all Amazon EBS direct API calls on snapshots", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::EC2::Snapshot"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for Amazon S3 access points", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::AccessPoint"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for DynamoDB streams", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::DynamoDB::Stream"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for AWS Glue tables created by Lake Formation", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
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      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Glue::Table"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for FinSpace environments", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::FinSpace::Environment"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for SageMaker metrics experiment trial components", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for SageMaker feature stores", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::SageMaker::FeatureGroup"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for Amazon Kendra Intelligent Ranking rescore execution plans", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::KendraRanking::ExecutionPlan"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for Amazon Cognito identity pools", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Cognito::IdentityPool"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log events for an Amazon GuardDuty detector", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::GuardDuty::Detector"] } 
    ] 
  }
]'

例は、証跡用に設定されたアドバンストイベントセレクタを返します。

{ 
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName2", 
  "AdvancedEventSelectors": [ 
    { 
            "Name": "Log readOnly and writeOnly management events", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory",  
                    "Equals": [  
                        "Management"  
                    ] 
                } 
            ] 
    }, 
    { 
            "Name": "Log all events for all Amazon S3 buckets", 
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            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::S3::Object" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for Lambda functions", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::Lambda::Function" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for DynamoDB tables", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::DynamoDB::Table" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all CloudTrail PutAuditEvents activity on a CloudTrail Lake 
 channel", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::CloudTrail::Channel" 
                    ] 
                } 
            ] 
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        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for Amazon S3 on Outposts", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::S3Outposts::Object" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all JSON-RPC calls for Ethereum nodes in Amazon Managed 
 Blockchain", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::ManagedBlockchain::Node" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for Amazon S3 Object Lambda access points", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all Amazon EBS direct API calls on snapshots", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::EC2::Snapshot" 
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                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for Amazon S3 access points", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::S3::AccessPoint" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for DynamoDB streams", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::DynamoDB::Stream" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for AWS Glue tables created by Lake Formation", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::Glue::Table" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for FinSpace environments", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
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                    "Equals": [ 
                        "AWS::FinSpace::Environment" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for SageMaker metrics experiment trial components", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for SageMaker feature stores", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::SageMaker::FeatureGroup" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for Amazon Kendra Intelligent Ranking rescore execution 
 plans", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::KendraRanking::ExecutionPlan" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for Amazon Cognito identity pools", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
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                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::Cognito::IdentityPool" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log events for an Amazon GuardDuty detector", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::GuardDuty::Detector" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

カスタムアドバンストイベントセレクタを使用して AWS Outposts データイベントの Amazon S3 
をログに記録する証跡の例

次の例では、アウトポストの AWS Outposts オブジェクト上のすべての Amazon S3 のすべてのデータイ
ベントを含めるよう、証跡を設定する方法を示します。このリリースでは、resources.type フィール
ドの AWS Outposts イベント上の S3 でサポートされる値は AWS::S3Outposts::Object です。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[ 
    { 
            "Name": "OutpostsEventSelector", 
            "FieldSelectors": [ 
                { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
                { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] } 
            ] 
        }
]'

コマンドは、次の出力例を返します。

{ 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
            "Name": "OutpostsEventSelector", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
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                    "Equals": [ 
                        "AWS::S3Outposts::Object" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:123456789012:trail/TrailName"
}

アドバンストイベントセレクタを使用して AWS Key Management Service イベントを除外する証
跡の例

次の例では、TrailName という名前の証跡のアドバンストイベントセレクタを作成し、(readOnly
セレクタを除くことにより) 読み取り専用管理イベントと書き込み専用管理イベントを含めます
が、AWS Key Management Service (AWS KMS) イベントを除外します。AWS KMS イベントは管
理イベントとして扱われ、イベントは大量になる場合があるため、管理イベントをキャプチャする
証跡が複数ある場合は、CloudTrail の請求に大きな影響を与える可能性があります。このリリースで
は、kms.amazonaws.com からイベントを除外できます。

管理イベントをログに記録しないように選択した場合は、AWS KMS イベントはログに記録されず、AWS 
KMS イベントログ設定は変更できません。

AWS KMS イベントの証跡へのログ記録を再開するには、eventSource セレクタを削除し、コマンドを
再度実行します。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[ 
  { 
    "Name": "Log all management events except KMS events", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }, 
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["kms.amazonaws.com"] } 
    ] 
  }
]'

例は、証跡用に設定されたアドバンストイベントセレクタを返します。

{ 
  "AdvancedEventSelectors": [ 
    { 
      "Name": "Log all management events except KMS events", 
      "FieldSelectors": [ 
        { 
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [ "Management" ], 
          "StartsWith": [], 
          "EndsWith": [], 
          "NotEquals": [], 
          "NotStartsWith": [], 
          "NotEndsWith": [] 
        }, 
        { 
          "Field": "eventSource",  
          "Equals": [], 
          "StartsWith": [], 
          "EndsWith": [], 
          "NotEquals": [ "kms.amazonaws.com" ], 
          "NotStartsWith": [], 
          "NotEndsWith": [] 
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        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

除外されたイベントの証跡へのログ記録を再開するには、次のコマンドに示されるように、eventSource
セレクタを削除します。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[ 
  { 
    "Name": "Log all management events", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] } 
    ] 
  }
]'

アドバンストイベントセレクタを使用して Amazon RDS データ API イベントを除外する証跡の例

次の例では、TrailName という名前の証跡のアドバンストイベントセレクタを作成し、(readOnly セレ
クタを除くことにより) 読み取り専用管理イベントと書き込み専用管理イベントを含めますが、Amazon 
RDS Data API イベントを除外します。Amazon RDS Data API イベントは管理イベントとして扱
われ、イベントは大量になる場合があるため、管理イベントをキャプチャする証跡が複数ある場合
は、CloudTrail の請求に大きな影響を与える可能性があります。Amazon RDS Data API イベントを除外す
るには、eventSource フィールド用の文字列値の Amazon RDS データ API イベントソースを指定しま
す: rdsdata.amazonaws.com。

管理イベントをログに記録しないように選択した場合は、Amazon RDS Data API イベントはログに記録さ
れず、Amazon RDS Data API イベントログ設定は変更できません。

Amazon RDS Data API イベントの証跡へのログ記録を再開するには、eventSource セレクタを削除し、
コマンドを再度実行します。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[ 
  { 
    "Name": "Log all management events except Amazon RDS data events", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }, 
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["rdsdata.amazonaws.com"] } 
    ] 
  }
]'

例は、証跡用に設定されたアドバンストイベントセレクタを返します。

{ 
  "AdvancedEventSelectors": [ 
    { 
      "Name": "Log all management events except Amazon RDS data events", 
      "FieldSelectors": [ 
        { 
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [ "Management" ], 
          "StartsWith": [], 
          "EndsWith": [], 
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          "NotEquals": [], 
          "NotStartsWith": [], 
          "NotEndsWith": [] 
        }, 
        { 
          "Field": "eventSource",  
          "Equals": [], 
          "StartsWith": [], 
          "EndsWith": [], 
          "NotEquals": [ "rdsdata.amazonaws.com" ], 
          "NotStartsWith": [], 
          "NotEndsWith": [] 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

除外されたイベントの証跡へのログ記録を再開するには、次のコマンドに示されるように、eventSource
セレクタを削除します。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[ 
  { 
    "Name": "Log all management events", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] } 
    ] 
  }
]'

証跡のログ記録の停止と開始
次のコマンドは、CloudTrail のログ記録を開始および停止します。

aws cloudtrail start-logging --name awscloudtrail-example

aws cloudtrail stop-logging --name awscloudtrail-example

Note

バケットを削除する前に、stop-logging コマンドを実行してバケットへのイベントの配信を停
止します。ログ記録を停止しない場合、CloudTrail は限られた期間、同じ名前のバケットにログ
ファイルを配信しようとします。
ログ記録を停止するか証跡を削除すると、その証跡で CloudTrail Insights が無効になります。

証跡の削除
次のコマンドを使用して証跡を削除することができます。証跡は、それが作成されたリージョン (ホーム
リージョン) でのみ削除できます。

aws cloudtrail delete-trail --name awscloudtrail-example

証跡を削除しても、Amazon S3 バケットまたはそれに関連付けられている Amazon SNS トピックは削除
されません。AWS Management Console、AWS CLI、またはサービス API を使用して、これらのリソース
を個別に削除します。
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組織の証跡の作成
AWS Organizations で組織を作成した場合は、その組織内のすべての AWS アカウントにおけるすべての
イベントを記録する証跡を作成できます。これは、組織の証跡と呼ばれることもあります。

組織の管理アカウントは、組織の証跡を管理する委任された管理者を割り当てることができます。委任さ
れた管理者の追加の詳細については、「CloudTrail の委任された管理者を追加する (p. 369)」を参照して
ください。

管理アカウントまたは委任された管理者アカウントの既存の証跡を編集して組織に適用し、組織の証跡に
することができます。組織の証跡では、組織内の管理アカウントとすべてのメンバーアカウントのイベン
トが記録されます。AWS Organizations の詳細については、「組織の用語と概念」を参照してください。

Note

組織の証跡を作成するには、その組織の管理アカウントまたは委任された管理者アカウントを使
用してサインインする必要があります。また、証跡を作成するには、管理アカウントもしくは委
任された管理者アカウントのユーザーまたはロールに対する十分なアクセス許可も必要です。十
分なアクセス許可がない場合は、証跡を組織に適用するオプションは使用できません。

組織の証跡を作成すると、組織に属するすべての AWS アカウントに、指定した名前の証跡が作成され
ます。メンバーアカウントで CloudTrail のアクセス許可を持つユーザーは、AWS アカウントから AWS 
CloudTrail コンソールにログインする際、または describe-trail などの AWS CLI コマンドを実行する
際にこの証跡を表示できます。ただし、メンバーアカウントのユーザーには、組織の証跡の削除、ログ記
録のオン/オフの切り替え、記録するイベントのタイプの変更、または組織の証跡におけるその他の変更を
行うための十分なアクセス許可がありません。

デフォルトでは、CloudTrail コンソールで組織の証跡を作成すると、証跡はマルチリージョンの証跡に
なります。つまり、証跡が作成される AWS パーティション内でのみ、組織内の各アカウントのすべての
リージョンからのイベントがログに記録されます。組織内のすべての AWS パーティションにおけるすべ
てのリージョンでイベントをログに記録するには、各パーティションにマルチリージョンの組織の証跡を
作成します。

コンソールで組織の証跡を作成したり、Organizations で CloudTrail を信頼されたサービスとして有効にす
ると、組織のメンバーアカウントでログ記録タスクを実行するためのサービスにリンクされたロールが作
成されます。このロールは AWSServiceRoleForCloudTrail という名前で、CloudTrail が組織のイベントを
ログ記録するために必要です。AWS アカウントが組織に追加されると、その組織の証跡とサービスにリン
クされたロールがその AWS アカウントに追加され、組織の証跡でアカウントのログ記録が自動的に開始
します。AWS アカウントが組織から削除されると、組織の証跡とサービスにリンクされたロールは、その
組織の一部ではなくなった AWS アカウントから削除されます。ただし、アカウントが削除される前に作
成した削除されたアカウントのログファイルは、証跡用にログファイルが保存されている Amazon S3 バ
ケットに残ります。

AWS Organizations 組織の管理アカウントで組織証跡が作成され、その後組織の管理アカウントから削除
された場合、そのアカウントを使用して作成された組織証跡はすべて非組織証跡になります。

次の例では、組織の管理アカウント 111111111111 が、組織 o-exampleorgid に
MyOrganizationTrail という名前の証跡を作成します。証跡は、同じ Amazon S3 バケット内の組織
内のすべてのアカウントのアクティビティを記録します。組織内のすべてのアカウントの証跡リストには
MyOrganizationTrail が表示されますが、メンバーアカウントは組織の証跡を削除または変更するこ
とはできません。組織の証跡を変更または削除できるのは、管理アカウントまたは委任された管理者アカ
ウントのみです。組織からメンバーアカウントを削除できるのは、管理アカウントのみです。同様に、デ
フォルトでは、管理アカウントのみが証跡用の Amazon S3 バケット my-organization-bucket とそれ
に含まれるログにアクセスできます。ログファイルの高レベルのバケット構造では、組織 ID で名前が付
けられたフォルダと、組織内の各アカウントのアカウント ID で名前が付けられたサブフォルダが含まれま
す。各メンバーアカウントのイベントは、メンバーアカウント ID に対応するフォルダに記録されます。メ
ンバーアカウント 444444444444 が組織から削除された場合、MyOrganizationTrail とサービスにリ
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ンクされたロールは AWS アカウント 444444444444 に表示されなくなり、組織の証跡にそのアカウント
のイベントが記録されなくなります。ただし、444444444444 フォルダは Amazon S3 バケットに残り、
組織からアカウントを削除する前にすべてのログが作成されます。

この例では、管理アカウントで作成した証跡の ARN は aws:cloudtrail:us-
east-2:111111111111:trail/MyOrganizationTrail です。この ARN は、すべてのメンバーアカ
ウントにおける証跡の ARN でもあります。

組織の証跡は多くの点で通常の証跡と似ています。組織に複数の証跡を作成し、他の証跡と同様に、すべ
てのリージョンまたは単一のリージョンに組織の証跡を作成するかどうか、および組織の証跡に記録す
るイベントの種類を選択できます。ただし、相違点がいくつかあります。例えば、コンソールに証跡を
作成し、Amazon S3 バケットと AWS Lambda 関数のデータイベントを記録するかどうかを選択する場
合、CloudTrail コンソールに表示されるリソースは管理アカウントまたは委任された管理者アカウントの
リソースのみですが、メンバーアカウントのリソースの ARN を追加できます。指定されたメンバーアカ
ウントリソースのデータイベントは、それらのリソースへのクロスアカウントアクセスを手動で設定しな
くても記録されます。管理イベント、Insights イベント、データイベントのログ記録の詳細については、
「CloudTrail ログファイルの使用 (p. 247)」を参照してください。

Note

コンソールで、すべてのリージョンをログに記録する証跡を作成します。これは推奨されるベス
トプラクティスです。すべてのリージョンでアクティビティを記録すると、AWS 環境をより安全
にします。単一リージョンの証跡を作成するには、 AWS CLI を使用します (p. 109)。

他の AWS サービスを設定して、組織の証跡について CloudTrail ログに収集されたイベントデータをさら
に分析し、それを他の証跡と同様に処理することもできます。例えば、Amazon Athena を使用して組織の
証跡のデータを分析できます。詳細については、「AWS サービスと CloudTrail ログの統合 (p. 27)」を参
照してください。

トピック
• イベント履歴と組織の証跡 (p. 137)
• メンバーアカウントの証跡から組織の証跡への移行に関するベストプラクティス (p. 137)
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• 組織の証跡の作成を準備する (p. 137)
• コンソールで組織の証跡を作成する (p. 139)
• AWS Command Line Interface による組織の証跡の作成 (p. 145)

イベント履歴と組織の証跡
AWS Organizations で組織の [イベント履歴] のイベントを表示すると、サインインしている AWS アカウ
ント のイベントのみを表示することができます。例えば、組織管理アカウントでサインインしている場
合、[イベント履歴] には、管理アカウントの過去 90 日間の管理イベントが表示されます。組織メンバーの
アカウントイベントは、管理アカウントの [Event history] (イベント履歴) に表示されません。[イベント履
歴] のメンバーアカウントのイベントを表示するには、メンバーアカウントでサインインします。

メンバーアカウントの証跡から組織の証跡への移行に
関するベストプラクティス
個々のメンバーアカウントにすでに CloudTrail 証跡が設定されているが、すべてのアカウントのイベント
を記録するために組織の証跡に移行する場合は、組織の証跡を作成する前に個々のメンバーアカウントの
証跡を削除すると、イベントが失われる可能性があります。ただし、証跡が 2 つあると、組織の証跡に配
信されるイベントのコピー分、コストが高くなります。

コストを抑えながら、組織の証跡へのログ配信前にイベントが失われないようにするには、個々のメン
バーアカウントの証跡と組織の証跡の両方を最大 1 日間、保持することを検討してください。これに
より、組織の証跡ですべてのイベントが記録されますが、重複するイベントコストは 1 日間分で済みま
す。1 日目が過ぎれば、個々のメンバーアカウントの証跡へのログ記録を停止 (または削除) できます。

組織の証跡の作成を準備する
組織の証跡を作成する前に、組織の管理アカウントまたは委任された管理者アカウントが証跡の作成用に
正しく設定されていることを確認してください。

• 証跡を作成する前に、組織ですべての機能を有効にしておく必要があります。詳細については、「組織
内のすべての機能の有効化」を参照してください。

• 管理アカウントまたは委任された管理者アカウントには、AWSServiceRoleForOrganizations ロールが必
要です。このロールは組織の作成時に Organizations によって自動的に作成され、 CloudTrailが組織のロ
グイベントを記録するために必要となります。詳細については、「Organizations およびサービスにリン
クされたロール」を参照してください。

•  管理アカウントまたは委任された管理者アカウントで組織の証跡を作成するユーザーま
たはロールには、組織の証跡を作成するのに十分なアクセス許可が必要です。少なくと
も、AWSCloudTrail_FullAccess ポリシーまたは同等のポリシーをそのロールまたはユーザーに適用する
必要があります。また、IAM と Organizations には、サービスリンクのロールを作成し、信頼されたア
クセスを有効にするための十分なアクセス許可が必要です。次のポリシー例は、これらの最低限必要な
アクセス許可を示しています。

Note

AWS アカウント 全体で AWSCloudTrail_FullAccess ポリシーを広く共有することは推奨しませ
ん。CloudTrail によって収集される情報は機密性が高いため、これらのポリシーは AWS アカウ
ント 管理者に制限する必要があります。このロールを持つユーザーは、AWS アカウント の最
も機密かつ重要な監査機能を無効にしたり、再設定したりすることができます。このため、こ
のポリシーへのアクセスは、厳密に管理および監視する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole", 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "iam:CreateServiceLinkedRole", 
                "organizations:DisableAWSServiceAccess", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

• AWS CLI または CloudTrail API を使用して組織の証跡を作成するには、Organizations で CloudTrail に
対する信頼できるアクセスを有効にします。続いて、Amazon S3 バケットを手動で作成し、組織の証
跡の記録を許可するポリシーをそのバケットに関連付ける必要があります。詳細については、「AWS 
Command Line Interface による組織の証跡の作成 (p. 145)」を参照してください。

• 次の例に示すように、既存の IAM ロールを使用して組織の証跡のモニタリングを Amazon CloudWatch 
Logs に追加するには、管理または委任された管理者アカウントの CloudWatch Logs グループへの 
CloudWatch Logs の配信をメンバーアカウントに許可するように、IAM ロールを手動で変更する必要が
あります。

Note

自分のアカウントに存在する IAM ロールと CloudWatch Logs ロググループを使用する必要が
あります。別のアカウントが所有する IAM ロールや CloudWatch Logs ロググループは使用で
きません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/
DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*", 
                "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/
DefaultLogGroupTest:log-stream:o-exampleorgid_*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/
DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",              
                "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/
DefaultLogGroupTest:log-stream:o-exampleorgid_*" 
            ] 
        } 
    ]
}
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CloudTrail と Amazon CloudWatch Logs の詳細については、Amazon CloudWatch Logs による 
CloudTrail ログファイルをモニタリングする (p. 295) で説明します。さらに、組織の証跡での経験を
可能にすることを決定する前に、CloudWatch Logs の制限とサービスの価格設定に関する考慮事項を検
討します。詳細については、「CloudWatch Logs の制限」と「Amazon CloudWatch の料金」を参照し
てください。

• メンバーアカウントの特定のリソースについて組織内のデータイベントを記録するには、それらの各リ
ソースの Amazon リソースネーム (ARN) のリストを準備します。メンバーアカウントリソースは、証跡
の作成時に CloudTrail コンソールに表示されません。S3 バケットなど、データイベント収集がサポート
される管理アカウントのリソースを参照できます。同様に、コマンドラインで組織の証跡を作成または
更新するときに特定のメンバーリソースを追加する場合は、それらのリソースの ARN が必要です。

Note

データイベントのログ記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、
「AWS CloudTrail 料金」を参照してください。

組織の証跡を作成する前に、管理アカウント、委任された管理者アカウント、およびメンバーアカウント
に既に存在する証跡の数を確認することも検討する必要があります。CloudTrail では、各リージョンに作
成できる証跡の数が制限されます。管理アカウントまたは委任された管理者アカウントで組織の証跡を
作成するリージョンでは、この制限を超えることはできません。ただし、メンバーアカウントがリージョ
ン内の証跡の上限に達した場合でも、証跡はメンバーアカウントに作成されます。どのリージョンでも
管理イベントの最初の証跡は無料ですが、追加の証跡には料金がかかります。組織の証跡の潜在的なコス
トを削減するには、管理アカウントとメンバーアカウントの不要な証跡を削除することを検討してくださ
い。CloudTrail の料金の詳細については、「AWS CloudTrailの料金」を参照してください。

組織の証跡におけるセキュリティのベストプラクティス
セキュリティのベストプラクティスとして、組織証跡で使用するリソースポリシー (S3 バケッ
ト、KMS キー、SNS トピックなど) に aws:SourceArn 条件キーを追加することが奨励されていま
す。aws:SourceArn の値は、組織の証跡 ARN (または、複数の証跡のログを保存するために同じ S3 バ
ケットなど、複数の証跡に同じリソースを使用している場合は ARN) です。これにより、S3 バケットなど
のリソースは、特定の証跡に関連付けられているデータのみを受け付けます。証跡 ARN は、管理アカウ
ントのアカウント ID を使用する必要があります。次のポリシースニペットは、複数の証跡がリソースを使
用している例を示しています。

"Condition": { 
    "StringEquals": { 
      "AWS:SourceArn": ["Trail_ARN_1",..., "Trail_ARN_n"] 
    }
}

リソースポリシーに条件キーを追加する方法については、以下を参照してください。

• CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー (p. 397)
• CloudTrail の AWS KMS キーポリシーの設定 (p. 421)
• CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー (p. 404)

コンソールで組織の証跡を作成する
CloudTrail コンソールから組織の証跡を作成するには、十分な権限 (p. 137)を持つ管理者または委任され
た管理者アカウントのユーザーまたはロールとしてコンソールにサインインする必要があります。管理ア
カウントまたは委任された管理者アカウントでサインインしていない場合、CloudTrail コンソールで証跡
を作成または編集するときに、組織に証跡を適用するオプションは表示されません。
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組織の証跡をさまざまな方法で設定することができます。たとえば、組織の証跡については、次の詳細を
設定することができます。

• デフォルトでは、コンソールで証跡を作成すると、証跡がすべての AWS リージョン をログに記録しま
す。ベストプラクティスとして、AWS アカウント のすべてのリージョンでイベントを記録することを
強くお勧めします。単一リージョンの証跡を作成するには、 AWS CLI (p. 109) を使用します。詳細に
ついては、「CloudTrail の仕組み (p. 1)」を参照してください。

• 証跡を組織に適用するかどうかを指定します。デフォルトでは、証跡は組織には適用されません。組織
の証跡を作成するには、このオプションを選択する必要があります。

• 組織の証跡用のログファイルを受信する Amazon S3 バケットを指定します。既存の Amazon S3 バケッ
トを選択するか、組織の証跡用に特別に作成することができます。

• 管理イベントとデータイベントについて、ログ記録の対象を [読み取り] イベントにするか、[書き込み] 
イベントにするか、それともすべてのイベントにするかを指定する。CloudTrail Insights (p. 285) イ
ベントは管理イベントでのみ記録されます。管理アカウントのリソースのログデータイベントを指定
するには、コンソールのリストからそれらを選択します。データイベント記録を有効にする各リソー
スの ARM を指定した場合は、メンバーアカウントで指定できます。詳細については、「データイベン
ト (p. 258)」を参照してください。

AWS Management Console で組織の証跡を作成するには

1. AWS Management Console にサインインし、CloudTrail コンソールを開きます (https:// 
console.aws.amazon.com/cloudtrail/)。

組織の証跡を作成するには、十分な権限 (p. 137) を持つ管理アカウントまたは委任された管理者ア
カウントの IAM ID を使用してサインインする必要があります。

2. [Trails] (証跡) を選択し、[Create trail] (証跡の作成) を選択します。
3. [Create Trail] (証跡の作成) ページの [Trail name] (証跡名) に証跡の名前を入力します。詳細について

は、「CloudTrail の命名要件 (p. 161)」を参照してください。
4. [組織内のすべてのアカウントに対して有効にする] を選択します。管理アカウントまたは委任された

管理者アカウントのユーザーまたはロールでコンソールにサインインした場合にのみ、このオプショ
ンが表示されます。組織の証跡を正しく作成するには、ユーザーまたはロールに十分なアクセス許
可 (p. 137)があることを確認してください。

5. [ストレージの場所] の [S3 バケットを作成する] を選択すると、新しいバケットが作成されます。新し
いバケットを作成すると、CloudTrail によって必要なバケットポリシーが作成され、適用されます。

Note

[Use existing S3 bucket] を選択した場合、[Trail log bucket name] のバケットを指定するか、
[Browse] を選択してバケットを選択します。任意のアカウントに属するバケットを選択でき
ますが、バケットポリシーは書き込むための許可を CloudTrail に付与する必要があります。
バケットポリシーを手動で編集する方法については、CloudTrail の Amazon S3 バケットポリ
シー (p. 397) を参照してください。

ログを見つけやすくするために、新しいフォルダ (プレフィックスとも呼ばれます) を既存のバケット
に作成して CloudTrail ログを保存します。プレフィックスを [プレフィックス] に入力します。

6. [Log file SSE-KMS encryption] (ログファイルの SSE-KMS 暗号化) で、SSE-S3 暗号化を使用する代わ
りに SSE-KMS 暗号化を使用してログファイルを暗号化する場合は、[Enabled] (有効) を選択します。
デフォルトは [Enabled] です。SSE-KMS 暗号化を有効にしない場合、ログは SSE-S3 暗号化を使用
して暗号化されます。SSE-KMS 暗号化の詳細については、「AWS Key Management Service (SSE-
KMS) によるサーバー側の暗号化の使用」を参照してください。SSE-S3 暗号化の詳細については、
「Amazon S3 が管理する暗号化キーによるサーバー側の暗号化 (SSE−S3) の使用」を参照してくださ
い。

SSE-KMS 暗号化を有効にする場合は、[New] または [Existing] AWS KMS key を選択します。[AWS 
KMS Alias] で、alias/ MyAliasName フォーマットのエイリアスを指定します。詳細については、
「KMS キーを使用するようにリソースを更新する (p. 431)」を参照してください。
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Note

別のアカウントのキーの ARN を入力することもできます。詳細については、「KMS キー
を使用するようにリソースを更新する (p. 431)」を参照してください。このキーポリシー
は、CloudTrail がキーを使用してログファイルを暗号化し、指定したユーザーが暗号化され
ていない形式でログファイルを読み取れるようにする必要があります。キーポリシーを手動
で編集する方法については、CloudTrail の AWS KMS キーポリシーの設定 (p. 421) を参照
してください。

7. [Additional settings] で、次の操作を行います。

a. [ログファイル検証を有効にする] で [Enabled] を選択して、S3 バケットにログダイジェストが配
信されるようにします。ダイジェストファイルは、ログファイルが CloudTrail に配信された後に
変更されていないことを確認するために使用できます。詳細については、「CloudTrail ログファ
イルの整合性の検証 (p. 338)」を参照してください。

b. バケットにログが配信されるたびに通知を受け取る場合は、[SNS notification delivery] で 
[Enabled] を選択します。CloudTrail は、1 つのログファイルに複数のイベントを保存しま
す。SNS 通知は、ログファイルごとに送信されます (イベントごとではありません)。詳細につい
ては、「CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定 (p. 157)」を参照してください。

SNS 通知を有効にすると、[Create a new SNS topic] で、[New] を選択してトピックを作成する
か、[Existing] を選択して既存のトピックを使用します。すべてのリージョンに適用される証跡を
作成した場合、すべてのリージョンからのログファイル配信を知らせる SNS 通知は、ユーザーが
作成した単一の SNS トピックに送信されます。

[New] を選択した場合、CloudTrail は新しいトピックの名前を指定します。または、自分で名前
を入力できます。[Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストから SNS トピックを選択
します。別のリージョンにあるトピックの ARN を入力したり、適切なアクセス許可を持ったア
カウントにあるトピックの ARN を入力することもできます。詳細については、「CloudTrail の 
Amazon SNS トピックポリシー (p. 404)」を参照してください。

トピックを作成する場合は、ログファイル配信の通知を受けるトピックを受信登録する必要があ
ります。受信登録は Amazon SNS コンソールから行うことができます。通知頻度の都合上、受信
登録については、Amazon SQS キューを使用して通知をプログラムで処理するように設定するこ
とをお勧めします。詳細については、Amazon Simple Notification Service 入門ガイドを参照して
ください。

8. オプションで、CloudTrail がログファイルを CloudWatch Logs に送信するように CloudTrail を設定す
るには、[CloudWatch Logs] の [Enabled] を選択します。詳細については、「CloudWatch Logs への
イベントの送信 (p. 295)」を参照してください。

a. CloudWatch Logs との統合を有効にする場合は、[New] を選択して新しいロググループを作成す
るか、[Existing] を選択して既存のものを使用します。[New] を選択した場合、CloudTrail は新し
いロググループの名前を指定します。または、自分で名前を入力できます。

b. [Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストからロググループを選択します。
c. [New] を選択して、CloudWatch Logs にログを送信するためのアクセス許可のための新しい IAM 

ロールを作成します。[Existing] を選択して、ドロップダウンリストから既存の IAM ロールを選
択します。新しいロールまたは既存のロールのポリシーステートメントは、[ポリシードキュメン
ト] を展開すると表示されます。このロールの詳細については、「CloudTrail がモニタリングに 
CloudWatch Logs を使用するためのロールポリシードキュメント (p. 318)」を参照してくださ
い。

Note

• 証跡を設定する際には、別のアカウントに属している S3 バケットや SNS トピックを
選択することもできます。ただし、CloudTrail から CloudWatch Logs ロググループに
イベントを配信する場合は、現在のアカウント内に存在するロググループを選択する
必要があります。

Version 1.0
141

https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/gsg/


AWS CloudTrail ユーザーガイド
コンソールで組織の証跡を作成する

• コンソールオペレーションがサポートされていないため、委任された管理者アカウ
ントは現在、コンソールを使用して CloudWatch Logs ロググループを設定できま
せん。委任された管理者アカウントは、AWS CLI または CloudTrail API を使用し
て、CloudWatch Logs ロググループで組織の証跡を作成する必要があります。

• 管理アカウントが所有する CloudWatch Logs ロググループを含む既存の組織の
証跡がある場合、委任された管理者アカウントは、CloudWatch Logs ロググルー
プをコンソールで表示することはできますが、更新することはできません。これ
は、CloudWatch Logs ロググループが管理アカウントによって所有されているためで
す。

9. [タグ] で、1 つまたは複数のカスタムタグ (キーと値のペア) を証跡に追加します。CloudTrail 証跡
と CloudTrail ログファイルを含む Amazon S3 バケットの両方を識別するのにタグが役立ちます。そ
の後、CloudTrail リソースのリソースグループを使用できます。詳細については、「AWS Resource 
Groups」および「証跡タグを使用する理由とは (p. 13)」を参照してください。

10. [Choose log events] ページで、ログに記録するイベントタイプを選択します。[管理イベント] で、次
の操作を行います。

a. [API activity] で、証跡で記録する対象を [読み取り] イベント、[書き込み] イベント、またはその
両方を選択します。詳細については、「管理イベント (p. 250)」を参照してください。

b. [Exclude AWS KMS events] を選択して AWS Key Management Service (AWS KMS) イベント
を、証跡から除外します。デフォルト設定では、すべての AWS KMS イベントが含まれていま
す。

AWS KMS イベントをログまたは除外するオプションは、証跡の管理イベントをログに記録する
場合にのみ使用できます。管理イベントをログに記録しないように選択した場合は、AWS KMS 
イベントはログに記録されず、AWS KMS イベントログ設定は変更できません。

通常、Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey などの AWS KMS アクションは、大容量イベ
ント (99% 以上) を生成します。これらのアクションは、[読み取り] イベントとしてログに記録
されるようになりました。Disable、Delete、および ScheduleKey などの小容量の関連する 
AWS KMS アクション (通常、AWS KMS イベントボリュームの 0.5% 未満を占める) は、[Write]
(書き込み) イベントとしてログに記録されます。

Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey のようなボリュームの大きなイベントを除外
し、Disable、Delete、ScheduleKey などの関連イベントを記録する場合は、[書き込み] 管理
イベントを記録することを選択し、[Exclude AWS KMS events] チェックボックスをオフにしま
す。

c. [Exclude Amazon RDS Data API events] を選択して、証跡から Amazon Relational Database 
Service データ API イベントを除外できます。デフォルト設定では、すべての Amazon RDS Data 
API イベントが含まれています。Amazon RDS Data API イベントの詳細については、「Aurora 
の　Amazon RDS Amazon RDS ユーザーガイド」の「AWS CloudTrail による Data API コールの
ログ記録」を参照してください。

11. [Data events] で、Amazon S3 バケット、AWS Lambda 関数、Amazon DynamoDBテーブル、また
はその他の複数のリソースタイプのログデータイベントを指定できます。デフォルトでは、証跡は
データイベントを記録しません。データイベントのログ記録には追加料金が適用されます。詳細につ
いては、「データイベント (p. 258)」を参照してください。CloudTrail の料金については、「AWS 
CloudTrail 料金」を参照してください。

Note

アドバンストイベントセレクタを使用すると、より多くのデータイベントタイプを使用でき
ます。アドバンストイベントセレクタの使用を選択している場合は、コンソールでの証跡の
作成 (アドバンストイベントセレクタ) (p. 90) のステップに従って、証跡にデータイベン
トログを設定します。

Amazon S3 バケットの場合

a. [Data source] で、[S3] を選択します。
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b. すべての現在および将来の S3 バケットを記録することを選択するか、バケットまたは関数を
個々に指定することができます。デフォルトでは、現在および将来のすべての S3 バケットの
データイベントが記録されます。

Note

デフォルトの [すべての現在および将来の S3 バケット] オプションを維持すると、現
在の AWS アカウント内のすべてのバケットや、証跡作成後に作成する任意のバケッ
トで、データイベントのログ記録を行うことができるようになります。これにより、
アクティビティが別の AWS アカウントに属するバケットで実行されている場合も含
め、AWS アカウント内のすべての IAM アイデンティティによって実行されるデータイ
ベントのアクティビティのログ記録も行うことができます。
証跡が 1 つのリージョンのみに適用される場合、[アカウントのすべての S3 バケットの
選択] オプションを選択すると、同じリージョン内のすべてのバケット、およびそのリー
ジョンで後で作成するバケットに対して、データイベントのログ記録が証跡として有効
になります。AWS アカウント内の他のリージョンの Amazon S3 バケットのデータイベ
ントは記録されません。

c. デフォルトの [All current and future S3 buckets] で、[読み取り] イベント、[書き込み] イベント、
またはその両方をログ記録することを選択します。

d. 個々のバケットを選択するには、[All current and future S3 buckets] の [読み取り] および [書き込
み] のチェックボックスをオフにします。[Individual bucket selection] で、データイベントをログ
記録するバケットを参照します。特定のバケットを検索するには、目的のバケットのバケットプ
レフィックスを入力します。このウィンドウで、複数のバケットを選択できます。[Add bucket] 
を選択してより多くのバケットのデータイベントをログ記録します。[読み取り] イベント (例:
GetObject) か、[書き込み] イベント (例: PutObject)、または両方を選択します。

この設定は、個別のバケットに設定した個々の設定よりも優先されます。たとえば、すべての S3 
バケットにログ記録 [読み取り] イベントを指定し、データイベントログ記録に特定のバケットの
追加を選択した場合、追加したバケットには既に [読み取り] が設定されています。選択を解除す
ることはできません。[書き込み] のオプションしか設定することができません。

ログ記録からバケットを削除するには、[X] を選択します。
12. データイベントをログに記録する別のデータタイプを追加するには、[Add data event type] を選択し

ます。
13. Lambda 関数の場合

a. [Data source] で、[Lambda] を選択します。
b. [Lambda 関数] で、[All regions] を選択してすべての Lambda 関数をログ記録するか、[Input 

function as ARN] を使用して、特定の関数のデータイベントをログ記録します。

AWS アカウントのすべての Lambda 関数に対するデータイベントを記録するには、[現在および
将来の関数をすべて記録する] を選択します。この設定は、関数に個々に設定した各設定よりも優
先されます。すべての関数が表示されていなくても、関数はすべてログ記録されます。

Note

すべてのリージョンで証跡を作成している場合は、この選択によって、AWS アカウン
トの現時点のすべての関数や、証跡作成後に任意のリージョンに作成する可能性のある 
Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になります。単一リージョンで証跡を
作成している場合は (AWS CLI を使用して作成)、この選択によって、AWS アカウント
の対象リージョンの現時点のすべての関数や、証跡作成後に対象リージョンに作成する
可能性のある Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になります。他のリー
ジョンで作成された Lambda 関数のデータイベントのログ記録は有効になりません。
すべての関数のデータイベントのログ記録を行うと、アクティビティが他の AWS アカ
ウントに属する関数で実行されている場合も含め、AWS アカウント内のすべての IAM 
アイデンティティが実行するデータイベントのアクティビティのログ記録も有効になり
ます。
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c. [Input function as ARN] を選択した場合、Lambda 関数の ARN を入力します。

Note

15,000 を超える Lambda 関数がアカウントに存在する場合は、証跡作成時に CloudTrail 
コンソールですべての関数を表示または選択することはできません。表示されていない
場合でも、すべての関数をログ記録するオプションを選択することができます。特定の
関数のデータイベントをログ記録する場合、ARN が分かれば、関数を手動で追加するこ
とができます。コンソールで証跡を作成したら、AWS CLI や put-event-selectors コマン
ドを使用して、特定の Lambda 関数のデータイベントのログ記録を設定することもでき
ます。詳細については、「AWS CLI を使用して証跡を管理する (p. 112)」を参照して
ください。

14. DynamoDB テーブルの場合

a. [Data event source] で、[DynamoDB] を選択します。
b. [DynamoDB table selection] で、[Browse] を選択してテーブルを選択するか、アクセス許可を持

つ DynamoDB テーブルの ARN に貼り付けます。DynamoDB テーブルの ARN は次の形式です。

arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name

別のテーブルを追加するには、[Add row] を選択し、テーブルを参照するか、アクセス許可のある
テーブルの ARN に貼り付けます。

15. 証跡に CloudTrail Insights イベントをログに記録させたい場合は、[Insights イベント] を選択します。

[Event type] で、[Insights events] を選択します。Insights イベントで、API コールレート、API エラー
レート、または両方を選択します。[API コール率] の Insights イベントをログに記録するには、[Write]
管理イベントをログ記録している必要があります。[API エラー率] の Insights イベントをログに記録
するには、[Read] または [Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。

CloudTrail Insights が異常なアクティビティの管理イベントを分析し、異常が検出されたときにイベン
トをログに記録します。デフォルトでは、証跡は Insights イベントを記録しません。Insights トイベ
ントの詳細については、「証跡の Insights イベントの記録 (p. 285)」を参照してください。Insights 
イベントの記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「AWS CloudTrail 料
金」を参照してください。

Insights イベントは、証跡詳細ページの [ストレージの場所] 領域で指定されている同じ S3 バ
ケットの、/CloudTrail-Insight という名前の異なるフォルダへ配信されます。CloudTrail 
によって新しいプレフィックスが作成されます。たとえば、現在の送信先 S3 バケットの名前が
S3bucketName/AWSLogs/CloudTrail/ の場合、新しいプレフィックスが付いた S3 バケットの名
前は S3bucketName/AWSLogs/CloudTrail-Insight/ になります。

16. ログに記録するイベントタイプの選択が終了したら、[Next] を選択します。
17. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[Edit] を選択して、そのセクションに表示され

る証跡設定を変更します。証跡を作成する準備ができたら、[Create trail] を選択します。
18. 新しい証跡が [Trails] (証跡) ページに表示されます。組織の証跡がすべてのメンバーアカウントのす

べてのリージョンで作成されるまでに、最大 24 時間かかることがあります。[Trails] (証跡) ページで
は、すべてのリージョンを対象に、アカウント内の証跡が表示されます。約 5 分で、CloudTrail がロ
グファイルを発行し、組織内で実行された AWS API コールが表示されます。ユーザーは、指定した 
Amazon S3 バケット内のログファイルを確認することができます。

Note

証跡の作成後に証跡名を変更することはできません。ただし、証跡を削除して新しい証跡を作成
することは可能です。
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次のステップ
証跡を作成したら、証跡に戻って次の変更を加えることができます。

• 証跡の設定を編集することによって変更します。詳細については、「証跡の更新 (p. 97)」を参照して
ください。

• 必要に応じて、メンバーアカウント内の特定のユーザーが組織のログファイルを読み取れるように 
Amazon S3 バケットを設定します。詳細については、「AWS アカウント間での CloudTrail ログファイ
ルを共有する (p. 328)」を参照してください。

• ログファイルを CloudWatch Logs に配信するように CloudTrail を設定します。詳細については、組
織の証跡の作成を準備する (p. 137) の「CloudWatch Logs へのイベントの送信 (p. 295)」および
「CloudWatch Logs 項目 (p. 138)」を参照してください。

• テーブルを作成し、Amazon Athena でのクエリの実行に使用して、AWS サービスアクティビティを分
析します。詳細については、Amazon Athena User Guide (Amazon Athena ユーザーガイド)の「Creating 
a Table for CloudTrail Logs in the CloudTrail Console (CloudTrail コンソールで CloudTrail ログのテーブ
ルの作成)」を参照してください。

• 証跡にカスタムタグ (キーと値のペア) を追加する。
• 別の組織の証跡を作成するには、[Trails] (証跡) ページに戻り、[Add new trail] (新しい証跡の追加) を選

択します。

Note

証跡を設定する際には、別のアカウントに属している Amazon S3 バケットや SNS トピックを選
択することもできます。ただし、CloudTrail から CloudWatch Logs ロググループにイベントを配
信する場合は、現在のアカウント内に存在するロググループを選択する必要があります。

AWS Command Line Interface による組織の証跡の作
成
AWS CLI を使用して組織の証跡を作成できます。AWS CLI は定期的に追加の機能とコマンドで更新され
ています。確実に成功するためには、開始する前に最新の AWS CLI バージョンをインストールまたは更
新したことを確認してください。

Note

このセクションの例は、組織の証跡の作成と更新に固有のものです。証跡を管理するための AWS 
CLI の使用例については、「AWS CLI を使用して証跡を管理する (p. 112)」および「AWS CLI 
を使用して CloudWatch Logs のモニタリングを設定する (p. 298)」を参照してください。AWS 
CLI を使用して組織の証跡を作成または更新するときは、十分な許可を持つ管理アカウントまた
は委任された管理者アカウントで AWS CLI プロファイルを使用する必要があります。
組織の証跡に使用する Amazon S3 バケットを十分なアクセス許可で設定する必要があります。

組織の証跡のログファイルを保存するために使用する Amazon 
S3 バケットを作成または更新する
組織の証跡のログファイルを受信するには、Amazon S3 バケットを指定する必要があります。このバケッ
トには、CloudTrail が組織のログファイルをバケットに入れることを許可するポリシーが必要です。

以下は、myOrganizationBucket という名前の Amazon S3 バケットのポリシーの例です。こ
のバケットは ID 1111111111 を持つ AWS アカウントで、組織の証跡のログ記録を可能にする ID
o-exampleorgid を持つ組織の管理アカウントです。また、証跡が組織の証跡からそのアカウン

Version 1.0
145

https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/cloudtrail-logs.html#create-cloudtrail-table-ct
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/cloudtrail-logs.html#create-cloudtrail-table-ct
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/cloudtrail-logs.html#create-cloudtrail-table-ct


AWS CloudTrail ユーザーガイド
AWS Command Line Interface による組織の証跡の作成

トの証跡のみに変更された場合に、アカウント 111111111111 のログを記録することもできま
す。myOrganizationBucket、111111111111、region、および trailName を設定に適切な値に置
き換えます。

ポリシー例には、Amazon S3 バケットポリシーの aws:SourceArn 条件キーが含まれています。IAM グ
ローバル条件キー aws:SourceArn は、CloudTrail が特定の 1 つまたは複数の証跡に対してのみ S3 バ
ケットに書き込めるようにするのに役立ちます。組織の証跡の場合、aws:SourceArn の値は管理アカウ
ントで保持され、管理アカウント ID を使用する証跡の ARN である必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "cloudtrail.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": "s3:GetBucketAcl", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myOrganizationBucket", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/trailName" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "cloudtrail.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myOrganizationBucket/AWSLogs/111111111111/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control", 
                    "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/trailName" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailOrganizationWrite20150319", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "cloudtrail.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myOrganizationBucket/AWSLogs/o-exampleorgid/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control", 
                    "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/trailName" 
                } 
            } 
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        } 
    ]
}

このポリシー例では、メンバーアカウントのユーザーが組織用に作成されたログファイルにアクセスする
ことを許可していません。デフォルトでは、組織のログファイルは管理アカウントにのみアクセスできま
す。メンバーアカウントの IAM ユーザーに対して Amazon S3 バケットへの読み取りアクセスを許可する
方法については、「AWS アカウント間での CloudTrail ログファイルを共有する (p. 328)」を参照してく
ださい。

AWS Organizations で信頼済みサービスとして CloudTrail を有効
にする
組織の証跡を作成する前に、まず Organizations のすべての機能を有効化する必要があります。詳細につ
いては、「自分の組織のすべての機能を有効化する」を参照してください。または、管理アカウントで十
分なアクセス許可を持つプロファイルを使用して、次のコマンドを実行します。

aws organizations enable-all-features

すべての機能を有効化したら、CloudTrail を信頼できるサービスとして信頼するように Organizations を設
定する必要があります。

AWS Organizations と CloudTrail の間に信頼できるサービスの関係を作成するには、端末またはコマンド
ラインを開き、管理アカウントのプロファイルを使用します。以下の例のように、aws organizations 
enable-aws-service-access コマンドを実行します。

aws organizations enable-aws-service-access --service-principal cloudtrail.amazonaws.com

create-trail の使用
すべてのリージョンに適用される組織の証跡の作成
すべてのリージョンに適用される組織の証跡を作成するには、--is-organization-trail および --
is-multi-region-trail オプションを追加します。

Note

AWS CLI を使用して組織の証跡を作成または更新するときは、十分な許可を持つ管理アカウント
または委任された管理者アカウントで AWS CLI プロファイルを使用する必要があります。

次の例では、すべてのリージョンから my-bucket という既存のバケットにログを配信する組織の証跡を
作成します。

aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name my-bucket --is-organization-
trail --is-multi-region-trail

証跡がすべてのリージョンに存在することを確認するために、出力の IsOrganizationTrail および
IsMultiRegionTrail パラメータは両方とも true に設定されます。

{ 
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "Name": "my-trail",  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
    "LogFileValidationEnabled": false,  
     "IsMultiRegionTrail": true,  
     "IsOrganizationTrail": true, 
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    "S3BucketName": "my-bucket"
}

Note

証跡のログ記録を開始するには start-logging コマンドを実行します。詳細については、「証
跡のログ記録の停止と開始 (p. 134)」を参照してください。

単一リージョンの証跡としての組織の証跡の作成
次のコマンドは、単一リージョンの証跡とも呼ばれる単一の AWS リージョン内のイベントのみを記録す
る組織の証跡を作成します。イベントが記録される AWS リージョンは、AWS CLI の設定プロファイルで
指定されているリージョンです。

aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name my-bucket --is-organization-
trail

詳細については、「CloudTrail の命名要件 (p. 161)」を参照してください。

サンプル出力:

{ 
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "Name": "my-trail",  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
    "LogFileValidationEnabled": false, 
    "IsMultiRegionTrail": false, 
    "IsOrganizationTrail": true, 
    "S3BucketName": "my-bucket"
}

デフォルトでは、create-trail コマンドはログファイルの検証を有効にしない単一リージョンの証跡を
作成します。

Note

証跡のログ記録を開始するには start-logging コマンドを実行します。

update-trail を実行して組織証跡を更新する
update-trail コマンドを実行して、組織の証跡の設定を変更したり、単一の AWS アカウントの既存の
証跡を組織全体に適用したりできます。update-trail コマンドは、証跡が作成されたリージョンからの
み実行できることをご留意ください。

Note

AWS CLI またはいずれかの AWS SDK を使用して証跡を更新する場合は、証跡のバケットポリ
シーが最新の状態に保たれていることを確認します。詳細については、「AWS Command Line 
Interface による組織の証跡の作成 (p. 145)」を参照してください。
AWS CLI を使用して組織の証跡を作成または更新するときは、十分な許可を持つ管理アカウント
または委任された管理者アカウントで AWS CLI プロファイルを使用する必要があります。

既存の証跡を組織に適用する
既存の証跡を単一の AWS アカウントではなく組織にも適用するように変更するには、次の例に示すよう
な --is-organization-trail オプションを追加します。

aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-organization-trail
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証跡が組織に適用されるようになったことを確認するために、出力の IsOrganizationTrail パラメー
タは true の値を持ちます。

{ 
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "Name": "my-trail",  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
    "LogFileValidationEnabled": false,  
    "IsMultiRegionTrail": true,  
     "IsOrganizationTrail": true,  
    "S3BucketName": "my-bucket"
}

前述の例では、証跡はすべてのリージョンに適用されるように構成されています 
("IsMultiRegionTrail": true)。単一のリージョンにのみ適用される証跡は、出力には
"IsMultiRegionTrail": false と表示されます。

1 つのリージョンに適用される組織の証跡を変換してすべてのリージョンに適用

既存の組織証跡を変更してすべてのリージョンに適用されるようにするには、次の例に示すような --is-
multi-region-trail オプションを追加します。

aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail

証跡がすべてのリージョンに適用されるようになったことを確認するために、出力の
IsMultiRegionTrail パラメータは true の値を持ちます。

{ 
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "Name": "my-trail",  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
    "LogFileValidationEnabled": false,  
     "IsMultiRegionTrail": true,  
    "IsOrganizationTrail": true, 
    "S3BucketName": "my-bucket"
}

証跡イベントを CloudTrail Lake にコピー
既存の証跡イベントを CloudTrail Lake イベントデータストアにコピーして、証跡に記録されたイベントの
ポイントインタイムスナップショットを作成できます。証跡イベントをコピーしても、イベントをログに
記録する証跡の機能が損なわれることはなく、証跡が変更されることもありません。

証跡イベントを組織のイベントデータストアにコピーするには、組織の管理アカウントを使用する必要が
あります。組織の委任された管理者アカウントを使用して、証跡イベントをコピーすることはできませ
ん。

証跡イベントを CloudTrail Lake イベントデータストアにコピーすると、コピーしたイベントに対してク
エリを実行できます。CloudTrail Lake のクエリは、イベント履歴での単純なキーと値のルックアップ、
または LookupEvents の実行よりも、さらに詳細でカスタマイズ可能なイベントのビューを提供しま
す。CloudTrail Lake の詳細については、「AWS CloudTrail Lake の使用 (p. 167)」を参照してくださ
い。

証跡イベントを CloudTrail Lake にコピーする前に、イベントデータストアを作成するか、用意しておきま
す。
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Note

証跡を置き換えるために証跡イベントをイベントデータストアにコピーする場合は、コピーが
正常に完了した後で、追加料金を発生させないように証跡のロギングをオフにすることができま
す。料金の詳細については、「AWS CloudTrail 料金表」を参照してください。

トピック
• 考慮事項 (p. 150)
• 証跡イベントのコピーに必要な許可 (p. 150)
• CloudTrail コンソールを使用して証跡イベントを CloudTrail Lake にコピーします (p. 153)

考慮事項
証跡イベントをコピーする場合は、以下の要素を考慮してください。

• 証跡イベントをコピーするときに、CloudTrail は S3 GetObject API オペレーションを使用して、
ソース S3 バケットの証跡イベントを検索します。S3 Glacier Flexible Retrieval、S3 Glacier Deep 
Archive、S3 Outposts、S3 Intelligent-Tiering Deep Archive 階層など、一部の S3 でアーカイブされた
ストレージクラスには、GetObject を使用してアクセスできません。これらのアーカイブ済みスト
レージ クラスに保存されている証跡イベントをコピーするには、まず S3 RestoreObject オペレー
ションでコピーを復元する必要があります。アーカイブされたオブジェクトの復元の詳細については、
「Amazon S3 ユーザーガイド」の「アーカイブされたオブジェクトの復元」を参照してください。

証跡イベントをイベントデータストアにコピーすると、宛先イベントデータストアのイベントタイプ、
高度なイベントセレクタ、またはリージョンの設定に関係なく、CloudTrail はすべての証跡イベントを
コピーします。

• 証跡イベントをコピーする前に、イベントデータストアの保存期間を確認してください。CloudTrail 
は、イベントデータストアの保持期間内の証跡イベントのみをコピーします。たとえば、イベントデー
タストアの保持期間が 90 日の場合、CloudTrail は 90 日以上前の証跡イベントをコピーしません。

• 証跡イベントをコピーする前に、ソース S3 バケットにアタッチされているアクセスコントロールリス
ト (ACL) をすべて無効にして、宛先イベントデータストアの S3 バケットポリシーを更新します。S3 
バケットとポリシーの更新の詳細については、「証跡イベントのコピー用の Amazon S3 バケットポリ
シー (p. 152)」を参照してください。ACL の無効化の詳細については、「オブジェクトの所有権の制
御とバケットの ACL の無効化」を参照してください。

• CloudTrail は、ソース S3 バケットにある Gzip 圧縮ログファイルからのみ証跡イベントをコピーしま
す。CloudTrail は、圧縮されていないのログファイルや Gzip 以外の形式を使用して圧縮されたログファ
イルから証跡イベントをコピーしません。

• ソース証跡と宛先イベントデータストア間でイベントが重複しないようにするには、イベントデータス
トアの作成よりも前の、コピーされたイベントの時間範囲を選択します。

• デフォルトでは、CloudTrail は S3 バケットの CloudTrail プレフィックスとプレフィックス内の
CloudTrail プレフィックスに含まれる CloudTrail イベントのみをコピーし、他の AWS サービスのプ
レフィックスはチェックしません。別のプレフィックスに含まれる CloudTrail イベントをコピーする場
合は、証跡イベントをコピーするときにプレフィックスを選択する必要があります。

• 証跡イベントを組織のイベントデータストアにコピーするには、組織の管理アカウントを使用する必要
があります。委任された管理者アカウントを使用して、組織のイベントデータストアに証跡イベントを
コピーすることはできません。

証跡イベントのコピーに必要な許可
証跡イベントをコピーする前に、IAM ロールとイベントデータストアの S3 バケットに必要なすべての許
可があることを確認してください。IAM ロールの許可を更新する必要があるのは、既存の IAM ロールを選
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択して証跡イベントをコピーする場合だけです。新しい IAM ロールの作成を選択した場合、CloudTrail に
よってロールに必要なアクセス許可がすべて提供されます。

ソース S3 バケットがデータ暗号化のために KMS キーを使用している場合は、KMS キーポリシーが 
CloudTrail によるバケット内のデータの復号を許可するようにしてください。ソース S3 バケットが複数の 
KMS キーを使用する場合、各キーのポリシーを更新して、CloudTrail によるバケット内のデータの復号を
許可する必要があります。

トピック
• 証跡イベントをコピーするための IAM 許可 (p. 151)
• 証跡イベントのコピー用の Amazon S3 バケットポリシー (p. 152)
• ソース S3 バケット内のデータを復号化するための KMS キーポリシー (p. 153)

証跡イベントをコピーするための IAM 許可
証跡イベントをコピーする場合は、新しい IAM ロールを作成するか、既存の IAM ロールを使用するか選
択できます。新しい IAM ロールを選択すると、CloudTrail は必要な許可を持つ IAM ロールを作成するた
め、お客様側でそれ以上のアクションは必要ありません。

既存のロールを選択する場合は、IAM ロールのポリシーで CloudTrail が証跡イベントを宛先イベントデー
タストアにコピーすることを許可していることを確認してください。このセクションでは、必要な IAM 
ロールのアクセス許可と信頼ポリシーの例を示します。

次の例では、CloudTrail が証跡イベントをイベントデータストアの S3 バケットにコピーすることを許可
するアクセス権限ポリシーを提供します。myBucketName、myAccountID、region、prefix、および
eventDataStoreArn を設定に適切な値に置き換えます。myAccounIDは CloudTrail Lake で使われてい
る AWS アカウント ID であり、S3 バケットの AWS アカウント ID とは異なる場合があります。

key-region、keyAccountID、keyID を、ソース S3 バケットの暗号化に使用する KMS 
キーの値に置き換えます。送信元 S3 バケットが暗号化に KMS キーを使用しない場合
は、AWSCloudTrailImportKeyAccess ステートメントを省略できます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetBucketAcl"], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::myBucketName" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "myAccountID", 
          "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdataStore/eventDataStoreArn" 
         } 
       } 
    }, 
    { 
      "Sid": "AWSCloudTrailImportObjectAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:GetObject"], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::myBucketName/prefix", 
        "arn:aws:s3:::myBucketName/prefix/*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
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          "aws:SourceAccount": "myAccountID", 
          "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdataStore/eventDataStoreArn" 
         } 
       } 
    }, 
    { 
      "Sid": "AWSCloudTrailImportKeyAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["kms:GenerateDataKey","kms:Decrypt"], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kms:key-region:keyAccountID:key/keyID" 
      ] 
    } 
  ]
}

次の例は IAM 信頼ポリシーを示しています。これにより、CloudTrail は IAM ロールを引き受け、イ
ベントデータストアの S3 バケットに証跡イベントをコピーできます。myAccounID、region、およ
びeventDataStoreArnを設定に適した値に置き換えます。myAccounIDは CloudTrail Lake で使われて
いる AWS アカウント ID であり、S3 バケットの AWS アカウント ID とは異なる場合があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "myAccountID", 
          "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdataStore/eventDataStoreArn" 
        } 
      } 
    } 
  ]
} 
                 

証跡イベントのコピー用の Amazon S3 バケットポリシー
デフォルトでは、Amazon S3 バケットとオブジェクトはプライベートです。リソース所有者 (バケットを
作成した AWS アカウント) のみが、バケットとそれに含まれるオブジェクトにアクセスできます。リソー
ス所有者は、アクセスポリシーを記述することで他のリソースおよびユーザーにアクセス権限を付与する
ことができます。

証跡イベントをコピーする前に、宛先イベントデータストアの S3 バケットポリシーを更新し
て、CloudTrail が証跡イベントをバケットにコピーできるようにする必要があります。

イベントデータストアの S3 バケットポリシーに、次のステートメントを追加することで、これらの許可
を付与できます。roleArnとmyBucketNameを設定に適した値に置き換えます。

{ 
  "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess", 
  "Effect": "Allow", 
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  "Action": [ 
    "s3:ListBucket", 
    "s3:GetBucketAcl", 
    "s3:GetObject" 
  ], 
  "Principal": { 
    "AWS": "roleArn" 
  }, 
  "Resource": [ 
    "arn:aws:s3:::myBucketName", 
    "arn:aws:s3:::myBucketName/*" 
  ]
},

ソース S3 バケット内のデータを復号化するための KMS キーポ
リシー
ソースとなる S3 バケットがデータ暗号化に KMS キーを使用する場合は、KMS キーポリシーに
よって、SSE-KMS 暗号化が有効になっている S3 バケットからの証跡イベントのコピーに必要な
kms:Decrypt と kms:GenerateDataKey 権限が CloudTrail で有効であることを確認します。ソース 
S3 バケットが複数の KMS キーを使用している場合は、各キーポリシーを更新する必要があります。KMS 
キーポリシー内を更新すると、CloudTrail はソース S3 バケットのデータを復号化し、検証チェックを実行
してイベントが CloudTrail 標準に準拠していることを確認し、イベントを CloudTrail Lake イベントデー
タストアにコピーできます。

次の例は、ソース S3 バケットのデータを復号することを CloudTrail に許可する KMS キーポリシーを示
しています。roleArn、myBucketName、myAccountID、region、および eventDataStoreArn を設
定に適切な値に置き換えます。myAccounIDは CloudTrail Lake で使われている AWS アカウント ID であ
り、S3 バケットの AWS アカウント ID とは異なる場合があります。

{ 
  "Sid": "AWSCloudTrailImportDecrypt", 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
          "kms:Decrypt", 
          "kms:GenerateDataKey" 
  ], 
  "Principal": { 
    "AWS": "roleArn" 
  }, 
  "Resource": "*", 
  "Condition": { 
    "StringLike": { 
      "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::myBucketName/*" 
    }, 
    "StringEquals": { 
      "aws:SourceAccount": "myAccountID", 
      "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdataStore/eventDataStoreArn" 
    } 
  }
} 
                 

CloudTrail コンソールを使用して証跡イベントを 
CloudTrail Lake にコピーします
証跡イベントを CloudTrail Lake にコピーするには、次の手順を使用します。
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ベントを CloudTrail Lake にコピーします

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 
コンソールを開きます。

2. CloudTrail コンソールの左側にあるナビゲーションペインで Trails (追跡) を選択します。
3. [Trails] (追跡) ページで、証跡を選択し、次に[Copy events to Lake] (イベントを Lake にコピー) を選

択します。証跡のソース S3 バケットがデータ暗号化に KMS キーを使用している場合は、CloudTrail 
によるバケット内のデータの復号を KMS キーポリシーが許可するようにしてください。ソース S3 バ
ケットが複数の KMS キーを使用する場合、各キーのポリシーを更新して、CloudTrail によるバケット
内のデータの復号を許可する必要があります。KMS キーポリシーの更新の詳細については、「ソース 
S3 バケット内のデータを復号化するための KMS キーポリシー (p. 153)」を参照してください。

4. (オプション) デフォルトでは、CloudTrail は S3 バケットの CloudTrail プレフィックスとプレ
フィックス内の CloudTrail プレフィックスに含まれる CloudTrail イベントのみをコピーし、他の 
AWS サービスのプレフィックスはチェックしません。別のプレフィックスに含まれる CloudTrail イ
ベントをコピーする場合は、[Enter S3 URI] (S3 URI を入力)、[Browse S3] (S3 を閲覧) の順に選択し
てプレフィックスを参照します。

5. (オプション) [Event source] (イベントソース) で、イベントをコピーする時間範囲を選択します。時
間範囲を選択した場合、CloudTrail はプレフィックスとログファイル名をチェックして、選択した開
始日と終了日間の日付が名前に含まれていることを確認してから、証跡イベントのコピーを試みま
す。[Relative range] (相対範囲) または[Absolute range] (絶対範囲) を選択することができます。ソー
ス証跡と宛先イベントデータストア間でイベントが重複しないようにするには、イベントデータスト
アの作成よりも前の時間範囲を選択します。

• [Relative range] (相対範囲) を選択した場合、過去 5 分間、30 分、1 時間、6 時間またはカスタム範
囲でログに記録されたイベントをコピーすることを選択できます。CloudTrail は、選択した期間内
に記録されたイベントをコピーします。

• [Absolute range] (絶対範囲) を選択した場合、特定の開始日と終了日を選択できます。CloudTrail 
は、選択した開始日と終了日の間に発生したイベントをコピーします。

6. [Delivery location] (配信場所) で、ドロップダウンリストから配信先イベントデータストアを選択しま
す。イベントデータストアの S3 バケットポリシーでは、証跡イベントをバケットにコピーするため
のアクセス権限を CloudTrail に付与する必要があります。S3 バケットとポリシーの更新の詳細につい
ては、「証跡イベントのコピー用の Amazon S3 バケットポリシー (p. 152)」を参照してください。

7. [Permissions] (アクセス許可) については、以下の IAM ロールのオプションから選択します。既存の 
IAM ロールを選択する場合は、IAM ロールポリシーが必要なアクセス許可を提供していることを確認
してください。IAM ロールの許可の更新の詳細については、「証跡イベントをコピーするための IAM 
許可 (p. 151)」を参照してください。

• [Create a new role (recommended)] (新しいロールの作成 (推奨)) を選択して、新しい IAM ロールを
作成します。[Enter IAM role name] (IAM ロール名を入力してください) に、ロールの名前を入力し
ます。CloudTrail は、この新しいロールに必要なアクセス許可を自動的に作成します。

• リストにないカスタム IAM ロールを使用するには、[Use a custom IAM role] (カスタム IAM ロール
を使用する) を選択してください。[Enter IAM role ARN] (IAM ロールの ARN を入力) で、IAM ARN 
を入力します。

• [Use an existing role] (既存のロールを使用) を選択して、ドロップダウンリストから既存の IAM 
ロールを選択します。

8. [Copy events] (イベントをコピー) を選択します。
9. コピーの確認を求めるプロンプトが表示されます。確認する準備ができたら、[Copy trail events to 

Lake] (証跡イベントを Lake にコピー) を選択してから[Copy events] (イベントをコピー) を選択しま
す。

10. [Copy details] (コピーの詳細) ページで、コピーの状態を確認し、エラーを確認できます。証跡
イベントのコピーが完了すると、その[Copy status] (コピー ステータス) は、エラーがない場合
は[Completed] (完了) に設定され、エラーが発生した場合は[Failed] (失敗) に設定されます。

Note

イベントコピーの詳細ページに表示される詳細は、リアルタイムではありません。[Prefixes 
copied] (コピーされたプレフィックス) などの詳細の実際の値は、ページに表示される値より
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も高くなる場合があります。CloudTrail では、イベントコピーの過程で詳細を段階的に更新
します。

11. [Copy status] (コピーのステータス) が[Failed] (失敗) の場合は、[Copy failures] (コピーの失敗) に
示されているエラーを修正し、[Retry copy] (コピーの再試行) を選択します。コピーを再試行する
と、CloudTrail は失敗が発生した場所でコピーを再開します。

証跡イベントコピーの詳細を表示する方法については、「イベントコピーの詳細 (p. 200)」を参照してく
ださい。

CloudTrail ログファイルの取得と表示
証跡を作成して必要なログファイルをキャプチャするように設定した後は、ログファイルを検索し、含ま
れる情報を解釈できるようにする必要があります。

CloudTrail は、証跡の作成時に指定された Amazon S3 バケットに、ログファイルを配信しま
す。CloudTrail は、通常、API コールから平均 5 分以内にログを配信します。この時間は保証されませ
ん。詳細については、「AWS CloudTrail サービスレベルアグリーメント」をご覧ください。インサイトイ
ベントは、通常、異常なアクティビティから 30 分以内にバケットに配信されます。インサイトイベント
を初めて有効にした後、異常なアクティビティが検出された場合に、最初のインサイトイベントが表示さ
れるまで最大 36 時間かかります。

トピック
• CloudTrail ログファイルの検索 (p. 155)
• CloudTrail ログファイルのダウンロード (p. 156)

CloudTrail ログファイルの検索
CloudTrail は、ログファイルを gzip アーカイブで S3 バケットに発行します。S3 バケットでは、ログファ
イルに次の要素を含む形式の名前が付けられます。

• トレイルを作成したときに指定したバケット名 (CloudTrail コンソールのトレイルページにあります)
• トレイルを作成したときに指定した (オプションの) プレフィックス
• 文字列「AWSLogs」
• アカウント番号
• 文字列「CloudTrail」
• リージョン識別子 (us-west-1 など)
• ログファイルが発行された年 (YYYY 形式)
• ログファイルが発行された月 (MM 形式)
• ログファイルが発行された日 (DD 形式)
• 同じ期間をカバーする他のファイルから当該ファイルを区別するための英数字の文字列

次の例は、完全なログファイルオブジェクト名を示しています。

bucket_name/prefix_name/AWSLogs/Account ID/CloudTrail/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz

Note

組織の証跡の場合、ログファイルオブジェクト名には、次のようにパスに組織ユニット ID が含ま
れます。
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bucket_name/prefix_name/AWSLogs/O-ID/Account ID/
CloudTrail/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz

ログファイルを取得するには、Amazon S3 コンソール、Amazon S3 コマンドラインインターフェイス 
(CLI)、または API を使用します。

Amazon S3 コンソールでログファイルを検索するには

1. Amazon S3 コンソールを開きます。
2. 指定したバケットを選択します。
3. 必要なログファイルが見つかるまでオブジェクト階層内を移動します。

ログファイルの拡張子はすべて .gz です。

次の例のように、オブジェクト階層を移動しますが、バケット名、アカウント ID、リージョン、および日
付は異なります。

All Buckets 
    Bucket_Name 
        AWSLogs 
            123456789012 
                CloudTrail 
                    us-west-1 
                        2014 
                            06 
                                20

先のオブジェクト階層のログファイルは、次のようになります。

123456789012_CloudTrail_us-west-1_20140620T1255ZHdkvFTXOA3Vnhbc.json.gz

Note

めったに起こることではありませんが、1 つ以上の重複したイベントを含むログファイルを受け
取ることがあります。重複イベントには同じ [eventID] が付いています。[eventID] フィールドに
関する詳細については、「CloudTrail レコードの内容 (p. 439)」を参照してください。

CloudTrail ログファイルのダウンロード
ログファイルは JSON 形式です。JSON ビューアのアドオンがインストールされている場合は、ブラウ
ザで直接ファイルを表示できます。バケットのログファイル名をダブルクリックすると、新しいブラウザ
ウィンドウまたはタブが開きます。JSON は読み取り可能な形式で表示されます。

たとえば、Mozilla Firefox を使用している場合は、JSONView アドオンをダウンロードすることもできま
す。JSONView では、バケットの圧縮された .gz ファイルをダブルクリックして、JSON 形式のログファ
イルを開くことができます。

CloudTrail ログファイルは Amazon S3 オブジェクトです。Amazon S3 コンソール、AWS Command Line 
Interface (CLI)、または Amazon S3 API を使用して、ログファイルを取得できます。

詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「Amazon S3 オブジェクトの使用」
を参照してください。

次の手順は、AWS Management Consoleでログファイルをダウンロードする方法を示します。
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ログファイルをダウンロードして読み取るには

1. https://console.aws.amazon.com/s3/ で Amazon S3 コンソールを開きます。
2. バケットを選択して、ダウンロードするログファイルを選択します。
3. [Download] または [Download as] を選択し、プロンプトに従ってファイルを保存します。この方法で

は、ファイルが圧縮形式で保存されます。

Note

Chrome などの一部のブラウザでは、ログファイルが自動的に抽出されます。その場合は、
ステップ 5 に進みます。

4. 7-Zip のような製品を使用してログファイルを抽出します。
5. Notepad++ などのテキストエディタで、ログファイルを開きます。

ログファイルのエントリで表示できるイベントフィールドの詳細については、「CloudTrail ログイベント
リファレンス (p. 437)」を参照してください。

AWSロギングと分析に関するサードパーティースペシャリストのいる パートナーからは、CloudTrail の
出力を使用するソリューションが提供されています。詳細については、「AWS Partner Network - AWS 
CloudTrail Partners」を参照してください。

Note

[Event history] 機能を使用して、過去 90 日間の API アクティビティの作成、更新、削除のイベン
トを検索することもできます。
詳細については、「CloudTrail Event 履歴でのイベントの表示 (p. 57)」を参照してください。

CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
CloudTrail が、新しいログファイルを Amazon S3 バケットに発行するときに通知を受け取ることができま
す。Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を使用して、通知を管理します。

通知はオプションです。通知が必要な場合は、新しいログファイルが送信されるたびに Amazon SNS ト
ピックに更新情報を送信するよう CloudTrail を設定します。これらの通知を受け取るには、Amazon SNS 
を使用してトピックを受信することができます。受信者として、アップデートを Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) キューに送信できます。これにより、これらの通知をプログラムで処理できます。

トピック
• 通知を送信するための CloudTrail の設定 (p. 157)

通知を送信するための CloudTrail の設定
Amazon SNS トピックを使用するように証跡を設定できます。トピックを作成するには、CloudTrail コン
ソールまたは aws cloudtrail create-trail CLI コマンドを使用できます。CloudTrail は Amazon SNS トピッ
クを作成し、そのトピックに通知を発行するためのアクセス許可が CloudTrail に付与されるよう、適切な
ポリシーをアタッチします。

SNS トピック名を作成する際には、名前が次の要件を満たしている必要があります。

• 1 ～ 256 文字
• 大文字および小文字の ASCII 文字、数字、アンダースコア、またはハイフンが含まれている
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すべてのリージョンに適用される証跡について通知を設定した場合、すべてのリージョンからの通知は、
指定した Amazon SNS トピックに送信されます。リージョン固有の証跡が 1 つ以上ある場合は、リー
ジョンごとに個別のトピックを作成し、各トピックを個別にサブスクライブする必要があります。

通知を受信するには、Amazon SNS トピックか、CloudTrail によって使用されるトピックをサブスクライ
ブします。これを行うには、Amazon SNS コンソールまたは Amazon SNS CLI コマンドを使用します。
詳細については、『Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイド』の「トピックのサブスクラ
イブ」を参照してください。

Note

CloudTrail は、Amazon S3 バケットにログファイルが書き込まれたときに通知を送信します。ア
クティブなアカウントでは、大量の通知が生成されることがあります。E メールまたは SMS を使
用してサブスクライブしている場合は、大量のメッセージが受信される可能性があります。その
ため、 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) を使用してサブスクライブすることをお勧
めします。これにより、プログラムを使って通知を処理することができます。詳細については、
『Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド』の「Amazon SNS トピックへのキューの
サブスクライブ 」を参照してください。

Amazon SNS 通知は、Message フィールドを含んだ JSON オブジェクトで構成されます。Message
フィールドには、次の例のように、ログファイルへのフルパスがリストされます。

{ 
    "s3Bucket": "your-bucket-name","s3ObjectKey": ["AWSLogs/123456789012/
CloudTrail/us-east-2/2013/12/13/123456789012_CloudTrail_us-
west-2_20131213T1920Z_LnPgDQnpkSKEsppV.json.gz"]
}

Amazon S3 バケットに複数のログファイルが配信された場合は、次の例のように、複数のログが通知に含
まれている可能性があります。

{ 
    "s3Bucket": "your-bucket-name", 
    "s3ObjectKey": [ 
        "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-
east-2_20160811T2215Z_kpaMYavMQA9Ahp7L.json.gz", 
        "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-
east-2_20160811T2210Z_zqDkyQv3TK8ZdLr0.json.gz", 
        "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-
east-2_20160811T2205Z_jaMVRa6JfdLCJYHP.json.gz" 
    ]
}

E メールで通知を受け取る場合、E メールの本文は、Message フィールドの内容で構成されます。JSON 
構造の詳細な説明は、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドの「Amazon SQS キューへ
の Amazon SNS メッセージの送信」を参照してください。CloudTrail 情報は Message フィールドにのみ
表示されます。その他のフィールドには、Amazon SNS サービスからの情報が記載されます。

CloudTrail API を使用して証跡を作成する場合は、CreateTrail または UpdateTrail オペレーション
を使用して、CloudTrail から通知を送信する既存の Amazon SNS トピックを指定できます。その場合は、
そのトピックが存在することと、CloudTrail からの通知の送信を許可するアクセス許可がそのトピックに
あることを確認する必要があります。「CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー (p. 404)」を参照
してください

その他のリソース
Amazon SNS トピックおよびそのサブスクライブの詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service デベロッパーガイド」を参照してください。
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CloudTrail のユーザーアクセス権限のコントロール
AWS CloudTrailはAWS Identity and Access Management (IAM) と統合されているため、CloudTrail や 
CloudTrailAWS が必要とするその他のリソースへのアクセスを制御できます。これらのリソースの例と
しては、Amazon S3 バケットや Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックがあり
ます。IAM を使用して、どのAWSユーザーが CloudTrail 証跡、イベントデータストア、またはチャン
ネルを作成、構成、または削除し、ロギングを開始および停止し、ログ情報を含むバケットにアクセス
できるかを制御することができます。詳細については、「AWS CloudTrail 向けの Identity and Access 
Management (p. 372)」を参照してください。

次のトピックは、アクセス許可、ポリシー、および CloudTrail セキュリティの理解にも役立ちます。

• CloudTrail 管理のためのアクセス許可の付与 (p. 389)
• Amazon S3 バケットの命名要件 (p. 162)
• CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー (p. 397)
• CloudTrail Lake クエリ結果の Amazon S3 バケットポリシー (p. 402)
• AWS Command Line Interface による組織の証跡の作成 (p. 145) の組織の証跡に対するバケットポリ

シーの例。
• CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー (p. 404)
• AWS KMS キーによる CloudTrail ログファイルの暗号化 (SSE-KMS) (p. 419)
• 証跡イベントのコピーに必要な許可 (p. 150)
• 委任された管理者を割り当てるために必要な許可 (p. 369)
• CloudTrail コンソールで作成されたデフォルトの KMS キーポリシー (p. 429)
• CloudTrail コンソールで AWS Config 情報を表示するアクセス許可を付与する (p. 394)
• AWS アカウント間での CloudTrail ログファイルを共有する (p. 328)
• 組織の証跡を作成するために必要なアクセス許可 (p. 137)
• 既存の IAM ロールを使用して Amazon CloudWatch Logs に組織の証跡のモニタリングを追加 (p. 138)

証跡を管理するためのヒント
• 2019 年 4 月 12 日以降、証跡は、イベントをログに記録する AWS リージョンでのみ表示することが

できます。すべての AWS リージョンのイベントをログに記録する証跡を作成すると、すべての AWS 
リージョンのコンソールに表示されます。単一の AWS リージョン内のイベントのみをログ記録する証
跡を作成した場合は、その AWS リージョン内でのみ、それを表示および管理できます。

• リストの証跡を編集するには、証跡名を選択します。
• すべてのリージョンに適用される証跡を少なくとも 1 つ設定し、アカウント内のすべてのリージョンか

らのログファイルを受け取るようにします。
• 特定のリージョンからのイベントをログに記録し、同じリージョンの S3 バケットにログファイルを配

信するには、1 つのリージョンに適用されるように証跡を更新できます。これは、ログファイルを分け
ておきたい場合に役立ちます。例えば、ユーザーが特定のリージョンの自分のログを管理できるように
したり、リージョン別に CloudWatch Logs アラームを分けたりすることができます。

• 1 つの証跡に複数の AWS アカウントからのイベントを記録するには、AWS Organizations で組織を作
成してから組織の証跡を作成することを検討してください。

• 複数の認跡の作成では、追加コストが発生します。料金の詳細については、「AWS CloudTrail 料金表」
を参照してください。

トピック
• CloudTrail のコストを管理する (p. 160)
• CloudTrail の命名要件 (p. 161)
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CloudTrail のコストを管理する

• Amazon S3 バケットの命名要件 (p. 162)
• AWS KMS エイリアス命名要件 (p. 162)

CloudTrail のコストを管理する
ベストプラクティスとして、CloudTrail のコスト管理に役立つ AWS サービスやツールを使用することを
お勧めします。また、高いコスト効率を確保しながら、必要なデータをキャプチャする方法で、CloudTrail 
証跡を設定および管理することもできます。CloudTrail の料金の詳細については、「AWS CloudTrail の料
金」を参照してください。

コスト管理に役立つツール
AWS Billing and Cost Management の機能である AWS Budgets では、カスタム予算を設定して、コスト
または使用量が予算額や予算量を超えたとき (あるいは、超えると予測されたとき) にアラートを発信する
ことができます。

複数の証跡またはイベントデータストアを作成する場合、AWS Budgets を使用して CloudTrail の予算を
作成することが推奨されるベストプラクティスであり、CloudTrail の支出を追跡するのに役立ちます。コ
ストベースの予算は、CloudTrail の使用に対して請求される可能性がある金額の認識を高めるのに役立ち
ます。予算アラートは、請求が定義したしきい値に達したときに通知します。予算アラートを受け取った
ら、請求サイクルの終了前に変更を加えて、コストを管理できます。

予算を作成したら、AWS Cost Explorer を使用して、CloudTrail のコストがどのように AWS 請求全体に
影響しているかを確認できます。AWS Cost Explorer で、CloudTrail を [サービス] フィルターに追加した
後、リージョンとアカウントの両方を基準にして、 の使用履歴とMTD (今月の初めから今日まで) の使用
量を比較できます。この機能により、毎月の CloudTrail 支出で予想外のコストをモニタリングおよび検出
できます。Cost Explorer の追加機能により、特定のリソースレベルで CloudTrail の支出と月額支出を比較
し、請求でコストの増加または減少につながっている要因に関する情報を得ることができます。

Note

CloudTrail 証跡にタグを適用することはできますが、AWS Billing は現在、証跡に適用されたタグ
をコスト配分に使用することはできません。Cost Explorer は、CloudTrail Lake イベントデータス
トアのコストと CloudTrail サービス全体のコストを表示することができます。

AWS Budgets の使用を開始するには、AWS Billing and Cost Management を開き、左のナビゲーション
バーの [Budgets] を選択します。CloudTrail の支出を追跡する予算を作成するときは、予算アラートを設定
することをお勧めします。AWS Budgets の使用方法の詳細については、「Budgets を使用したコストの管
理」および「AWS Budgets のベストプラクティス」を参照してください。

CloudTrail Lake イベントデータストア用のユーザー定義コスト配分タグの作成
ユーザー定義のコスト配分タグを作成して、CloudTrail Lake イベントデータストアのクエリコストと取り
込みコストを追跡できます。ユーザー定義のコスト配分タグは、イベントデータストアに関連付けられる
キーと値のペアです。コスト配分タグを有効にすると、AWS はコスト配分レポートでリソースのコストの
整理にタグを使用します。

• コンソールでタグを作成するには、「CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成するに
は (p. 170)」手順のステップ 7 を参照してください。

• CloudTrail API を使用してタグを作成するには、「AWS CloudTrail API リファレンス」の
「CreateEventDataStore」と「AddTags」を参照してください。定義することもできます。

• AWS CLI を使用してタグを作成するには、「AWS CLI コマンドリファレンス」の「create-event-data-
store」と「add-tags」を参照してください。

タグの有効化に関する詳細については、「ユーザー定義のコスト配分タグのアクティブ化」を参照してく
ださい。
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CloudTrail の命名要件

証跡の設定
CloudTrail では、アカウントで証跡を設定する方法を柔軟に選択できます。セットアッププロセス中に行
ういくつかの決定では、CloudTrail 請求への影響について理解する必要があります。以下は、証跡の設定
が CloudTrail 請求に与える影響の例を示します。

複数の証跡の作成

アカウントの各管理イベントの最初の配信は無料です。同じ管理イベントを他の送信先に配信する
証跡を多く作成すると、それ以降の配信に CloudTrail のコストが発生します。これにより、異なる
ユーザーグループ (デベロッパー、セキュリティ担当者、IT 監査人など) が独自のログファイルのコ
ピーを受け取ることができます。データイベントの場合、最初の配信を含む、すべての配信について 
CloudTrail のコストが発生します。

証跡をさらに追加するときは、ログに精通し、アカウントのリソースによって生成されるイベントの
タイプとボリュームを理解することが特に重要です。これにより、アカウントに関連付けられるイベ
ントの量を予測し、証跡のコストを計画できます。たとえば、S3 バケットで AWS KMS で管理され
たサーバー側の暗号化 (SSE-KMS) を使用すると、CloudTrail で多数の AWS KMS 管理イベントが発
生する可能性があります。複数の証跡にまたがるイベントの量が大きくなった場合も、コストに影響
する可能性があります。

証跡に記録されるイベントの数を制限するには、[Create trail] または [Update trail] ページで [Exclude 
AWS KMS events] または [Exclude Amazon RDS Data API events] を選択して、AWS KMS または 
Amazon RDS Data API イベントを除外できます。イベントを除外するオプションは、証跡が管理イ
ベントをログに記録している場合にのみ使用できます。詳細については、このガイドの「証跡の作
成 (p. 85)」または「証跡の更新 (p. 97)」を参照してください。

AWS Organizations

CloudTrail で Organizations 証跡を設定すると、CloudTrail は証跡を組織内の各メンバーアカウントに
レプリケートします。メンバーアカウントの既存の証跡に加えて、新しい証跡が作成されます。組織
の証跡の設定がすべてのアカウントに伝達されるため、組織の証跡の設定が組織内のすべてのアカウ
ントの証跡の設定と一致していることを確認します。

Organizations は各メンバーアカウントに証跡を作成するため、Organizations 証跡と同じ管理イベン
トを収集する追加の証跡を作成する個々のメンバーアカウントは、イベントの 2 番目のコピーを収集
します。アカウントは 2 番目のコピーに対して課金されます。同様に、アカウントにマルチリージョ
ンの証跡があり、単一のリージョンに 2 番目の証跡を作成し、マルチリージョンの証跡と同じ管理イ
ベントを収集する場合、単一リージョンの証跡はイベントの 2 番目のコピーを配信します。2 番目の
コピーでは、料金が発生します。

以下も参照してください。
• AWS CloudTrail の料金
• Budgets を使用したコストの管理
• Cost Explorer の開始方法
• 組織の証跡の作成を準備する (p. 137)

CloudTrail の命名要件
CloudTrail リソース名は、以下の要件を満たしている必要があります。

• ASCII 文字のみ (a~z、A~Z)、数字 (0~9)、ピリオド (.)、アンダースコア (_)、またはダッシュ (-) を含み
ます。

• 文字または数字で始まり、文字または数字で終わります。
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Amazon S3 バケットの命名要件

• 3 ～ 128 文字にしてください。
• 連続するピリオド、アンダースコア、ダッシュはありません。my-_namespace や my-\-namespace の

ような名前は無効です。
• IP アドレス形式ではありません (たとえば、192.168.5.4)。

Amazon S3 バケットの命名要件
CloudTrail ログファイルの格納に使用される Amazon S3 バケットには、非米国スタンダードリージョンの
命名要件に準拠する名前を設定する必要があります。Amazon S3 のバケット名は、ピリオドで区切られた 
1 つ以上の一連のラベルとして定義されており、次のルールに従っている必要があります。

• バケット名は 3 ～ 63 文字の長さで、小文字、数字、ピリオド、ダッシュのみを使用できます。
• バケット名の各ラベルは、小文字または数字で始まっている必要があります。
• バケット名では、アンダースコア、末尾のダッシュ、連続するピリオド、隣接するピリオドとダッシュ

は使用できません。
• バケット名を IP アドレス (198.51.100.24) として書式設定することはできません。

Amazon S3 バケットの名前付け要件の詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイ
ド」の「バケットの名前付け規則」を参照してください。

Warning

S3 ではバケットをパブリックにアクセス可能な URL として使用できるので、グローバルに一
意なバケット名を選択する必要があります。他のアカウントで同じ名前のバケットがすでに作
成されている場合は、別の名前を使用する必要があります。詳細については、「Amazon Simple 
Storage Service ユーザーガイド」の「バケットの制約と制限」を参照してください。

AWS KMS エイリアス命名要件
AWS KMS key を作成するとき、エイリアスを選択して識別することができます。たとえば、特定の証
跡のログを暗号化する場合に、「KMS-CloudTrail-us-west-2」というエイリアスを選択することもできま
す。

エイリアスは、次の要件を満たしている必要があります。

• 1 ～ 256 文字以内
• 使用できるのは、英数字 (A～Z、a～z、0～9)、ハイフン (-)、スラッシュ (/)、アンダースコア (_) です
• 先頭を aws にすることはできません

詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「キーの作成」を参照してくださ
い。

AWS CloudTrail とインターフェイス VPC エンドポ
イントの使用

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用して AWS リソースをホストする場合、VPC と AWS 
CloudTrail の間のプライベート接続を確立できます。この接続を使用すると、CloudTrail はパブリックイ
ンターネットを経由せずに、VPC のリソースと通信できます。

Amazon VPC は、ユーザー定義の仮想ネットワークで AWS リソースを起動するために使用できる AWS 
のサービスです。VPC を使用すると、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、ネットワークゲー

Version 1.0
162

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/bucketnamingrules.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/BucketRestrictions.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/create-keys.html


AWS CloudTrail ユーザーガイド
可用性

トウェイなどのネットワーク設定を制御できます。VPC エンドポイントを使用することで、VPC と AWS 
のサービス間のルーティングは AWS ネットワークにより処理され、サービスリソースへのアクセス管理
に IAM ポリシーを使用することができます。

VPC を CloudTrail に接続するには、CloudTrail のインターフェイス VPC エンドポイントを定義します。
インターフェイスエンドポイントは、サポートされる AWS サービスを宛先とするトラフィックのエント
リポイントとなるプライベート IP アドレスを持つ Elastic Network Interface です。このエンドポイント
は、インターネットゲートウェイ、ネットワークアドレス変換 (NAT) インスタンス、または VPN 接続を
必要とせず、信頼性が高くスケーラブルな CloudTrail への接続を提供します。詳細については、Amazon 
VPC ユーザーガイドの Amazon VPC とはを参照してください。

インターフェイス VPC エンドポイントは AWS PrivateLink を利用しています。これは、Elastic Network 
Interface とプライベート IP アドレスを使用して AWS のサービス間のプライベート通信を可能にする 
AWS のテクノロジーです。詳細については、「AWS PrivateLink」を参照してください。

以下の手順は、Amazon VPC のユーザー向けです。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの開始
方法を参照してください。

可用性
現在、CloudTrail は、次の AWS リージョンで VPC エンドポイントをサポートしています。

• 米国東部 (オハイオ)
• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (北カリフォルニア)
• 米国西部 (オレゴン)
• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (香港)
• アジアパシフィック (ハイデラバード)
• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (メルボルン)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (大阪)
• アジアパシフィック (ソウル)
• アジアパシフィック (シンガポール)
• アジアパシフィック (シドニー)
• アジアパシフィック (東京)
• カナダ (中部)
• 欧州 (フランクフルト)
• ヨーロッパ (アイルランド)
• ヨーロッパ (ロンドン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• 欧州 (パリ)
• 欧州 (スペイン)
• 欧州 (ストックホルム)
• 欧州 (チューリッヒ)
• 中東 (バーレーン)
• 中東 (アラブ首長国連邦)
• 南米 (サンパウロ)
• AWS GovCloud (米国東部)
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CloudTrail 用の VPC エンドポイントを作成します。

• AWS GovCloud (米国西部)

CloudTrail 用の VPC エンドポイントを作成します。
VPC で CloudTrail の使用を開始するには、CloudTrail のインターフェイス VPC エンドポイントを作成し
ます。詳細については、Amazon VPCユーザーガイドの「インターフェイスエンドポイントの作成」を参
照してください。

CloudTrail の設定を変更する必要はありません。CloudTrail は、パブリックエンドポイントまたはプライ
ベートインターフェイス VPC エンドポイントのうち使用中のいずれかを使用して、他の AWS サービスを
呼び出します。

AWS CLI を使用して CloudTrail のサービスにリン
クされたチャネルを表示します

AWS サービスは、サービスにリンクされたチャネルを作成して、ユーザーに代わって CloudTrail イベン
トを受信できます。サービスにリンクされたチャンネルを作成する AWS サービスは、チャンネルの高度
なイベントセレクターが設定され、チャンネルをすべてのリージョンに適用するのか、現在のリージョン
に適用するのかを指定します。

AWS CLI の使用で、AWS サービスによって作成された CloudTrail サービスにリンクされた、チャネルに
関する情報を表示できます。

トピック
• CloudTrail サービスにリンクされたチャネルを取得します (p. 164)
• CloudTrail サービスにリンクされたチャネルをすべて一覧表示します (p. 165)
• サービスにリンクされたチャネルでの AWS のサービスイベント (p. 165)

CloudTrail サービスにリンクされたチャネルを取得し
ます
以下の例 AWS CLI コマンドは、特定の CloudTrail サービスにリンクされたチャネルに関する情報を返し
ます。これには、宛先 AWS サービスの名前、チャネル用に構成された高度なセレクター、およびチャネ
ルがすべてのリージョンまたは単一のリージョンに適用されるかどうかが含まれます。

--channel には、ARN、または ARN の ID サフィックスを指定する必要があります。

aws cloudtrail get-channel --channel EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE  
     

以下に、応答の例を示します。この例では、AWS_service_name は、チャンネルを作成した AWS サー
ビスの名前を表します。

{ 
    "ChannelArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/EXAMPLE-
ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE", 
    "Name": "aws-service-channel/AWS_service_name/slc", 
    "Source": "CloudTrail", 
    "SourceConfig": { 
        "ApplyToAllRegions": false, 
        "AdvancedEventSelectors": [ 
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たチャネルをすべて一覧表示します

            { 
                "Name": "Management Events Only", 
                "FieldSelectors": [ 
                    { 
                        "Field": "eventCategory", 
                        "Equals": [ 
                            "Management" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        ] 
    }, 
    "Destinations": [ 
        { 
            "Type": "AWS_SERVICE", 
            "Location": "AWS_service_name" 
        } 
    ]
} 
     

CloudTrail サービスにリンクされたチャネルをすべて
一覧表示します
以下の例 AWS CLI コマンドは、ユーザーに代わって作成されたすべての CloudTrail サービスにリンクさ
れたチャネルに関する情報を返します。オプションのパラメータには、コマンドが単一のページに返す結
果の最大数を指定する --max-results が含まれます。指定した --max-results 値よりも多くの結果
がある場合は、返された NextToken 値を追加してコマンドを再度実行し、結果の次のページを取得しま
す。

aws cloudtrail list-channels 
     

以下に、応答の例を示します。この例では、AWS_service_name は、チャンネルを作成した AWS サー
ビスの名前を表します。

{ 
    "Channels": [ 
        { 
            "ChannelArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/EXAMPLE-
ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE", 
            "Name": "aws-service-channel/AWS_service_name/slc" 
        } 
    ]
} 
     

サービスにリンクされたチャネルでの AWS のサービ
スイベント
サービスにリンクされたチャネルを管理する AWS のサービスは、サービスにリンクされたチャネルに対
するアクションを開始できます (例えば、サービスにリンクされたチャネルの作成または更新)。CloudTrail 
は、これらのアクションを AWS のサービスイベントとしてログ記録し、これらのイベントを [Event 
history] (イベント履歴)、および管理イベント用に設定されたアクティブな証跡とイベントデータストアに
配信します。これらのイベントの場合、eventType フィールドは AwsServiceEvent です。
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サービスにリンクされたチャネルを作成するための AWS のサービスイベントのログファイルエントリの
例を次に示します。

{ 
   "eventVersion":"1.08", 
   "userIdentity":{ 
      "accountId":"111122223333", 
      "invokedBy":"AWS Internal" 
   }, 
   "eventTime":"2022-08-18T17:11:22Z", 
   "eventSource":"cloudtrail.amazonaws.com", 
   "eventName":"CreateServiceLinkedChannel", 
   "awsRegion":"us-east-1", 
   "sourceIPAddress":"AWS Internal", 
   "userAgent":"AWS Internal", 
   "requestParameters":null, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"564f004c-EXAMPLE", 
   "eventID":"234f004b-EXAMPLE", 
   "readOnly":false, 
   "resources":[ 
      { 
         "accountId":"184434908391", 
         "type":"AWS::CloudTrail::Channel", 
         "ARN":"arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/7944f0ec-EXAMPLE" 
      } 
   ], 
   "eventType":"AwsServiceEvent", 
   "managementEvent":true, 
   "recipientAccountId":"111122223333", 
   "eventCategory":"Management"
} 
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AWS CloudTrail Lake の使用
AWS CloudTrail Lake では、イベントに対して SQL ベースのクエリを実行することができま
す。CloudTrail Lake は、行ベースの JSON 形式の既存のイベントを Apache ORC 形式に変換しま
す。ORC は、データを高速に取得するために最適化された単票ストレージ形式です。イベントはイベント
データストアに集約されます。イベントデータストアは、高度なイベントセレクタ (p. 272)を適用するこ
とによって選択する条件に基いたイベントのイミュータブルなコレクションです。イベントデータは、イ
ベントデータストアに最大 7 年間 (2557 日) 保持できます。デフォルトで、イベントデータは最大 2557 日
間保持されます。どのイベントが存続し、クエリに使用できるかは、イベントデータストアに適用するセ
レクタが制御します。CloudTrail Lake は、コンプライアンススタックを補完し、ほぼリアルタイムでのト
ラブルシューティングを支援する監査ソリューションです。

CloudTrail Lake の統合を使用すると、オンプレミスやクラウドでホストされている社内アプリケーショ
ンや SaaS アプリケーション、仮想マシン、あるいはコンテナなど、AWS 以外のハイブリッド環境にあ
る任意のソースから、ユーザーアクティビティデータに関するログを作成して保存できます。CloudTrail 
Lake にイベントデータストアを作成し、アクティビティイベントをログ記録するためのチャネルを作成し
たら、PutAuditEvents API を呼び出して、アプリケーションアクティビティを CloudTrail に取り込み
ます。その後は、CloudTrail Lake を使用して、アプリケーションからログに記録されたデータを検索、ク
エリ、分析できるようになります。

統合により、多数の CloudTrail パートナーからのイベントをイベントデータストアにログ記録することも
可能です。パートナーによる統合では、送信先となるイベントデータストア、チャネル、およびリソース
ポリシーを、ユーザーが作成します。統合の作成が完了したら、チャネルの ARN をパートナーに提供し
ます。統合のタイプには、直接とソリューションの 2 種類が存在します。直接統合では、パートナーが
PutAuditEvents API を呼び出して、お客様の AWS アカウントにおけるイベントをイベントデータスト
アに配信します。ソリューション統合では、お客様の AWS アカウントで実行されるアプリケーションが
PutAuditEvents API を呼び出すことで、イベントをお客様の AWS アカウント用のイベントデータスト
アに対し配信します。

イベントデータストアを作成する際には、イベントデータストアに保存するイベントのタイプを選択しま
す。イベントデータストアは、CloudTrail イベント、AWS Config の設定項目、Audit Manager のエビデン
ス、または AWS 外部からのイベントを含めるように作成することができます。イベントスキーマはイベ
ントカテゴリについて一意であるため、各イベントデータストアに含めることができるのは、特定のイベ
ントカテゴリ (AWS Config 設定項目など) 1 つのみです。サポートされている SQL JOIN キーワードを使
用して、複数のイベントデータストアで SQL クエリを実行できます。複数のイベントデータストアに対し
てクエリを実行する方法については、「高度なマルチテーブルクエリのサポート (p. 244)」を参照してく
ださい。

CloudTrail Lake のクエリは、[Event history] (イベント履歴) での単純なキーと値のルックアップ、または
LookupEvents の実行よりも、さらに詳細でカスタマイズ可能なイベントのビューを提供します。[Event 
history] (イベント履歴) 検索は単一の AWS アカウント に制限されており、単一の AWS リージョン から
のイベントのみを返し、複数の属性をクエリすることはできません。対照的に、CloudTrail Lake ユーザー
は、複数のイベントフィールドに対して複雑な標準クエリ言語 (SQL) クエリを実行できます。サポートさ
れている SQL 演算子のリストについては、「CloudTrail Lake SQL の制約 (p. 236)」を参照してくださ
い。

将来使用するために CloudTrail Lake クエリを保存することができ、クエリの結果は最大 7 日間表示で
きます。クエリを実行すると、クエリ結果を Amazon S3 バケットに保存できます。CloudTrail Lake 
は、AWS Organizations 内の組織からのイベント、または複数のリージョンとアカウントからのイベント
をイベントデータストアに保存することもできます。

CloudTrail は、タグに基づいた承認を証跡でサポートしていません。ただし、タグに基づいた承認を使用
することによって、イベントデータストアに対するアクションへのアクセスを制御できます。詳細と例に
ついては、本ガイドの「例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの
拒否 (p. 388)」を参照してください。
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デフォルトでは、イベントデータストア内のすべてのイベントは CloudTrail によって暗号化されます。イ
ベントデータストアを設定するときに、独自の AWS Key Management Service キーを使用することを選択
できます。独自の KMS キーを使用すると、暗号化と復号に AWS KMS のコストがかかります。イベント
データストアを KMS キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。

CloudTrail Lake のイベントデータストアとクエリには CloudTrail 料金が発生します。CloudTrail Lake の
料金に関する詳細については、「AWS CloudTrail の料金」を参照してください。

CloudTrail Lake は Amazon CloudWatch メトリクスをサポートしています。これを使用して、過去 1 時
間および保存期間中にイベントデータストアに取り込まれたデータ量に関する情報を表示できます。サ
ポートされているCloudWatch メトリクスの詳細については、「サポートされている CloudWatch メトリ
クス (p. 245)」を参照してください。

Note

CloudTrail は、通常、API コールから平均 5 分以内にログを配信します。この時間は保証されま
せん。

トピック
• CloudTrail Lake でサポートされるリージョン (p. 168)
• イベントデータストアを作成する (p. 170)
• AWS 外のイベントソースとの統合を作成する (p. 183)
• イベントデータストアのライフサイクルを管理する (p. 194)
• イベントデータストアへ証跡イベントをコピーします (p. 195)
• クエリを作成または編集する (p. 202)
• 学習リソース (p. 222)
• AWS CLI を使用した CloudTrail Lake の管理 (p. 223)
• CloudTrail Lake SQL の制約 (p. 236)
• サポートされている CloudWatch メトリクス (p. 245)

CloudTrail Lake でサポートされるリージョン
現在、CloudTrail Lake は次の AWS リージョン でサポートされています。

リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

米国東部 (バージ
ニア北部)

us-east-1 cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com HTTPS

米国東部 (オハイ
オ)

us-east-2 cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (北カリ
フォルニア)

us-west-1 cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com HTTPS

米国西部 (オレゴ
ン)

us-west-2 cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com HTTPS

カナダ (中部) ca-central-1 cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com HTTPS

アフリカ (ケープ
タウン)

af-south-1 cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (香港)

ap-east-1 cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com HTTPS
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リージョン名 リージョン エンドポイント プロトコル

アジアパシ
フィック (ムンバ
イ)

ap-south-1 cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (東京)

ap-northeast-1 cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ソウ
ル)

ap-northeast-2 cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (大阪)

ap-northeast-3 cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シンガ
ポール)

ap-southeast-1 cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (シド
ニー)

ap-southeast-2 cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com HTTPS

アジアパシ
フィック (ジャカ
ルタ)

ap-southeast-3 cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com HTTPS

欧州 (フランクフ
ルト)

eu-central-1 cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ストックホ
ルム)

eu-north-1 cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (アイルラン
ド)

eu-west-1 cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com HTTPS

欧州 (ロンドン) eu-west-2 cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com HTTPS

欧州 (パリ) eu-west-3 cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com HTTPS

ヨーロッパ (ミラ
ノ)

eu-south-1 cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (アラブ首長
国連邦)

me-central-1 cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com HTTPS

中東 (バーレー
ン)

me-south-1 cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com HTTPS

AWS GovCloud 
(米国東部)

us-gov-east-1 cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com HTTPS

AWS GovCloud 
(米国西部)

us-gov-west-1 cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com HTTPS

南米 (サンパウ
ロ)

sa-east-1 cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com HTTPS
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AWS GovCloud (米国東部) リージョンの CloudTrail の使用の詳細については、AWS GovCloud (US) ユー
ザーガイドの「AWS GovCloud (米国東部) エンドポイント」を参照してください。

AWS GovCloud (米国西部) リージョンの CloudTrail の使用の詳細については、AWS GovCloud (US) ユー
ザーガイドの「AWS GovCloud (米国西部) エンドポイント」を参照してください。

イベントデータストアを作成する
CloudTrail Lake でイベントデータストアを作成する際には、イベントデータストアに保存するイベントの
タイプを選択します。イベントデータストアは、CloudTrail イベント、AWS Config の設定項目、または 
AWS 以外のイベントを保存するように構成することができます。イベントスキーマはイベントカテゴリ
について一意であるため、各イベントデータストアに含めることができるのは、特定のイベントカテゴリ 
(AWS Config 設定項目など) 1 つのみです。サポートされている SQL JOIN キーワードを使用して、複数の
イベントデータストアで SQL クエリを実行できます。複数のイベントデータストアに対してクエリを実行
する方法については、「高度なマルチテーブルクエリのサポート (p. 244)」を参照してください。

Audit Manager コンソールを使用すると、AWS Audit Manager のエビデンス用のイベントデータストアを
作成することも可能です。Audit Manager を使用して CloudTrail Lake でエビデンスを集計する方法の詳細
については、「AWS Audit Manager ユーザーガイド」の「Understanding how evidence finder works with 
CloudTrail Lake」(エビデンスファインダーが CloudTrail Lake とどのように連携するかを理解する) を参照
してください。

以下の各セクションでは、CloudTrail コンソールを使用してイベントデータストアを作成する方法につい
て説明しています。

トピック
• CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成する (p. 170)
• AWS Config 設定項目用に一意のイベントデータストアを作成する (p. 173)
• AWS 以外のイベント用にイベントデータストアを作成する (p. 181)

CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成
する
CloudTrail イベントのイベントデータストアには、CloudTrail の管理イベントとデータイベントのログを
保存できます。イベントデータは、イベントデータストアに最大 7 年間 (2557 日) 保持できます。デフォ
ルトで、イベントデータは 2557 日間保持され、イベントデータストアには終了保護が有効になっていま
す。

CloudTrail イベント用にイベントデータストアを作成するには
1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 

コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから [Lake] サブメニューを開き、[Event data stores] (イベントデータストア) 

を選択します。
3. [Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。
4. [Configure event data store] (イベントデータストアの設定) ページの [General details] (全般的な詳細) 

で、イベントデータストアの名前を入力します。名前は必須です。
5. イベントデータストアの保存期間を日数単位で指定します。有効な値は 7～2557 (7 年) の整数です。

イベントデータストアは指定された日数分、イベントデータを保存します。デフォルトでは、イベン
トデータストアは 2557 日間保持されます。

6. (オプション) AWS Key Management Service を使用した暗号化を有効にするには、[Use my own 
AWS KMS key] を選択します。[New] (新規) を選択して AWS KMS key を作成するか、[Existing]
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(既存) を選択して既存の KMS キーを使用します。[Enter KMS alias] (KMS エイリアスを入力) 
で、alias/MyAliasName のフォーマットのエイリアスを指定します。独自の KMS キーを使用
するには、KMS キーポリシーを編集して CloudTrail ログの暗号化と復号を許可する必要がありま
す。詳細については、「CloudTrail の AWS KMS キーポリシーの設定 (p. 421)」を参照してくださ
い。CloudTrail は、AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキー
の詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「マルチリージョンキーを
使用する」を参照してください。

独自の KMS キーを使用すると、暗号化と復号に AWS KMS のコストがかかります。イベントデータ
ストアを KMS キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。

Note

組織のイベントデータストアの AWS Key Management Service 暗号化を有効にするには、管
理アカウントに既存の KMS キーを使用する必要があります。

7. (オプション) [Tag] (タグ) セクションでは、イベントデータストアへのアクセスを特定、ソート、お
よび制御できるようにするタグキーのペアを最大 50 個追加することができます。タグに基づいてイ
ベントデータストアへのアクセスを認可するために IAM ポリシーを使用する方法の詳細については、
「例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの拒否 (p. 388)」
を参照してください。AWS でタグを使用する方法の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」
で「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

8. [Next] (次へ) を選択して、イベントデータストアを設定します。
9. [イベントの選択] ページで [AWS イベント] を選択し、次に [CloudTrail イベント] を選択します。
10. [CloudTrail events] (CloudTrail イベント) で、少なくとも 1 つのイベントタイプを選択しま

す。[Management events] (管理イベント) がデフォルトで選択されています。イベントストアには、
管理イベントとデータイベントの両方を追加できます。管理イベントの詳細については、「管理イベ
ントのログ記録 (p. 250)」を参照してください。データイベントの詳細については、「データイベン
トをログ記録する (p. 257)」を参照してください。

11. (オプション) 既存のトレイルからイベントをコピーして過去のイベントに関するクエリを実行する場
合は、[Copy trail events] (トレイルイベントのコピー) を選択します。証跡イベントを組織のイベント
データストアにコピーするには、組織の管理アカウントを使用する必要があります。委任された管理
者アカウントは、証跡イベントを組織のイベントデータストアにコピーできません。証跡イベントの
コピーに関する考慮事項の詳細については、「考慮事項 (p. 195)」を参照してください。

12. CloudTrail は、イベントデータストアリソースをリソースが作成された AWS リージョン に保存しま
すが、デフォルトでは、データストア内の収集されたイベントはアカウント内のすべてのリージョン
から集められています。オプションで、[Include only the current region in my event data store] (イベ
ントデータストアに現在のリージョンのみを含める) を選択して、現在のリージョンでログに記録さ
れたイベントのみを含めることができます。このオプションを選択しない場合、イベントデータスト
アにはすべてのリージョンからのイベントが含まれます。

13. イベントデータストアが AWS Organizations 内のすべてのアカウントからのイベントを収集するよう
にするには、[Enable for all accounts in my organization] (組織内のすべてのアカウントについて有効
化) を選択します。組織に関するイベントを収集するイベントデータストアを作成するには、その組
織の管理アカウントまたは委任された管理者アカウントにサインインする必要があります。

14. イベントデータストアに管理イベントが含まれている場合は、[Read] (読み取り)、[Write] (書き込
み)、またはそれらの両方を選択します。少なくとも 1 つが必要です。[Read] と [Write] 管理イベント
の詳細については、「管理イベントのログ記録 (p. 250)」を参照してください。

15. イベントデータストアから、AWS Key Management Service イベント、または Amazon RDS のデー
タ API イベントを除外することを選択できます。これらのパラメータの詳細については、「管理イベ
ントのログ記録 (p. 250)」を参照してください。

16. イベントデータストアにデータイベントを含めるには、次の手順を実行します。

a. データイベントタイプを選択します。これは、データイベントがログに記録される AWS のサー
ビス とリソースです。Lake Formation によって作成された AWS Glue テーブルのデータイベン
トをログ記録するには、データタイプで Lake Formation を選択します。
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b. [Log selector template] (ログセレクタテンプレート) でテンプレートを選択します。すべてのデー
タイベント、readOnly イベント、もしくは writeOnly イベントをログに記録することを選
択、または [Custom] (カスタム) を選択してカスタムログセレクタを構築することができます。

c. (オプション) [セレクタ名] に、セレクタを識別する名前を入力します。セレクタ名は、「2 つの 
S3 バケットだけのデータイベントを記録する」など、高度なイベントセレクタに関する説明的な
名前です。セレクタ名は、拡張イベントセレクタに「Name」と表示され、[JSON ビュー] を展開
すると表示されます。

d. [Advanced event selectors] (高度なイベントセレクタ) で、[Field] (フィールド)、[Operator] (オペ
レーター)、および [Value] (値) の値を選択して式を作成します。イベントデータストアの高度な
イベントセレクタは、証跡に適用する高度なイベントセレクタと同じように機能します。高度な
イベントセレクタを作成する方法の詳細については、「高度なイベントセレクタを使用してデー
タイベントを記録する (p. 272)」を参照してください。

以下の例は、[Custom] (カスタム) ログセレクタテンプレートを使用して、Put で始まる S3 オブ
ジェクト (PutObject など) からのイベント名のみを選択します。高度なイベントセレクタは、
他のイベントタイプやリソース ARN を含めたり除外したりしないため、米国東部 (バージニア北
部) リージョンにログされ、イベント名が Put で始まるすべての S3 データイベント (読み取りと
書き込みの両方) がイベントデータストアに保存されます。

Important

S3 バケット ARN を使用することによって高度なイベントセレクタでデータイベントを
除外または含めるには、常に [Starts with] (次で始まる) オペレーターを使用してくださ
い。

e. オプションで、[JSON view] (JSON ビュー) を展開して、高度なイベントセレクタを JSON ブ
ロックとして表示します。

17. イベントデータストアに既存の証跡イベントをコピーするには、次を実行します。

a. コピーするトレイルを選択します。デフォルトでは、CloudTrail は S3 バケットの CloudTrail
プレフィックスとプレフィックス内の CloudTrail プレフィックスに含まれる CloudTrail イ
ベントのみをコピーし、他の AWS サービスのプレフィックスはチェックしません。別のプレ
フィックスに含まれる CloudTrail イベントをコピーする場合は、[Enter S3 URI] (S3 URI を入
力)、[Browse S3] (S3 を閲覧) の順に選択してプレフィックスを参照します。証跡のソース S3 
バケットがデータ暗号化に KMS キーを使用している場合は、CloudTrail によるデータの復号を 
KMS キーポリシーが許可するようにしてください。ソース S3 バケットが複数の KMS キーを使
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用する場合、各キーのポリシーを更新して、CloudTrail によるバケット内のデータの復号を許可
する必要があります。KMS キーポリシーの更新の詳細については、「ソース S3 バケット内の
データを復号化するための KMS キーポリシー (p. 198)」を参照してください。

b. (オプション) イベントをコピーする時間範囲を選択します。時間範囲を選択した場合、CloudTrail 
はプレフィックスとログファイル名をチェックして、選択した開始日と終了日間の日付が名前に
含まれていることを確認してから、トレイルイベントのコピーを試みます。[Relative range] (相対
範囲) または[Absolute range] (絶対範囲) を選択することができます。ソース証跡と宛先イベント
データストア間でイベントが重複しないようにするには、イベントデータストアの作成よりも前
の時間範囲を選択します。

• [Relative range] (相対範囲) を選択した場合、過去 5 分間、30 分、1 時間、6 時間またはカスタ
ム範囲でログに記録されたイベントをコピーすることを選択できます。CloudTrail は、選択し
た期間内に記録されたイベントをコピーします。

• [Absolute range] (絶対範囲) を選択した場合、特定の開始日と終了日を選択できま
す。CloudTrail は、選択した開始日と終了日の間に発生したイベントをコピーします。

c. [Permissions] (アクセス許可) については、以下の IAM ロールのオプションから選択します。既存
の IAM ロールを選択する場合は、IAM ロールポリシーが必要なアクセス許可を提供していること
を確認してください。IAM ロールの許可の更新の詳細については、「証跡イベントをコピーする
ための IAM 許可 (p. 196)」を参照してください。

• [Create a new role (recommended)] (新しいロールの作成 (推奨)) を選択して、新しい IAM ロー
ルを作成します。[Enter IAM role name] (IAM ロール名を入力してください) に、ロールの名
前を入力します。CloudTrail は、この新しいロールに必要なアクセス許可を自動的に作成しま
す。

• リストにないカスタム IAM ロールを使用するには、[Use a custom IAM role] (カスタム IAM 
ロールを使用する) を選択してください。[Enter IAM role ARN] (IAM ロールの ARN を入力) 
で、IAM ARN を入力します。

• [Use an existing role] (既存のロールを使用) を選択して、ドロップダウンリストから既存の IAM 
ロールを選択します。

18. [Next] (次へ) を選択して、選択内容を確認します。
19. [Review and create] (確認と作成) ページで、選択内容を確認します。セクションを変更するに

は、[Edit] (編集) をクリックします。イベントデータストアを作成する準備が整ったら、[Create event 
data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。

20. 新しいイベントデータストアが、[Lake] ページの [Event data stores] (イベントデータストア) 表に表
示されます。

イベントデータストアは、この時点以降の高度なイベントセレクタに一致するイベントを取得しま
す。イベントデータストアを作成する前に発生したイベントは、既存の証跡イベントをコピーするこ
とを選択しない限り、イベントデータストアには保存されません。

これで、新しいイベントデータストアに対してクエリを実行できるようになりました。[Sample queries]
(サンプルクエリ) タブは、使用を開始するためのサンプルクエリを提供します。クエリの作成と編集の詳
細については、「クエリを作成または編集する (p. 202)」を参照してください。

AWS Config 設定項目用に一意のイベントデータスト
アを作成する
AWS Config 設定項目を含めるイベントデータストアを作成し、イベントデータストアを使用して、本番
環境に対する非準拠の変更を調査できます。イベントデータストアを使用すると、準拠していないルール
が、その変更に関連付けられているユーザーおよびリソースと関連するようにできます。設定項目は、ア
カウントに存在するサポート対象の AWS リソースの属性の特定時点のビューを表します。AWS Config 
は、記録しているリソースタイプの変更を検出するたびに、設定項目を作成します。また、AWS Config 
は、設定スナップショットがキャプチャされるときにも設定項目を作成します。
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AWS Config と CloudTrail Lake の両方を使用して、設定項目に対してクエリを実行できます。AWS 
Config を使用して、1 つの AWS アカウント と AWS リージョン の設定プロパティ、または複数のアカウ
ントとリージョンにまたがる設定プロパティに基づいて、AWS のリソースの現在の設定状態をクエリする
ことができます。対照的に、CloudTrail Lake を使用すると、CloudTrail イベント、設定項目、ルール評価
など、さまざまなデータソースでクエリを実行できます。CloudTrail Lake クエリは、リソース設定やコン
プライアンス履歴など、すべての AWS Config 設定項目を対象とします。

設定項目のイベントデータストアを作成しても、既存の AWS Config の高度なクエリや設定済みの AWS 
Config アグリゲーターに影響はありません。AWS Config を使用して高度なクエリを引き続き実行で
き、AWS Config は履歴ファイルを S3 バケットに配信し続けます。

制限事項
設定項目のイベントデータストアには、次の制限が適用されます。

• カスタム設定項目のためのサポートはありません
• 高度なイベントセレクタを使用したイベントフィルタリングのためのサポートはありません

前提条件
イベントデータストアを作成する前に、すべてのアカウントとリージョンの AWS Config 記録を設定しま
す。AWS Systems Manager の一機能である Quick Setup を使用すると、AWS Config による設定レコー
ダーを迅速に作成できます。

Note

AWS Config で設定の記録が開始されると、サービスの利用料金が発生します。料金の詳細に
ついては、「AWS Config 料金表」を参照してください。設定レコーダーの管理については、
「AWS Config デベロッパーガイド]の「設定レコーダーの管理」を参照してください。

また、次のアクションも推奨されますが、イベントデータストアの作成には必須ではありません。

• 設定スナップショット (リクエストした場合) と設定履歴を受け取るように Amazon S3 バケットを設定
する。スナップショットの詳細については、「AWS Config デベロッパーガイド」の「配信チャネルの
管理」と「Amazon S3 バケットへの設定スナップショットの配信」を参照してください。

• 記録済みのリソースタイプのコンプライアンス情報を評価するために AWS Config で使用するルール
を指定する。AWS Config の CloudTrail Lake のいくつかのサンプルクエリでは、AWS Config Rules は 
AWS リソースのコンプライアンス状態を評価する必要があります。AWS Config Rules の詳細について
は、「AWS Config デベロッパーガイド」の「AWS Config Rules でのリソースの評価」を参照してくだ
さい。

設定項目用に一意のイベントデータストアを作成するには
1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 

コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから [Lake] サブメニューを開き、[Event data stores] (イベントデータストア) 

を選択します。
3. [Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。
4. [Configure event data store] (イベントデータストアの設定) ページの [General details] (全般的な詳細) 

で、イベントデータストアの名前を入力します。名前は必須です。
5. イベントデータストアの保存期間を日数単位で指定します。有効な値は 7 から 2557 (7 年) の整数で

す。イベントデータストアは、指定された日数にわたって、設定項目を保持します。デフォルトで
は、イベントデータストアは 2557 日間保持されます。

6. (オプション) AWS Key Management Service を使用した暗号化を有効にするには、[Use my own 
AWS KMS key] を選択します。[New] (新規) を選択して AWS KMS key を作成するか、[Existing]

Version 1.0
174

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/quick-setup-config.html
http://aws.amazon.com/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/stop-start-recorder.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/manage-delivery-channel.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/manage-delivery-channel.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/deliver-snapshot-cli.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/


AWS CloudTrail ユーザーガイド
AWS Config 設定項目用に一意の
イベントデータストアを作成する

(既存) を選択して既存の KMS キーを使用します。[Enter KMS alias] (KMS エイリアスを入力) 
で、alias/MyAliasName のフォーマットのエイリアスを指定します。独自の KMS キーを使用
するには、KMS キーポリシーを編集して CloudTrail ログの暗号化と復号を許可する必要がありま
す。詳細については、「CloudTrail の AWS KMS キーポリシーの設定 (p. 421)」を参照してくださ
い。CloudTrail は、AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキー
の詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「マルチリージョンキーを
使用する」を参照してください。

独自の KMS キーを使用すると、暗号化と復号に AWS KMS のコストがかかります。イベントデータ
ストアを KMS キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。

Note

組織のイベントデータストアの AWS Key Management Service 暗号化を有効にするには、管
理アカウントに既存の KMS キーを使用する必要があります。

7. (オプション) [Tag] (タグ) セクションでは、イベントデータストアへのアクセスを特定、ソート、お
よび制御できるようにするタグキーのペアを最大 50 個追加することができます。タグに基づいてイ
ベントデータストアへのアクセスを認可するために IAM ポリシーを使用する方法の詳細については、
「例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの拒否 (p. 388)」
を参照してください。AWS でタグを使用する方法の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」
で「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

8. [Next] (次へ) をクリックします。
9. [イベントの選択] ページで、[AWS イベント] を選択し、次に [設定項目] を選択します。
10. CloudTrail は、イベントデータストアリソースをそれが作成されたリージョンに保存しますが、デ

フォルトでは、データストアで収集される設定項目は、記録が有効になっているアカウント内のす
べてのリージョンからのものです。必要に応じて、[Include only the current region in my event data 
store] (現在のリージョンのみをイベントデータストアに含める) を選択して、現在のリージョンで
キャプチャされた設定項目のみを含めることができます。このオプションを選択しない場合、イベン
トデータストアには、記録が有効になっているすべてのリージョンからの設定項目が含まれます。

11. イベントデータストアが AWS Organizations 内のすべてのアカウントからの設定項目を収集するよう
にするには、[Enable for all accounts in my organization] (組織内のすべてのアカウントについて有効
化) を選択します。組織の設定項目を収集するイベントデータストアを作成するには、組織の管理ア
カウントまたは委任された管理者アカウントにサインインする必要があります。

12. [Next] (次へ) を選択して、選択内容を確認します。
13. [Review and create] (確認と作成) ページで、選択内容を確認します。セクションを変更するに

は、[Edit] (編集) をクリックします。イベントデータストアを作成する準備が整ったら、[Create event 
data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。

14. 新しいイベントデータストアが、[Lake] ページの [Event data stores] (イベントデータストア) 表に表
示されます。

この時点以降、イベントデータストアは設定項目を取得します。イベントデータストアを作成する前
に発生した設定項目は、イベントデータストア内にありません。

サンプルクエリ
これで、新しいイベントデータストアに対してクエリを実行できるようになりました。CloudTrail コン
ソールの [Sample queries] (サンプルクエリ) タブは、使用を開始するためのサンプルクエリを提供しま
す。設定項目のイベントデータストアに対して実行できるいくつかのサンプルクエリを次に示します。

説明 Query

設定項目のイベントデータストアを CloudTrail の
イベントデータストアに結合することで、非準拠
ステータスを引き起こしたアクションを実行した
ユーザーを検索します。

SELECT 
    
 element_at(config1.eventData.configuration, 
 'targetResourceId') as targetResourceId, 
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説明 Query
   
 element_at(config1.eventData.configuration, 
 'complianceType') as complianceType, 
    config2.eventData.resourceType, 
 cloudtrail.userIdentity
FROM 
     config_event_data_store_ID  as config1
JOIN 
     config_event_data_store_ID
  as config2 on 
 element_at(config1.eventData.configuration, 
 'targetResourceId') = 
 config2.eventData.resourceId
JOIN 
     cloudtrail_event_data_store_ID  as 
 cloudtrail on config2.eventData.arn = 
 element_at(cloudtrail.resources, 1).arn
WHERE 
    
 element_at(config1.eventData.configuration, 
 'configRuleList') is not null
AND  
    
 element_at(config1.eventData.configuration, 
 'complianceType') = 'NON_COMPLIANT'
AND  
    cloudtrail.eventTime > '2022-11-14 
 00:00:00'
AND  
    config2.eventData.resourceType = 
 'AWS::DynamoDB::Table' 
                                 

すべての AWS Config ルールを検索し、直近 1 日
以内に生成された設定項目からコンプライアンス
状態を検索します。

SELECT  
    eventData.configuration, 
 eventData.accountId, eventData.awsRegion,  
    eventData.resourceName, 
 eventData.resourceCreationTime,  
    
 element_at(eventData.configuration,'complianceType') 
 AS complianceType,  
    element_at(eventData.configuration, 
 'configRuleList') AS configRuleList,  
    element_at(eventData.configuration, 
 'resourceId') AS resourceId,  
    element_at(eventData.configuration, 
 'resourceType') AS resourceType  
FROM  
     config_event_data_store_ID 
WHERE  
    eventData.resourceType = 
 'AWS::Config::ResourceCompliance'  
AND  
    eventTime > '2022-11-22 00:00:00'  
ORDER BY  
    eventData.resourceCreationTime  
DESC  
    limit 10 
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説明 Query

リソースタイプ、アカウント ID、リージョン別に
グループ化された AWS Config リソースの合計数
を検索します。

SELECT  
    eventData.resourceType, 
 eventData.awsRegion, eventData.accountId,  
COUNT (*) AS resourceCount  
FROM  
     config_event_data_store_ID 
WHERE  
    eventTime > '2022-11-22 00:00:00'  
GROUP BY  
    eventData.resourceType, 
 eventData.awsRegion, eventData.accountId 
                                 

特定の日付に生成されたすべての AWS Config 設
定項目用のリソースの作成時刻を検索します。 SELECT 

    eventData.configuration, 
 eventData.accountId,  
    eventData.awsRegion, 
 eventData.resourceId,  
    eventData.resourceName, 
 eventData.resourceType,  
    eventData.availabilityZone, 
 eventData.resourceCreationTime
FROM  
     config_event_data_store_ID
WHERE  
    eventTime > '2022-11-16 00:00:00'  
AND  
    eventTime < '2022-11-17 00:00:00'   
ORDER BY  
    eventData.resourceCreationTime
DESC  
    limit 10;                              

クエリの作成と編集の詳細については、「クエリを作成または編集する (p. 202)」を参照してください。

設定項目のスキーマ
次の表は、設定項目レコードのスキーマ要素と一致する必須およびオプションのスキーマ要素を示してい
ます。eventData の内容は設定項目によって提供されます。他のフィールドは、取り込み後に CloudTrail 
によって提供されます。

CloudTrail イベントレコードの内容については、「CloudTrail レコードの内容 (p. 439)」で詳しく説明し
ます。

• 取り込み後に CloudTrail によって提供されるフィールド (p. 177)
• イベントによって提供されるフィールド (p. 178)

取り込み後に CloudTrail によって提供されるフィールド

フィールド名 入力タイプ 要件 説明

eventVersion string 必須 AWS イベント形式の
バージョン。
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フィールド名 入力タイプ 要件 説明

eventCategory string 必須 イベントカテゴ
リ。設定項目で
は、有効な値は
ConfigurationItem
です。

eventType string 必須 イベントタイプ
です。設定項目で
は、有効な値は
AwsConfigurationItem
です。

eventID string 必須 イベントの一意の ID。

eventTime string 必須 イベントタイムス
タンプ (yyyy-MM-
DDTHH:mm:ss 形式、協
定世界時 (UTC))。

awsRegion string 必須 イベントの割り当て先
の AWS リージョン。

recipientAccountId string 必須 このイベントを受信し
た AWS アカウント ID 
を表します。

addendum 補遺 任意 イベントが遅延した理
由に関する情報が表
示されます。既存のイ
ベントから情報が欠落
している場合、補遺ブ
ロックには、不足して
いる情報と、不足して
いる理由が表示されま
す。

eventData のフィールドは、設定項目によって提供されます

フィールド名 入力タイプ 要件 説明

eventData - 必須 eventData のフィールド
は、設定項目によって
提供されます。

• configurationItemVersionstring 任意 ソースからの設定項目
のバージョン。

• configurationItemCaptureTimestring 任意 設定の記録が開始され
た時刻。

• configurationItemStatus string 任意 設定項目のステー
タス。有効な値
は、OK、ResourceDiscovered、ResourceNotRecorded、
ResourceDeleted、ResourceDeletedNotRecorded
です。
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フィールド名 入力タイプ 要件 説明

• accountId string 任意 リソースに関連付けら
れている 12 桁の AWS 
アカウント ID。

• resourceType string 任意 AWS リソースのタイ
プ。有効なリソース
タイプの詳細につい
ては、「AWS Config 
API リファレンス」の
「ConfigurationItem」を
参照してください。

• resourceId string 任意 リソースの ID (例: 
sg-xxxxxx)。

• resourceName string 任意 リソースのカスタム名 
(使用可能な場合)。

• arn string 任意 リソースに関連付けら
れた Amazon リソース
ネーム (ARN)。

• awsRegion string 任意 リソースが存在する 
AWS リージョン。

• availabilityZone string 任意 リソースに関連付け
られたアベイラビリ
ティーゾーン。

• resourceCreationTime string 任意 リソースが作成された
ときのタイムスタン
プ。

• 設定 JSON 任意 リソースの設定の説
明。

• supplementaryConfigurationJSON 任意 設定パラメータについ
て返される情報を補
足するために、AWS 
Config が特定のリソー
スタイプについて返す
設定属性。

• relatedEvents string 任意 CloudTrail イベント ID 
のリスト。

• 関係 - 任意 関連する AWS リソース
のリスト。

• • name string 任意 関連リソースとの関係
のタイプ。

• • resourceType string 任意 関連リソースのリソー
スタイプ。

• • resourceId string 任意 関連するリソースの ID 
(例: sg-xxxxxx)。
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フィールド名 入力タイプ 要件 説明

• • resourceName string 任意 関連リソースのカスタ
ム名 (使用可能な場合)。

• タグ JSON 任意 リソースに関連付けら
れているキーバリュー
タグのマッピング。

次の例は、設定項目レコードのスキーマ要素の階層に一致する、スキーマ要素の階層を示しています。

{ 
  "eventVersion": String, 
  "eventCategory: String, 
  "eventType": String, 
  "eventID": String, 
  "eventTime": String, 
  "awsRegion": String, 
  "recipientAccountId": String, 
  "addendum": Addendum, 
  "eventData": { 
      "configurationItemVersion": String, 
      "configurationItemCaptureTime": String, 
      "configurationItemStatus": String, 
      "configurationStateId": String, 
      "accountId": String, 
      "resourceType": String, 
      "resourceId": String, 
      "resourceName": String, 
      "arn": String, 
      "awsRegion": String,  
      "availabilityZone": String, 
      "resourceCreationTime": String, 
      "configuration": { 
        JSON, 
      }, 
      "supplementaryConfiguration": { 
        JSON, 
      }, 
      "relatedEvents": [ 
        String 
      ], 
      "relationships": [ 
        struct{ 
          "name" : String, 
          "resourceType": String, 
          "resourceId": String, 
          "resourceName": String 
        } 
      ], 
     "tags": { 
       JSON 
     } 
    } 
  }
}
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AWS 以外のイベント用にイベントデータストアを作
成する

Note

統合は、現在 CloudTrail Lake がサポートしているすべての商用 AWS リージョン (me-central-1 
は除く) で利用が可能です。CloudTrail Lake がサポートされているリージョンについては、
「CloudTrail Lake でサポートされるリージョン (p. 168)」を参照してください。

イベントデータストアは、AWS 外部からのイベントを保存するように作成することも可能です。これによ
り、CloudTrail Lake を使用して、独自のアプリケーションからログ記録されたデータを検索、クエリ、分
析できるようになります。

CloudTrail Lake の統合を使用すると、オンプレミスやクラウドでホストされている社内アプリケーション
や SaaS アプリケーション、仮想マシン、あるいはコンテナなど、AWS 以外のハイブリッド環境にある任
意のソースから、ユーザーアクティビティデータに関するログを作成して保存できます。

統合用としてイベントデータストアを作成する際は、同時にチャネルも作成し、そのチャネルにリソース
ポリシーをアタッチします。

AWS 外のイベントに対応するイベントデータストアを作成する
には
1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 

コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインから [Lake] サブメニューを開き、[Event data stores] (イベントデータストア) 

を選択します。
3. [Create event data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。
4. [Configure event data store] (イベントデータストアの設定) ページの [General details] (全般的な詳細) 

で、イベントデータストアの名前を入力します。名前は必須です。
5. イベントデータストアの保存期間を日数単位で指定します。有効な値は 7～2557 (7 年) の整数です。

イベントデータストアは指定された日数分、イベントデータを保存します。デフォルトでは、イベン
トデータストアは 2557 日間保持されます。

6. (オプション) AWS Key Management Service を使用した暗号化を有効にするには、[Use my own 
AWS KMS key] を選択します。[New] (新規) を選択して AWS KMS key を作成するか、[Existing]
(既存) を選択して既存の KMS キーを使用します。[Enter KMS alias] (KMS エイリアスを入力) 
で、alias/MyAliasName のフォーマットのエイリアスを指定します。独自の KMS キーを使用
するには、KMS キーポリシーを編集して CloudTrail ログの暗号化と復号を許可する必要がありま
す。詳細については、「CloudTrail の AWS KMS キーポリシーの設定 (p. 421)」を参照してくださ
い。CloudTrail は、AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキー
の詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「マルチリージョンキーを
使用する」を参照してください。

独自の KMS キーを使用すると、暗号化と復号に AWS KMS のコストがかかります。イベントデータ
ストアを KMS キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。

Note

組織のイベントデータストアの AWS Key Management Service 暗号化を有効にするには、管
理アカウントに既存の KMS キーを使用する必要があります。

7. (オプション) [Tag] (タグ) セクションでは、イベントデータストアへのアクセスを特定、ソート、お
よび制御できるようにするタグキーのペアを最大 50 個追加することができます。タグに基づいてイ
ベントデータストアへのアクセスを認可するために IAM ポリシーを使用する方法の詳細については、
「例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの拒否 (p. 388)」
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を参照してください。AWS でタグを使用する方法の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」
で「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

8. [Next] (次へ) を選択して、イベントデータストアを設定します。
9. [Choose events] (イベントの選択) ページで、[Events from integrations] (統合からのイベント) を選択

します。
10. [Events from integration] (統合からのイベント) から、イベントデータストアにイベントを配信する

ソースを選択します。
11. 統合のチャネルを識別するための名前を指定します。名前には 3～128 の文字数が使用できます。使

用できるのは文字、数字、ピリオド、アンダースコア、ダッシュのみです。
12. [Resource policy] (リソースポリシー) では、統合のチャネル用にリソースポリシーを設定します。

リソースポリシーとは、JSON によるポリシードキュメントです。このドキュメントでは、指定し
たプリンシパルが対象のリソースにおいて実行できるアクションの種類と、その際の条件を指定し
ます。リソースポリシーでプリンシパルとして定義されているアカウントは、PutAuditEvents
API を呼び出してイベントをチャネルに配信することができます。IAM ポリシーで cloudtrail-
data:PutAuditEvents アクションが許可されている場合、リソース所有者はリソースに暗黙的に
アクセスできます。

ポリシーに必要な情報は、統合タイプによって決まります。直接統合の場合、パートナーの AWS ア
カウント ID が CloudTrail により自動的に追加されます。ユーザーは、このパートナーから提供され
た一意の外部 ID を入力する必要があります。ソリューション統合では、少なくとも 1 つの AWS アカ
ウント ID をプリンシパルとして指定する必要があります。また、混乱した代理問題を防ぐために、オ
プションの外部 ID を入力することもできます。

Note

チャネルのリソースポリシーを作成しない場合は、そのチャネルの所有者だけが、チャネル
内で PutAuditEvents API を呼び出すことができます。

a. 直接統合の場合には、パートナーから提供された外部 ID を入力します。統合パートナーは、一意
の外部 ID (アカウント ID やランダムに生成された文字列など) を統合のために提供し、混乱した
代理問題を防ぎます。パートナーが一意の外部 ID の作成と提供を責任もって行います。

[How to find this?] (これを見つけるには?) を選択すると、外部 ID を検索する方法が記載された、
パートナー提供のドキュメントを表示できます。

Note

リソースポリシーに外部 ID が含まれているのであれば、PutAuditEvents API に対す
るすべての呼び出しに、この外部 ID を含める必要があります。ただし、ポリシーで外部 
ID が定義されていない場合でも、パートナーは、PutAuditEvents API を呼び出して
externalId パラメータを指定することができます。

b. ソリューション統合では、[AWS アカウントの追加] を選択し、ポリシーのプリンシパルとして追
加する AWS アカウントの各 ID を指定します。

13. [Next] (次へ) を選択して、選択内容を確認します。
14. [Review and create] (確認と作成) ページで、選択内容を確認します。セクションを変更するに

は、[Edit] (編集) をクリックします。イベントデータストアを作成する準備が整ったら、[Create event 
data store] (イベントデータストアの作成) をクリックします。

15. 新しいイベントデータストアが、[Lake] ページの [Event data stores] (イベントデータストア) 表に表
示されます。

16. パートナーアプリケーションに対し、チャネルの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。
チャネル ARN をパートナーアプリケーションに対し指定するための手順は、パートナードキュメ
ントのウェブサイトで確認できます。詳細を参照するには、[Integrations] (統合) ページの [Available 
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sources] (利用可能なソース) タブで、パートナーの [Learn more] (詳細はこちら) リンクを選択し 
AWS Marketplace 内のパートナーページを開きます。

お客様、パートナー、またはパートナーアプリケーションがチャネルの PutAuditEvents API を呼び出
すと、イベントデータストアは、CloudTrail に対し統合のチャネルを経由して、パートナーイベントの取
り込みを開始します。

AWS 外のイベントソースとの統合を作成する
Note

統合は、現在 CloudTrail Lake がサポートしているすべての商用 AWS リージョン (me-central-1 
は除く) で利用が可能です。CloudTrail Lake がサポートされているリージョンについては、
「CloudTrail Lake でサポートされるリージョン (p. 168)」を参照してください。

CloudTrail を使用すると、オンプレミスやクラウドでホストされている社内アプリケーションや SaaS ア
プリケーション、仮想マシン、コンテナなど、ハイブリッド環境にある任意のソースから、ユーザーア
クティビティデータのログを作成して保存できます。ログ集計やレポート用のツールを複数使用しなく
ても、このデータを保存、アクセス、分析、トラブルシューティングし、必要なアクションを実行できま
す。

AWS 以外のソースからのアクティビティイベントは、CloudTrail と連携する外部パートナー、または独自
のソースからのイベントを、チャネルを使用して CloudTrail Lake に取り込むことで機能します。チャネル
を作成するときは、チャネルソースから送信されるイベントを保存するイベントデータストアを 1 つまた
は複数選択します。eventCategory="ActivityAuditLog" イベントをログ記録するように送信先イベ
ントデータストアが設定されているのであれば、必要に応じて、チャネルの送信先をそれらのストアに変
更することが可能です。外部パートナーからのイベント用のチャネルを作成するときは、パートナーまた
はソースアプリケーションにチャネル ARN を提供します。チャネルにアタッチされたリソースポリシー
により、ソースはチャネルを介してイベントを送信できます。チャネルにリソースポリシーがない場合、
チャネルの PutAuditEvents API を呼び出せるのは、そのチャネルの所有者のみです。

CloudTrail は、Okta や LaunchDarkly など、多くのイベントソースプロバイダーと提携しています。AWS 
外のイベントソースとの統合を作成する場合は、これらのパートナーのいずれかをイベントソースと
して選択するか、[My custom integration] (カスタム統合) を選択して、独自のソースからのイベントを 
CloudTrail に統合できます。ソースごとに最大 1 つのチャネルが許可されます。

統合のタイプには、直接とソリューションの 2 種類が存在します。直接統合では、パートナーが
PutAuditEvents API を呼び出して、お客様の AWS アカウントにおけるイベントをイベントデータスト
アに配信します。ソリューション統合では、お客様の AWS アカウントで実行されるアプリケーションが
PutAuditEvents API を呼び出すことで、イベントをお客様の AWS アカウント用のイベントデータスト
アに対し配信します。

[Integrations] (統合) ページで、[Available sources] (利用可能なソース) タブを開くと、パートナーの
[Integration type] (統合タイプ) を表示できます。
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使用を開始するには、CloudTrail コンソールを使用して、パートナーや他のアプリケーションソースから
のイベントをログに記録するための統合を作成します。

トピック
• CloudTrail パートナーとの統合を作成する (p. 184)
• カスタム統合を作成する (p. 186)
• 統合パートナーに関する追加情報 (p. 189)
• CloudTrail Lake 統合のイベントスキーマ (p. 190)

CloudTrail パートナーとの統合を作成する
Note

統合は、現在 CloudTrail Lake がサポートしているすべての商用 AWS リージョン (me-central-1 
は除く) で利用が可能です。CloudTrail Lake がサポートされているリージョンについては、
「CloudTrail Lake でサポートされるリージョン (p. 168)」を参照してください。

AWS 外にあるイベントソースとの統合を作成する場合、これらのパートナーのいずれかをイベントソー
スとして選択します。CloudTrail でパートナーアプリケーションとの統合を作成する場合、パートナーは 
CloudTrail にイベントを送信するために、このワークフローで作成したチャネルの Amazon リソースネー
ム (ARN) を必要とします。統合を作成した後は、パートナーからの指示に従い必要なチャネル ARN を提
供することで、その統合の設定を完了します。統合のチャネルの PutAuditEvents をパートナーが呼び
出すと、その統合は、パートナーイベントの CloudTrail に対する取り込みを開始します。

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインから [Lake] サブメニューを開き、[Integrations] (統合) を選択します。
3. [Add integration] (統合を追加) ページで、チャネルの名前を入力します。名前には 3～128 の文字数が

使用できます。使用できるのは文字、数字、ピリオド、アンダースコア、ダッシュのみです。
4. イベントの取得元である、パートナーアプリケーションソースを選択します。オンプレミスまたはク

ラウドでホストされている、独自のアプリケーションからのイベントと統合する場合は、[My custom 
integration] (カスタム統合) を選択します。

5. [Event delivery location] (イベントの配信場所) で、既存のイベントデータストアで以前と同じアク
ティビティイベントのログ記録を行うか、新しいイベントデータストアを作成するかを選択します。

イベントデータストアを新規で作成する場合には、そのデータストアの名前を入力すると同時に、
保持期間を日単位で指定します。保持期間として有効な値は、整数で 7 日から 2557 日 (7 年) までで
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す。イベントデータストアは指定された日数分、イベントデータを保存します。デフォルトでは、イ
ベントデータストアは 2557 日間保持されます。

アクティビティイベントを、既存の (1 つ以上の) イベントデータストアにログ記録する場合は、対象
となるイベントデータストアをリストから選択します。イベントデータストアに保存できるのは、ア
クティビティイベントのみです。コンソール内のイベントタイプは、[Events from integrations] (統合
からのイベント) にする必要があります。API 内での eventCategory 値は ActivityAuditLog に
する必要があります。

6. [Resource policy] (リソースポリシー) では、統合のチャネル用にリソースポリシーを設定します。
リソースポリシーとは、JSON によるポリシードキュメントです。このドキュメントでは、指定し
たプリンシパルが対象のリソースにおいて実行できるアクションの種類と、その際の条件を指定し
ます。リソースポリシーでプリンシパルとして定義されているアカウントは、PutAuditEvents
API を呼び出してイベントをチャネルに配信することができます。IAM ポリシーで cloudtrail-
data:PutAuditEvents アクションが許可されている場合、リソース所有者はリソースに暗黙的に
アクセスできます。

ポリシーに必要な情報は、統合タイプによって決まります。直接統合の場合、パートナーの AWS ア
カウント ID が CloudTrail により自動的に追加されます。ユーザーは、このパートナーから提供され
た一意の外部 ID を入力する必要があります。ソリューション統合では、少なくとも 1 つの AWS アカ
ウント ID をプリンシパルとして指定する必要があります。また、混乱した代理問題を防ぐために、オ
プションの外部 ID を入力することもできます。

Note

チャネルのリソースポリシーを作成しない場合は、そのチャネルの所有者だけが、チャネル
内で PutAuditEvents API を呼び出すことができます。

a. 直接統合の場合には、パートナーから提供された外部 ID を入力します。統合パートナーは、一意
の外部 ID (アカウント ID やランダムに生成された文字列など) を統合のために提供し、混乱した
代理問題を防ぎます。パートナーが一意の外部 ID の作成と提供を責任もって行います。

[How to find this?] (これを見つけるには?) を選択すると、外部 ID を検索する方法が記載された、
パートナー提供のドキュメントを表示できます。

Note

リソースポリシーに外部 ID が含まれているのであれば、PutAuditEvents API に対す
るすべての呼び出しに、この外部 ID を含める必要があります。ただし、ポリシーで外部 
ID が定義されていない場合でも、パートナーは、PutAuditEvents API を呼び出して
externalId パラメータを指定することができます。

b. ソリューション統合では、[AWS アカウントの追加] を選択し、ポリシーのプリンシパルとして追
加する AWS アカウントの ID を指定します。

7. (オプション) [Tag] (タグ) エリアでは、イベントデータストアおよびチャネルへのアクセスを特定、
ソート、および制御できるようにするタグのキーと値のペアを最大 50 個追加することができます。
タグに基づいてイベントデータストアへのアクセスを認可するために IAM ポリシーを使用する方法の
詳細については、「例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの
拒否 (p. 388)」を参照してください。AWS でタグを使用する方法の詳細については、「AWS 全般
のリファレンス」で「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

8. 新しい統合を作成する準備ができたら、[Add integration] (統合を追加) を選択します。確認のための
ページは表示されません。統合は CloudTrail によって作成されますが、チャネルの Amazon リソース
ネーム (ARN) は、お客様がパートナーアプリケーションに対し指定する必要があります。チャネル 
ARN をパートナーアプリケーションに対し指定するための手順は、パートナードキュメントのウェブ
サイトで確認できます。詳細を参照するには、[Integrations] (統合) ページの [Available sources] (利用
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可能なソース) タブで、パートナーの [Learn more] (詳細はこちら) リンクを選択し AWS Marketplace 
内のパートナーページを開きます。

統合のセットアップを完了するために、パートナーまたはソースアプリケーションに対し、チャネ
ルの ARN を指定します。統合のタイプに応じて、お客様、パートナー、またはアプリケーションが
PutAuditEvents API を実行し、お客様の AWS アカウントにあるイベントデータストアに対し、アク
ティビティイベントを配信します。アクティビティイベントが配信されたら、アプリケーションからログ
記録されたデータを検索、クエリ、分析するために、CloudTrail Lake を使用できます。イベントデータに
は、CloudTrail イベントのペイロード (eventVersion、eventSource、および userIdentity など) と
一致するフィールドが含まれます。

カスタム統合を作成する
Note

統合は、現在 CloudTrail Lake がサポートしているすべての商用 AWS リージョン (me-central-1 
は除く) で利用が可能です。CloudTrail Lake がサポートされているリージョンについては、
「CloudTrail Lake でサポートされるリージョン (p. 168)」を参照してください。

CloudTrail を使用すると、オンプレミスやクラウドでホストされている社内アプリケーションや SaaS ア
プリケーション、仮想マシン、コンテナなど、ハイブリッド環境にある任意のソースから、ユーザーアク
ティビティデータのログを作成して保存できます。CloudTrail Lake コンソールでこの手順の前半を実行し
てから、PutAuditEvents API を呼び出してイベントを取り込み、チャネル ARN とイベントペイロード
を提供します。PutAuditEvents API を使用してアプリケーションアクティビティを CloudTrail に取り
込んだ後は、CloudTrail Lake を使用してアプリケーションがログ記録したデータを検索、クエリ、分析で
きます。

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインから [Lake] サブメニューを開き、[Integrations] (統合) を選択します。
3. [Add integration] (統合を追加) ページで、チャネルの名前を入力します。名前には 3～128 の文字数が

使用できます。使用できるのは文字、数字、ピリオド、アンダースコア、ダッシュのみです。
4. [My custom integration] (カスタム統合) を選択します。
5. [Event delivery location] (イベントの配信場所) で、既存のイベントデータストアで以前と同じアク

ティビティイベントのログ記録を行うか、新しいイベントデータストアを作成するかを選択します。

イベントデータストアを新規で作成する場合には、そのデータストアの名前を入力すると同時に、
保持期間を日単位で指定します。保持期間として有効な値は、整数で 7 日から 2557 日 (7 年) までで
す。イベントデータストアは指定された日数分、イベントデータを保存します。デフォルトでは、イ
ベントデータストアは 2557 日間保持されます。

アクティビティイベントを、既存の (1 つ以上の) イベントデータストアにログ記録する場合は、対象
となるイベントデータストアをリストから選択します。イベントデータストアに保存できるのは、ア
クティビティイベントのみです。コンソール内のイベントタイプは、[Events from integrations] (統合
からのイベント) にする必要があります。API 内での eventCategory 値は ActivityAuditLog に
する必要があります。

6. [Resource policy] (リソースポリシー) では、統合のチャネル用にリソースポリシーを設定します。リ
ソースポリシーとは、JSON によるポリシードキュメントです。このドキュメントでは、指定したプ
リンシパルが対象のリソースにおいて実行できるアクションの種類と、その際の条件を指定します。
リソースポリシーでプリンシパルとして定義されているアカウントは、PutAuditEvents API を呼び
出してイベントをチャネルに配信することができます。

Note

チャネルのリソースポリシーを作成しない場合は、そのチャネルの所有者だけが、チャネル
内で PutAuditEvents API を呼び出すことができます。
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a. (オプション) さらに保護を強化するために、一意の外部 ID を入力します。混乱した代理問題を避
けるため、外部 ID には、アカウント ID またはランダムに生成された値などによる、固有の文字
列を使用します。

Note

リソースポリシーに外部 ID が含まれているのであれば、PutAuditEvents API に対す
るすべての呼び出しに、この外部 ID を含める必要があります。ただし、ポリシーで外部 
ID が定義されていない場合でも、PutAuditEvents API を呼び出して externalId パ
ラメータを指定することが可能です。

b. [AWS アカウントの追加] を選択して、チャネルのリソースポリシーにプリンシパルとして追加す
る、各 AWS アカウントの ID を指定します。

7. (オプション) [Tag] (タグ) エリアでは、イベントデータストアおよびチャネルへのアクセスを特定、
ソート、および制御できるようにするタグのキーと値のペアを最大 50 個追加することができます。
タグに基づいてイベントデータストアへのアクセスを認可するために IAM ポリシーを使用する方法の
詳細については、「例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの
拒否 (p. 388)」を参照してください。AWS でタグを使用する方法の詳細については、「AWS 全般
のリファレンス」で「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

8. 新しい統合を作成する準備ができたら、[Add integration] (統合を追加) を選択します。確認のための
ページは表示されません。統合は CloudTrail によって作成されます。ただし、カスタムイベントを統
合するには、PutAuditEvents リクエストでチャネル ARN を指定する必要があります。

9. PutAuditEvents API を呼び出して、アクティビティイベントを CloudTrail に取り込みま
す。PutAuditEvents リクエストごとに最大 100 のアクティビティイベント (または最大 1 MB) を
追加することが可能です。前述の手順で作成したチャネル ARN、CloudTrail に追加させるイベントの
ペイロード、および外部 ID (リソースポリシーで指定されている場合) が必要となります。CloudTrail 
に取り込む前の段階では、イベントペイロードに機密情報や個人を特定できる情報が含まれることは
ない点に注意してください。CloudTrail に取り込むイベントは、CloudTrail Lake 統合のイベントス
キーマ (p. 190) に従う必要があります。

Tip

AWS CloudShell を使用して、最新の AWS API を実行していることを確認します。

次に、put-audit-events CLI コマンドの使用例を示します。--audit-events および --channel-arn パラ
メータが必要です。前述の手順で作成したチャネルの ARN が必要です。これは、統合の詳細ページ
からコピーできます。--audit-events の値は、イベントオブジェクトで構成された JSON 形式の配列で
す。--audit-events には、イベントからの必須 ID、EventData の値として必要なイベントのペ
イロード、CloudTrail に取り込んだ後のイベントの整合性を検証するのに役立つオプションのチェッ
クサム (p. 188)が含まれます。

aws cloudtrail-data put-audit-events \
--region region \
--channel-arn $ChannelArn \
--audit-events \
id="event_ID",eventData='"{event_payload}"' \
id="event_ID",eventData='"{event_payload}"',eventDataChecksum="optional_checksum"

次に、2 つのイベントを処理するコマンドの例を示します。

aws cloudtrail-data put-audit-events \
--region us-east-1 \
--channel-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:01234567890:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-
a06a-43969EXAMPLE \
--audit-events \
id="EXAMPLE3-0f1f-4a85-9664-d50a3EXAMPLE",eventData='"{\"eventVersion\":\0.01\",
\"eventSource\":\"custom1.domain.com\", ...
\}"' \
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id="EXAMPLE7-a999-486d-b241-b33a1EXAMPLE",eventData='"{\"eventVersion\":\0.02\",
\"eventSource\":\"custom2.domain.com\", ...
\}"',eventDataChecksum="EXAMPLE6e7dd61f3ead...93a691d8EXAMPLE"

次のコマンドの例では、イベントペイロードの JSON ファイル (custom-events.json) を指定する
ための --cli-input-json パラメーターを追加しています。

aws cloudtrail-data put-audit-events \
--channel-arn $channelArn \
--cli-input-json file://custom-events.json \
--region us-east-1

次は、JSON ファイル (custom-events.json) の内容の例です。

{ 
    "auditEvents": [ 
      { 
        "eventData": "{\"version\":\"eventData.version\",\"UID\":\"UID\", 
        \"userIdentity\":{\"type\":\"CustomUserIdentity\",\"principalId\":\"principalId
\", 
        \"details\":{\"key\":\"value\"}},\"eventTime\":\"2021-10-27T12:13:14Z\",
\"eventName\":\"eventName\", 
        \"userAgent\":\"userAgent\",\"eventSource\":\"eventSource\", 
        \"requestParameters\":{\"key\":\"value\"},\"responseElements\":{\"key\":\"value
\"}, 
        \"additionalEventData\":{\"key\":\"value\"}, 
        \"sourceIPAddress\":\"source_IP_address\",\"recipientAccountId\":
\"recipient_account_ID\"}", 
        "id": "1" 
      } 
   ]
}

(オプション) チェックサム値を計算する
PutAuditEvents リクエストで EventDataChecksum 値として指定したチェックサムは、その値と一
致するイベントを CloudTrail が受信したことを確認でき、イベントの整合性を検証するのに役立ちます。
チェックサム値は、次のコマンドを実行することで、Base64-SHA256 アルゴリズムによって計算されま
す。

printf %s "{"eventData": "{\"version\":\"eventData.version\",\"UID\":\"UID\", 
        \"userIdentity\":{\"type\":\"CustomUserIdentity\",\"principalId\":\"principalId\", 
        \"details\":{\"key\":\"value\"}},\"eventTime\":\"2021-10-27T12:13:14Z\",\"eventName
\":\"eventName\", 
        \"userAgent\":\"userAgent\",\"eventSource\":\"eventSource\", 
        \"requestParameters\":{\"key\":\"value\"},\"responseElements\":{\"key\":\"value\"}, 
        \"additionalEventData\":{\"key\":\"value\"}, 
        \"sourceIPAddress\":\"source_IP_address\", 
        \"recipientAccountId\":\"recipient_account_ID\"}", 
        "id": "1"}" \ 
 | openssl dgst -binary -sha256 | base64

このコマンドは、 チェックサムを返します。次に例を示します。

EXAMPLEHjkI8iehvCUCWTIAbNYkOgO/t0YNw+7rrQE=
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このチェックサム値が、PutAuditEvents リクエストの EventDataChecksum 値になります。
このチェックサムと受け取ったイベントのチェックサム値とが一致しない場合、CloudTrail は
InvalidChecksum エラーによりそのイベントを拒否します。

統合パートナーに関する追加情報
このセクションの表は、各統合パートナーのソース名と、それぞれの統合タイプ (直接またはソリュー
ション) を示しています。

[Source name] (ソース名) 列の情報は、CreateChannel API を呼び出す際に必要となります。ソース名
は、Source パラメータの値として指定します。

パートナー名 (コンソール) ソース名 (API) 統合タイプ

My custom integration Custom solution

Cloud Storage Security CloudStorageSecurityConsolesolution

Clumio Clumio direct

CrowdStrike CrowdStrike solution

CyberArk CyberArk solution

GitHub GitHub solution

Kong Inc KongGatewayEnterprise solution

LaunchDarkly LaunchDarkly direct

Netskope NetskopeCloudExchange solution

Nordcloud (IBM 傘下) IBMMulticloud direct

MontyCloud MontyCloud direct

Okta OktaSystemLogEvents solution

One Identity OneLogin solution

Shoreline.io Shoreline solution

Snyk.io Snyk direct

Wiz WizAuditLogs solution

パートナードキュメントの表示
パートナーと CloudTrail Lake の統合の詳細については、パートナーのドキュメントで確認できます。

パートナードキュメントを表示するには

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインから [Lake] サブメニューを開き、[Integrations] (統合) を選択します。
3. [Integrations] (統合) ページで [Available sources] (利用可能なソース) を選択した後で、ドキュメント

を表示したいパートナーの [Learn more] (詳細はこちら) を選択します。
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CloudTrail Lake 統合のイベントスキーマ
次の表に、CloudTrail イベントレコードの内容と一致する、必須およびオプションのスキーマ要素を
記述します。eventData の内容はイベントによって提供されます。他のフィールドは、取り込み後に 
CloudTrail によって提供されます。

CloudTrail イベントレコードの内容については、「CloudTrail レコードの内容 (p. 439)」で詳しく説明し
ます。

• 取り込み後に CloudTrail によって提供されるフィールド (p. 190)
• イベントによって提供されるフィールド (p. 191)

取り込み後に CloudTrail によって提供されるフィールド

フィールド名 入力タイプ 要件 説明

eventVersion string 必須 イベントのバージョ
ン。

eventCategory string 必須 イベントカテゴ
リ。AWS 以外のイ
ベントの場合、値は
ActivityAuditLog で
す。

eventType string 必須 イベントタイプで
す。AWS 以外のイベン
トの場合、有効な値は
ActivityLog です。

eventID string 必須 イベントの一意の ID。

eventTime string 必須 yyyy-MM-
DDTHH:mm:ss 形式およ
び協定世界時 (UTC) で
表示した、イベントの
タイムスタンプ)。

awsRegion string 必須 PutAuditEvents 呼
び出しが行われた AWS 
リージョン。

recipientAccountId   必須 このイベントを受信し
たアカウント ID を表
します。このフィール
ドには、イベントペイ
ロードから算出した値
が CloudTrail により入
力されます。

補遺 - 任意 イベントの処理が遅延
した理由に関する情報
が表示されます。既存
のイベントから情報が
欠落している場合、補
遺ブロックには、不足
している情報と、不足
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フィールド名 入力タイプ 要件 説明
している理由が表示さ
れます。

• 理由 string 任意 イベントまたはその内
容の一部が欠落してい
た理由。

• updatedFields string 任意 付則によって更新
されているイベン
トレコードフィール
ド。これは、理由が
UPDATED_DATA の場合
にのみ提供されます。

• originalUID string 任意 ソースからのイベント
の元の UID。これは、
理由が UPDATED_DATA
の場合にのみ提供され
ます。

• originalEventID string 任意 元のイベント ID。
これは、理由が
UPDATED_DATA の場合
にのみ提供されます。

メタデータ - 必須 イベントが使用した
チャネルに関する情
報。

• ingestionTime string 必須 イベントが処理され
た時刻を yyyy-MM-
DDTHH:mm:ss 形式の協
定世界時 (UTC) で表示
したタイムスタンプ。

• channelARN string 必須 イベントが使用した
チャネルの ARN。

カスタマーイベントによって提供されるフィールド

フィールド名 入力タイプ 要件 説明

eventData - 必須 PutAuditEvents 呼び
出しの中で CloudTrail 
に送信された監査デー
タ。

• バージョン string 必須 ソースから送られたイ
ベントのバージョン。

長さの制限: 最大長は 
256 文字です。

• userIdentity - 必須 リクエストを作成した
ユーザーに関する情
報。
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フィールド名 入力タイプ 要件 説明

• • type string 必須 ユーザー ID のタイプ。

長さの制限: 最大長は 
128 文字です。

• • principalId string 必須 イベントのアクター用
の一意の識別子。

長さの制限: 最大長は 
1024 文字です。

• • 詳細 JSON オブジェクト 任意 ID に関する追加情報。

• userAgent string 任意 リクエストが行われた
エージェント。

長さの制限: 最大長は 
1024 文字です。

• eventSource string 必須 これはパートナーイベ
ントソース、またはイ
ベントがログ記録され
るカスタムアプリケー
ションです。

長さの制限: 最大長は 
1024 文字です。

• eventName string 必須 リクエストされたアク
ションで、ソースサー
ビスまたはアプリケー
ション用の API のアク
ションの 1 つ。

長さの制限: 最大長は 
1024 文字です。

• eventTime string 必須 yyyy-MM-
DDTHH:mm:ss 形式およ
び協定世界時 (UTC) で
表示した、イベントの
タイムスタンプ)。

• UID string 必須 リクエストを識別する
ための UID 値。この値
は、呼び出されたサー
ビスまたはアプリケー
ションで生成されま
す。

長さの制限: 最大長は 
1024 文字です。
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フィールド名 入力タイプ 要件 説明

• requestParameters JSON オブジェクト 任意 リクエストとともに送
信されたパラメータ (あ
る場合)。このフィール
ドの最大サイズは 100 
kB です。この上限を超
えるコンテンツは拒否
されます。

• responseElements JSON オブジェクト 任意 変更を行うアクション
のレスポンスの要素 
(アクションの作成、更
新、削除)。このフィー
ルドの最大サイズは 100 
kB です。この上限を超
えるコンテンツは拒否
されます。

• errorCode string 任意 イベントでのエラーを
表す文字列。

長さの制限: 最大長は 
256 文字です。

• errorMessage string 任意 エラーに関する説明。

長さの制限: 最大長は 
256 文字です。

• sourceIPAddress string 任意 リクエストが行われた 
IP アドレス。アドレス
には IPv4 と IPv6 の両
方を使用できます。

• recipientAccountId string 必須 このイベントを受信し
たアカウント ID を表
します。アカウント ID 
は、チャネルを所有す
る AWS アカウントの 
ID と同じにする必要が
あります。

• additionalEventData JSON オブジェクト 任意 リクエストまたはレス
ポンスの一部ではない
イベントに関する追加
のデータ。このフィー
ルドの最大サイズは 28 
kB です。この制限を超
えるコンテンツは拒否
されます。

次の例は、CloudTrail イベントレコードの内容と一致する、スキーマ要素の階層を示しています。

{ 
    "eventVersion": String, 
    "eventCategory": String, 
    "eventType": String, 
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    "eventID": String, 
    "eventTime": String, 
    "awsRegion": String, 
    "recipientAccountId": String, 
    "addendum": { 
       "reason": String, 
       "updatedFields": String, 
       "originalUID": String,  
       "originalEventID": String 
    }, 
    "metadata" : {  
       "ingestionTime": String, 
       "channelARN": String 
    }, 
    "eventData": { 
        "version": String, 
        "userIdentity": { 
          "type": String, 
          "principalId": String, 
          "details": { 
             JSON 
          } 
        },  
        "userAgent": String, 
        "eventSource": String, 
        "eventName": String, 
        "eventTime": String, 
        "UID": String, 
        "requestParameters": { 
           JSON 
        }, 
        "responseElements": { 
           JSON 
        }, 
        "errorCode": String, 
        "errorMessage": String, 
        "sourceIPAddress": String, 
        "recipientAccountId": String, 
        "additionalEventData": { 
           JSON 
        } 
    }
}

イベントデータストアのライフサイクルを管理する
以下は、イベントデータストアのライフサイクルのステージです。

• CREATED – イベントデータストアが作成されたことを示す短期的な状態です。
• ENABLED – イベントデータストアがアクティブで、イベントを収集しており、それに対してクエリを実

行することができます。
• PENDING_DELETION – イベントデータストアが削除されましたが、恒久的に削除されるまでの 7 日間

の待機期間中です。このイベントデータストアでクエリを実行することはできず、復元以外の操作をイ
ベントデータストアで実行することはできません。

ENABLED のイベントデータストアを削除できるのは、終了保護が無効になっている場合のみです。終了
保護は、状態が ENABLED から PENDING_DELETION に変更されないようにしてイベントデータストアが
誤って削除されることを防ぎます。デフォルトで、イベントデータストアでは終了保護が有効になってい
ます。イベントデータストアを削除すると、イベントデータストアは 7 日間 PENDING_DELETION の状態
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を保持した後で、恒久的に削除されます。PENDING_DELETION 状態のイベントデータストアは、この 7 
日の待機期間中に ENABLED 状態に復元することができます。PENDING_DELETION 状態の間、イベント
データストアをクエリに使用することはできず、復元操作以外の操作をイベントデータストアで実行する
ことはできません。PENDING_DELETION 状態のイベントデータストアには、料金が発生しません。

PENDING_DELETION 状態のイベントデータストアは、ログに記録されたイベントの収集を継続しませ
ん。また、復元された場合を除き、イベントデータストアの最大数 (10 個) にも計上されません。

イベントデータストアを削除もしくは復元する、またはその終了保護を有効もしくは無効にするには、イ
ベントデータストアの詳細ページにある [Actions] (アクション) メニューのコマンドを使用します。

イベントデータストアへ証跡イベントをコピーしま
す

証跡イベントを CloudTrail Lake イベントデータストアにコピーして、証跡に記録されたイベントのポイン
トインタイムスナップショットを作成できます。証跡イベントをコピーしても、イベントをログに記録す
る証跡の機能が損なわれることはなく、証跡が変更されることもありません。

証跡イベントを組織のイベントデータストアにコピーするには、組織の管理アカウントを使用する必要が
あります。組織の委任された管理者アカウントを使用して、証跡イベントをコピーすることはできませ
ん。

証跡イベントを CloudTrail Lake にコピーする前に、イベントデータストアを作成するか、用意しておきま
す。

Note

証跡を置き換えるために証跡イベントをイベントデータストアにコピーする場合は、コピーが
正常に完了した後で、追加料金を発生させないように証跡のロギングをオフにすることができま
す。料金の詳細については、「AWS CloudTrail 料金表」を参照してください。

トピック
• 考慮事項 (p. 195)
• 証跡イベントのコピーに必要な許可 (p. 196)
• イベントデータストアへ証跡イベントをコピーします (p. 199)
• イベントコピーの詳細 (p. 200)

考慮事項
証跡イベントをコピーする場合は、以下の要素を考慮してください。

• 証跡イベントをコピーするときに、CloudTrail は S3 GetObject API オペレーションを使用して、
ソース S3 バケットの証跡イベントを検索します。S3 Glacier Flexible Retrieval、S3 Glacier Deep 
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Archive、S3 Outposts、S3 Intelligent-Tiering Deep Archive 階層など、一部の S3 でアーカイブされた
ストレージクラスには、GetObject を使用してアクセスできません。これらのアーカイブ済みスト
レージ クラスに保存されている証跡イベントをコピーするには、まず S3 RestoreObject オペレー
ションでコピーを復元する必要があります。アーカイブされたオブジェクトの復元の詳細については、
「Amazon S3 ユーザーガイド」の「アーカイブされたオブジェクトの復元」を参照してください。

• 証跡イベントをイベントデータストアにコピーすると、宛先イベントデータストアのイベントタイプ、
高度なイベントセレクタ、またはリージョンの設定に関係なく、CloudTrail はすべての証跡イベントを
コピーします。

• 証跡イベントをコピーする前に、イベントデータストアの保存期間を確認してください。CloudTrail 
は、イベントデータストアの保持期間内の証跡イベントのみをコピーします。たとえば、イベントデー
タストアの保持期間が 90 日の場合、CloudTrail は 90 日以上前の証跡イベントをコピーしません。

• 証跡イベントをコピーする前に、ソース S3 バケットにアタッチされているアクセスコントロールリス
ト (ACL) をすべて無効にして、宛先イベントデータストアの S3 バケットポリシーを更新します。S3 
バケットとポリシーの更新の詳細については、「証跡イベントのコピー用の Amazon S3 バケットポリ
シー (p. 152)」を参照してください。ACL の無効化の詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」
の「オブジェクトの所有権のコントロールとバケットに対する ACL の無効化」を参照してください。

• CloudTrail は、ソース S3 バケットにある Gzip 圧縮ログファイルからのみ証跡イベントをコピーしま
す。CloudTrail は、圧縮されていないログ ファイルまたは Gzip 以外の形式を使用して圧縮されたログ 
ファイルから証跡イベントをコピーしません。

• ソース証跡と宛先イベントデータストア間でイベントが重複しないようにするには、イベントデータス
トアの作成よりも前の、コピーされたイベントの時間範囲を選択します。

• デフォルトでは、CloudTrail は S3 バケットの CloudTrail プレフィックスとプレフィックス内の
CloudTrail プレフィックスに含まれる CloudTrail イベントのみをコピーし、他の AWS サービスのプ
レフィックスはチェックしません。別のプレフィックスに含まれる CloudTrail イベントをコピーする場
合は、証跡イベントをコピーするときにプレフィックスを選択する必要があります。

• 証跡イベントを組織のイベントデータストアにコピーするには、組織の管理アカウントを使用する必要
があります。委任された管理者アカウントは、証跡イベントを組織のイベントデータストアにコピーで
きません。

証跡イベントのコピーに必要な許可
証跡イベントをコピーする前に、IAM ロールとイベントデータストアの S3 バケットに必要なすべての許
可があることを確認してください。IAM ロールの許可を更新する必要があるのは、既存の IAM ロールを選
択して証跡イベントをコピーする場合だけです。新しい IAM ロールの作成を選択した場合、CloudTrail に
よってロールに必要なアクセス許可がすべて提供されます。

ソース S3 バケットがデータ暗号化のために KMS キーを使用している場合は、KMS キーポリシーが 
CloudTrail によるバケット内のデータの復号を許可するようにしてください。ソース S3 バケットが複数の 
KMS キーを使用する場合、各キーのポリシーを更新して、CloudTrail によるバケット内のデータの復号を
許可する必要があります。

トピック
• 証跡イベントをコピーするための IAM 許可 (p. 196)
• 証跡イベントのコピー用の Amazon S3 バケットポリシー (p. 198)
• ソース S3 バケット内のデータを復号化するための KMS キーポリシー (p. 198)

証跡イベントをコピーするための IAM 許可
証跡イベントをコピーする場合は、新しい IAM ロールを作成するか、既存の IAM ロールを使用するか選
択できます。新しい IAM ロールを選択すると、CloudTrail は必要な許可を持つ IAM ロールを作成するた
め、お客様側でそれ以上のアクションは必要ありません。
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既存のロールを選択する場合は、IAM ロールのポリシーで CloudTrail が証跡イベントを宛先イベントデー
タストアにコピーすることを許可していることを確認してください。このセクションでは、必要な IAM 
ロールのアクセス許可と信頼ポリシーの例を示します。

次の例では、CloudTrail が証跡イベントをイベントデータストアの S3 バケットにコピーすることを許可
するアクセス権限ポリシーを提供します。myBucketName、myAccountID、region、prefix、および
eventDataStoreArn を設定に適切な値に置き換えます。myAccounIDは CloudTrail Lake で使われてい
る AWS アカウント ID であり、S3 バケットの AWS アカウント ID とは異なる場合があります。

key-region、keyAccountID、keyID を、ソース S3 バケットの暗号化に使用する KMS 
キーの値に置き換えます。送信元 S3 バケットが暗号化に KMS キーを使用しない場合
は、AWSCloudTrailImportKeyAccess ステートメントを省略できます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetBucketAcl"], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::myBucketName" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "myAccountID", 
          "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdataStore/eventDataStoreArn" 
         } 
       } 
    }, 
    { 
      "Sid": "AWSCloudTrailImportObjectAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:GetObject"], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::myBucketName/prefix", 
        "arn:aws:s3:::myBucketName/prefix/*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "myAccountID", 
          "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdataStore/eventDataStoreArn" 
         } 
       } 
    }, 
    { 
      "Sid": "AWSCloudTrailImportKeyAccess", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["kms:GenerateDataKey","kms:Decrypt"], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:kms:key-region:keyAccountID:key/keyID" 
      ] 
    } 
  ]
}

次の例は IAM 信頼ポリシーを示しています。これにより、CloudTrail は IAM ロールを引き受け、イ
ベントデータストアの S3 バケットに証跡イベントをコピーできます。myAccounID、region、およ
びeventDataStoreArnを設定に適した値に置き換えます。myAccounIDは CloudTrail Lake で使われて
いる AWS アカウント ID であり、S3 バケットの AWS アカウント ID とは異なる場合があります。
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "myAccountID", 
          "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdataStore/eventDataStoreArn" 
        } 
      } 
    } 
  ]
} 
                 

証跡イベントのコピー用の Amazon S3 バケットポリシー
デフォルトでは、Amazon S3 バケットとオブジェクトはプライベートです。リソース所有者 (バケットを
作成した AWS アカウント) のみが、バケットとそれに含まれるオブジェクトにアクセスできます。リソー
ス所有者は、アクセスポリシーを記述することで他のリソースおよびユーザーにアクセス権限を付与する
ことができます。

証跡イベントをコピーする前に、宛先イベントデータストアの S3 バケットポリシーを更新し
て、CloudTrail が証跡イベントをバケットにコピーできるようにする必要があります。

イベントデータストアの S3 バケットポリシーに、次のステートメントを追加することで、これらの許可
を付与できます。roleArnとmyBucketNameを設定に適した値に置き換えます。

{ 
  "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess", 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
    "s3:ListBucket", 
    "s3:GetBucketAcl", 
    "s3:GetObject" 
  ], 
  "Principal": { 
    "AWS": "roleArn" 
  }, 
  "Resource": [ 
    "arn:aws:s3:::myBucketName", 
    "arn:aws:s3:::myBucketName/*" 
  ]
},

ソース S3 バケット内のデータを復号化するための KMS キーポ
リシー
ソースとなる S3 バケットがデータ暗号化に KMS キーを使用する場合は、KMS キーポリシーに
よって、SSE-KMS 暗号化が有効になっている S3 バケットからの証跡イベントのコピーに必要な
kms:Decrypt と kms:GenerateDataKey 権限が CloudTrail で有効であることを確認します。ソース 
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S3 バケットが複数の KMS キーを使用している場合は、各キーポリシーを更新する必要があります。KMS 
キーポリシー内を更新すると、CloudTrail はソース S3 バケットのデータを復号化し、検証チェックを実行
してイベントが CloudTrail 標準に準拠していることを確認し、イベントを CloudTrail Lake イベントデー
タストアにコピーできます。

次の例は、ソース S3 バケットのデータを復号することを CloudTrail に許可する KMS キーポリシーを示
しています。roleArn、myBucketName、myAccountID、region、および eventDataStoreArn を設
定に適切な値に置き換えます。myAccounIDは CloudTrail Lake で使われている AWS アカウント ID であ
り、S3 バケットの AWS アカウント ID とは異なる場合があります。

{ 
  "Sid": "AWSCloudTrailImportDecrypt", 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
          "kms:Decrypt", 
          "kms:GenerateDataKey" 
  ], 
  "Principal": { 
    "AWS": "roleArn" 
  }, 
  "Resource": "*", 
  "Condition": { 
    "StringLike": { 
      "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::myBucketName/*" 
    }, 
    "StringEquals": { 
      "aws:SourceAccount": "myAccountID", 
      "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdataStore/eventDataStoreArn" 
    } 
  }
} 
                 

イベントデータストアへ証跡イベントをコピーします
以下の手順を使用して、証跡イベントを、イベントデータストアにコピーします。

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインから [Lake] サブメニューを開き、[Event data stores] (イベントデータストア) 
を選択します。

3. [Copy trail events] (トレイルイベントをコピー) を選択します。
4. [Copy trail events] (証跡イベントのコピー) ページの [Event source] (イベント ソース) で、コピーする

証跡を選択します。デフォルトでは、CloudTrail は S3 バケットの CloudTrail プレフィックスとプ
レフィックス内の CloudTrail プレフィックスに含まれる CloudTrail イベントのみをコピーし、他
の AWS サービスのプレフィックスはチェックしません。別のプレフィックスに含まれる CloudTrail 
イベントをコピーする場合は、[Enter S3 URI] (S3 URI を入力)、[Browse S3] (S3 を閲覧) の順に選択
してプレフィックスを参照します。証跡のソース S3 バケットがデータ暗号化に KMS キーを使用して
いる場合は、CloudTrail によるデータの復号を KMS キーポリシーが許可するようにしてください。
ソース S3 バケットが複数の KMS キーを使用する場合、各キーのポリシーを更新して、CloudTrail に
よるバケット内のデータの復号を許可する必要があります。KMS キーポリシーの更新の詳細について
は、「ソース S3 バケット内のデータを復号化するための KMS キーポリシー (p. 198)」を参照して
ください。

5. (オプション) [Event source] (イベントソース) で、イベントをコピーする時間範囲を選択します。時
間範囲を選択した場合、CloudTrail はプレフィックスとログファイル名をチェックして、選択した開
始日と終了日間の日付が名前に含まれていることを確認してから、証跡イベントのコピーを試みま
す。[Relative range] (相対範囲) または[Absolute range] (絶対範囲) を選択することができます。ソー
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ス証跡と宛先イベントデータストア間でイベントが重複しないようにするには、イベントデータスト
アの作成よりも前の時間範囲を選択します。

• [Relative range] (相対範囲) を選択した場合、過去 5 分間、30 分、1 時間、6 時間またはカスタム範
囲でログに記録されたイベントをコピーすることを選択できます。CloudTrail は、選択した期間内
に記録されたイベントをコピーします。

• [Absolute range] (絶対範囲) を選択した場合、特定の開始日と終了日を選択できます。CloudTrail 
は、選択した開始日と終了日の間に発生したイベントをコピーします。

6. [Delivery location] (配信場所) で、ドロップダウンリストから配信先イベントデータストアを選択しま
す。イベントデータストアの S3 バケットポリシーでは、証跡イベントをバケットにコピーするため
のアクセス権限を CloudTrail に付与する必要があります。S3 バケットとポリシーの更新の詳細につい
ては、「証跡イベントのコピー用の Amazon S3 バケットポリシー (p. 198)」を参照してください。

7. [Permissions] (アクセス許可) については、以下の IAM ロールのオプションから選択します。既存の 
IAM ロールを選択する場合は、IAM ロールポリシーが必要なアクセス許可を提供していることを確認
してください。IAM ロールの許可の更新の詳細については、「証跡イベントをコピーするための IAM 
許可 (p. 196)」を参照してください。

• [Create a new role (recommended)] (新しいロールの作成 (推奨)) を選択して、新しい IAM ロールを
作成します。[Enter IAM role name] (IAM ロール名を入力してください) に、ロールの名前を入力し
ます。CloudTrail は、この新しいロールに必要なアクセス許可を自動的に作成します。

• リストにないカスタム IAM ロールを使用するには、[Use a custom IAM role] (カスタム IAM ロール
を使用する) を選択してください。[Enter IAM role ARN] (IAM ロールの ARN を入力) で、IAM ARN 
を入力します。

• [Use an existing role] (既存のロールを使用) を選択して、ドロップダウンリストから既存の IAM 
ロールを選択します。

8. [Copy events] (イベントをコピー) を選択します。
9. 確認を求められます。確認する準備ができたら、[Copy trail events to Lake] (証跡イベントを Lake に

コピー) を選択してから[Copy events] (イベントをコピー) を選択します。
10. [Copy details] (コピーの詳細) ページで、コピーの状態を確認し、エラーを確認できます。証跡

イベントのコピーが完了すると、その[Copy status] (コピー ステータス) は、エラーがない場合
は[Completed] (完了) に設定され、エラーが発生した場合は[Failed] (失敗) に設定されます。

Note

イベントコピーの詳細ページに表示される詳細は、リアルタイムではありません。[Prefixes 
copied] (コピーされたプレフィックス) などの詳細の実際の値は、ページに表示される値より
も高くなる場合があります。CloudTrail では、イベントコピーの過程で詳細を段階的に更新
します。

11. [Copy status] (コピーのステータス) が[Failed] (失敗) の場合は、[Copy failures] (コピーの失敗) に
示されているエラーを修正し、[Retry copy] (コピーの再試行) を選択します。コピーを再試行する
と、CloudTrail は失敗が発生した場所でコピーを再開します。

証跡イベントコピーの詳細を表示する方法については、「イベントコピーの詳細 (p. 200)」を参照してく
ださい。

イベントコピーの詳細
証跡イベントのコピーが開始されると、コピーの状態やコピーの失敗に関する情報など、イベントコピー
の詳細を表示できます。

Note

イベントコピーの詳細ページに表示される詳細は、リアルタイムではありません。[Prefixes 
copied] (コピーされたプレフィックス) などの詳細の実際の値は、ページに表示される値よりも高
くなる場合があります。CloudTrail では、イベントコピーの過程で詳細を段階的に更新します。
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イベントコピーの詳細ページにアクセスするには

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 
コンソールを開きます。

2. 左側のナビゲーション ペインの [Lake] で、[イベントデータストア] を選択します。
3. イベントデータストアを選択します。
4. [Event copy status] (イベントコピーステータス) セクションでイベントコピーを選択します。

詳細をコピーします
[Copy details] (コピーの詳細) から、証跡イベントのコピーに関する次の詳細を表示できます。

• [Event log S3 location] (イベントログ S3 の場所) - 証跡イベントログファイルを含むソース S3 バケット
の場所。

• [Copy ID] (コピーの ID) - コピーの ID 。
• [Prefixes copied] (コピーされたプレフィックス) - コピーされた S3 プレフィックスの数を表します。証

跡イベントのコピー中に、CloudTrail はプレフィックスに保存されている証跡ログファイルにイベント
をコピーします。

• [Copy status] (コピーのステータス) - コピーのステータス。
• [Initialize] (初期化中) - 証跡イベントのコピーが開始されたときに表示される初期状態。
• [In progress] (進行中) - 証跡イベントのコピーが進行中であることを示します。

Note

別の証跡イベントのコピーが[In progress] (進行中) の場合、証跡イベントはコピーできませ
ん。証跡イベントのコピーを停止するには、[Stop copy] (コピーの停止) を選択します。

• [Stopped] (停止中) - [Stop copy] (コピーを停止) アクションが発生したことを示します。証跡イベント
のコピーを再試行するには、[Retry copy] (コピーの再試行) を選択します。

• [Failed] (失敗) - コピーは完了しましたが、一部の証跡イベントはコピーに失敗しました。[Copy 
failures] (コピーの失敗) でエラーメッセージを確認します。証跡イベントのコピーを再試行するに
は、[Retry copy] (コピーの再試行) を選択します。コピーを再試行すると、CloudTrail は失敗が発生し
た場所でコピーを再開します。

• [Completed] (完了) - コピーはエラーなしで完了しました。イベントデータストア内のコピーされた証
跡イベントをクエリできます。

• [Created time] (作成時刻) - 証跡イベントのコピーがいつ開始されたかを示します。
• [Finish time] (終了時刻) - 証跡イベントのコピーがいつ完了または停止したかを示します。

コピーの失敗
[Copy failures] (コピーの失敗) から、コピーの失敗ごとにエラーの場所、エラー メッセージ、およびエ
ラーの種類を確認できます。失敗の一般的な理由は、S3 プレフィックスに圧縮されていないファイルが含
まれていたり、CloudTrail 以外のサービスによって配信されたファイルが含まれていた場合です。失敗の
もう 1 つ考えられ原因としては、アクセスの問題です。たとえば、イベントデータストアの S3 バケット
が CloudTrail にイベントをインポートするためのアクセス権限を付与しなかった場合、AccessDenied エ
ラーが発生します。

コピーの失敗ごとに、次のエラー情報を確認します。

• [Error location] (エラーの場所) - S3 バケット内の、エラーが発生した場所を示します。ソース S3 バケッ
トに圧縮されていないファイルが含まれていたためにエラーが発生した場合、[Error location] (エラーの
場所) に、そのファイルが見つかるプレフィックスがを含まれます。

• [Error message] (エラーメッセージ) - エラーが発生した理由について説明します。
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• [Error type] (エラータイプ) - エラータイプを示します。たとえば、AccessDenied の [Error type] (エ
ラータイプ)の場合、許可の問題が原因でエラーが発生したことを示します。証跡イベントのコピーに必
要なアクセス許可の詳細については、「証跡イベントのコピーに必要な許可 (p. 196)」を参照してくだ
さい。

失敗を解決したら、[Retry copy] (再試行) を選択します。コピーを再試行すると、CloudTrail は失敗が発生
した場所でコピーを再開します。

クエリを作成または編集する
CloudTrail のクエリは SQL で作成されます。クエリは、CloudTrail Lake の [Editor] (エディタ) タブ
で、SQL でクエリを最初から記述するか、保存されたクエリ、またはサンプルクエリを開いて編集する
ことによって構築できます。包含されているサンプルクエリを独自の変更で上書きすることはできません
が、新しいクエリとして保存することが可能です。許可される SQL クエリ言語の詳細については、「the 
section called “CloudTrail Lake SQL の制約” (p. 236)」を参照してください。

無制限のクエリ (SELECT * FROM edsID など) は、イベントデータストア内のすべてのデータをスキャ
ンします。コストを抑えるため、クエリに開始および終了 eventTime タイムスタンプを追加すること
で、クエリを制限することをお勧めします。以下は、指定されたイベントデータストア内で、イベント時
間が 2022 年 1 月 5 日午後 1 時 51 分より後 (>) で、2022 年 1 月 19 日午後 1 時 51 分より前 (<) のすべて
のイベントを検索する例です。イベントデータストアの最小保存期間は 7 日間であるため、開始および終
了 eventTime 値の間の最小間隔も 7 日間です。

SELECT *
FROM eds-ID
WHERE 
     eventtime >='2022-01-05 13:51:00' and eventtime < ='2022-01-19 13:51:00'

このチュートリアルでは、サンプルクエリの 1 つを開き、Alice のような
userIdentity.principalId 値と、ConsoleLogin のイベント名を持つイベントを選択するように編
集して、新しいクエリとして保存します。クエリを保存している場合は、[Saved queries] (保存されたクエ
リ) タブで保存されたクエリを編集することもできます。

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインから [Lake] サブメニューを開き、[Query] (クエリ) を選択します。
3. [Query] (クエリ) ページで、[Sample queries] (サンプルクエリ) タブを開きます。
4. クエリ用の [Query SQL] (クエリ SQL) 文字列をクリックして [sample query 1] (サンプルクエリ 1) を

開きます。そうすると、[Editor] (エディタ) タブでこのクエリが開きます。
5. 以下の例にあるように、[Editor] (エディタ) タブで FROM、WHERE、および GROUP BY の行を追加しま

す。FROM の値は、イベントデータストアの ARN の ID の部分です。ARN からのイベントデータスト
ア ID は、左側の [Event data store] (イベントデータストア) ペインで、ロップダウンリストで目的の
イベントデータストアが選択されているときに表示されます。クエリ SQL に貼り付けることができる
ように、[Copy] (コピー) をクリックして ID をクリップボードにコピーします。

SELECT 
     userIdentity.principalId, count(*)
FROM 
     5e2676f8-9fce-46ef-8142-3e36a94e6691
WHERE 
     userIdentity.principalId LIKE '%Alice%' 
     AND eventName = 'ConsoleLogin'
GROUP BY 
     userIdentity.principalId
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6. クエリは、保存する前に実行して、機能することを確認できます。クエリを実行するには、[Event 
data store] (イベントデータストア) ドロップダウンリストからイベントデータストアを選択し
て、[Run] (実行)をクリックします。[Command output] (コマンド出力) タブの [Status] (ステータス) 
列でアクティブなクエリを確認して、クエリが正常に実行されたことを確認します。

7. サンプルクエリに行を追加したら、[Save] (保存) をクリックします。
8. [Save query] (クエリを保存) で、クエリの名前と説明を入力します。[Save query] (クエリを保

存) をクリックして、変更を新しいクエリとして保存します。クエリに対する変更を破棄するに
は、[Cancel] (キャンセル) をクリックするか、[Save query] (クエリを保存) ウィンドウを閉じます。

Note

保存されたクエリはブラウザに関連付けられています。異なるブラウザ、または異なるデバ
イスを使用して CloudTrail コンソールにアクセスする場合、保存されたクエリは使用できま
せん。

9. [Saved queries] (保存されたクエリ) タブを開くと、表に新しいクエリが表示されます。
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クエリエディタツール
クエリエディタの右上にあるツールバーは、SQL クエリの作成とフォーマットに役立つコマンドを提供し
ます。

以下のリストは、ツールバーのコマンドの説明です。

• [Undo] (元に戻す) – クエリエディタで最後に行ったコンテンツの変更を元に戻します。
• [Redo] (再実行) – クエリエディタで行った最後のコンテンツ変更を繰り返します。
• [Format selected] (選択部分のフォーマット) – クエリエディタの内容を SQL のフォーマット規則とス

ペース規則に従って配列します。

クエリの例
このセクションでは、CloudTrail コンソールでサンプルクエリにアクセスする方法を説明し、使用を開始
するために役立つ CloudTrail Lake クエリの例をいくつか示します。

Note

また、GitHub コミュニティが作成したクエリも表示することができます。詳細と、これらのサ
ンプルクエリの表示については、GitHub ウェブサイトの「CloudTrail Lake sample queries」
(CloudTrail Lake サンプルクエリ) を参照してください。AWS CloudTrail では、GitHub にあるク
エリの評価を行っていません。

トピック
• CloudWatch コンソールでのサンプルクエリの表示 (p. 205)
• 例: 2023 年 1 月 22 日に CreateBucket の呼び出しを行った、すべてのプリンシパルユーザーの ID を

検索する (p. 205)
• 例: あるユーザーが 2023 年 1 月 22 日に呼び出しを行った、すべての API を検索する (p. 206)
• 例: 2023 年 1 月 1 日以降の API 呼び出し数を、eventName と eventSource でグループ化して検索す

る (p. 207)
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• 例: 一連のリージョンでコンソールにサインインしたすべてのユーザーを検索する (p. 208)
• 例: 2023 年 1 月中に実行された、すべての CloudTrail Lake クエリを検索する (p. 208)

CloudWatch コンソールでのサンプルクエリの表示
CloudTrail コンソールには、独自クエリの作成を開始するために役立つ、サンプルクエリが多数用意され
ています。

CloudTrail コンソールでサンプルクエリにアクセスするには

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインから [Lake] サブメニューを開き、[Query] (クエリ) を選択します。
3. [Sample queries] (サンプルクエリ) タブを開きます。
4. サンプルクエリを編集するには、[Query SQL] (クエリ SQL) 列でクエリ文字列を選択します。クエリ

実行の詳細については、「クエリを実行し、クエリ結果を保存する (p. 209)」を参照してください。

例: 2023 年 1 月 22 日に CreateBucket の呼び出しを行った、
すべてのプリンシパルユーザーの ID を検索する

SELECT  
    userIdentity.principalid,  
    eventName  
FROM  
     event_data_store_ID
WHERE  
    userIdentity.principalid IS NOT NULL  
AND  
    eventTime > '2023-01-22 00:00:00'  
AND  
    eventTime < '2023-01-23 00:00:00'  
AND  
    eventName='CreateBucket'

結果

{ 
    "QueryStatus": "FINISHED", 
    "QueryStatistics": { 
        "ResultsCount": 1, 
        "TotalResultsCount": 1, 
        "BytesScanned": 25077 
    }, 
    "QueryResultRows": [ 
        [ 
            { 
                "principalid": "principal_ID" 
            }, 
            { 
                "eventName": "CreateBucket" 
            } 
        ] 
    ]
}
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例: あるユーザーが 2023 年 1 月 22 日に呼び出しを行った、すべ
ての API を検索する

SELECT  
    eventID,  
    eventName,  
    eventSource,  
    eventTime
FROM  
     event_data_store_ID
WHERE  
    userIdentity.username = 'bob'  
AND  
    eventTime > '2023-01-22 00:00:00'  
AND  
    eventTime < '2023-01-23 00:00:00'

結果

{ 
    "QueryStatus": "FINISHED", 
    "QueryStatistics": { 
        "ResultsCount": 2, 
        "TotalResultsCount": 2, 
        "BytesScanned": 13287 
    }, 
    "QueryResultRows": [ 
        [ 
            { 
                "eventID": "EXAMPLE-c3b6-43e4-aa35-b2490EXAMPLE" 
            }, 
            { 
                "eventName": "DescribeQuery" 
            }, 
            { 
                "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com" 
            }, 
            { 
                "eventTime": "2023-01-22 16:53:53.000" 
            } 
        ], 
        [ 
            { 
                "eventID": "EXAMPLE6-ac95-4b37-b587-76a80EXAMPLE" 
            }, 
            { 
                "eventName": "ListBuckets" 
            }, 
            { 
                "eventSource": "s3.amazonaws.com" 
            }, 
            { 
                "eventTime": "2023-01-22 20:25:01.000" 
            } 
        ] 
    ]
}
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例: 2023 年 1 月 1 日以降の API 呼び出し数を、eventName と
eventSource でグループ化して検索する

SELECT  
    eventSource,  
    eventName,  
    COUNT(*) AS apiCount
FROM  
     event_data_store_ID
WHERE  
    eventTime > '2023-01-01 00:00:00'  
GROUP BY  
    eventSource, eventName  
ORDER BY  
    apiCount DESC

結果

{ 
    "QueryStatus": "FINISHED", 
    "QueryStatistics": { 
        "ResultsCount": 3, 
        "TotalResultsCount": 3, 
        "BytesScanned": 10442 
    }, 
    "QueryResultRows": [ 
        [ 
            { 
                "eventSource": "s3.amazonaws.com" 
            }, 
            { 
                "eventName": "PutObject" 
            }, 
            { 
                "apiCount": "96059" 
            } 
        ], 
        [ 
            { 
                "eventSource": "dynamodb.amazonaws.com" 
            }, 
            { 
                "eventName": "DescribeTable" 
            }, 
            { 
                "apiCount": "49426" 
            } 
        ], 
        [ 
            { 
                "eventSource": "sts.amazonaws.com" 
            }, 
            { 
                "eventName": "AssumeRole" 
            }, 
            { 
                "apiCount": "45617" 
            } 
        ] 
    ]
}
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例: 一連のリージョンでコンソールにサインインしたすべての
ユーザーを検索する
SELECT  
    eventTime,  
    useridentity.arn,  
    awsRegion
FROM  
     event_data_store_ID
WHERE  
    awsRegion in ('us-east-1', 'us-west-2')  
AND 
    eventName = 'ConsoleLogin'

結果

{ 
    "QueryStatus": "FINISHED", 
    "QueryStatistics": { 
        "ResultsCount": 2, 
        "TotalResultsCount": 2, 
        "BytesScanned": 15580 
    }, 
    "QueryResultRows": [ 
        [ 
            { 
                "eventTime": "2022-02-08 19:54:44.000" 
            }, 
            { 
                "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/example-identity" 
            }, 
            { 
                "awsRegion": "us-east-1" 
            } 
        ], 
        [ 
            { 
                "eventTime": "2022-01-21 16:38:27.000" 
            }, 
            { 
                "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/example-identity" 
            }, 
            { 
                "awsRegion": "us-west-2" 
            } 
        ] 
    ]
}

例: 2023 年 1 月中に実行された、すべての CloudTrail Lake クエ
リを検索する
SELECT  
    element_at(responseElements, 'queryId'),  
    element_at(requestParameters, 'queryStatement')
FROM  
     event_data_store_ID
WHERE  
    eventName='StartQuery'  
AND  
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    eventSource = 'cloudtrail.amazonaws.com'  
AND  
    responseElements IS NOT NULL
AND  
    eventTime > '2023-01-01 00:00:00'  
AND  
    eventTime < '2023-02-01 00:00:00'

結果

{ 
    "QueryStatus": "FINISHED", 
    "QueryStatistics": { 
        "ResultsCount": 1, 
        "TotalResultsCount": 1, 
        "BytesScanned": 13002 
    }, 
    "QueryResultRows": [ 
        [ 
            { 
                "_col0": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE" 
            }, 
            { 
                "_col1": "select * from event_data_store_ID limit 1;" 
            } 
        ] 
    ]
}

クエリを実行し、クエリ結果を保存する
クエリを選択または保存したら、イベントデータストアでクエリを実行できます。

クエリを実行すると、オプションとしてクエリ結果を Amazon S3 バケットに保存できます。CloudTrail 
Lake でクエリを実行すると、クエリによってスキャンされるデータ量に基づいて課金されます。クエリ結
果を S3 バケットに保存する場合、CloudTrail Lake に対して追加料金は発生しませんが、S3 ストレージに
は料金が発生します。S3 の価格設定に関する詳細については、「Amazon S3 pricing」(Amazon S3 価格
設定) を参照してください。

CloudTrail はクエリスキャンの完了後にクエリ結果を配信するため、クエリ結果を保存する場合、S3 バ
ケットに表示される前にクエリ結果が CloudTrail コンソールに表示されることがあります。ほとんどのク
エリは数分内で完了しますが、イベントデータストアのサイズによっては、CloudTrail がクエリ結果を S3 
バケットに配信するまでに長く時間がかかる場合があります。CloudTrail はクエリ結果を圧縮された gzip 
形式で S3 バケットに配信します。クエリスキャンが完了すると、S3 バケットに配信されるデータの GB 
ごとに平均 6 分のレイテンシーが予想されます。

CloudTrail Lake を使用してクエリを実行するには

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインから [Lake] サブメニューを開き、[Query] (クエリ) を選択します。
3. [Saved queries] (保存されたクエリ) または [Sample queries] (サンプルクエリ) で、[Query SQL] (クエ

リ SQL) 列の値をクリックすることによって実行するクエリを選択します。
4. [Event data store] (イベントデータストア) の [Editor] (エディタ) タブで、ドロップダウンリストから

イベントデータストアを選択します。
5. (オプション) [Editor] (エディタ) タブで [Save results to S3] (結果を S3 に保存) を選択し、クエリ結果

を S3 バケットに保存します。デフォルトの S3 バケットを選択すると、CloudTrail によって必要なバ
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ケットポリシーが作成され、適用されます。クエリ結果保存の詳細については、「保存されたクエリ
結果に関する追加情報 (p. 210)」を参照してください。

Note

別のバケットを使用するには、バケット名を指定するか、[Browse S3] (S3 を閲覧) を選択し
てバケットを選択します。バケットポリシーでは、クエリ結果をバケットに配信するアクセ
ス権限を CloudTrail に付与する必要があります。バケットポリシーを手動で編集する方法に
ついては、CloudTrail Lake クエリ結果の Amazon S3 バケットポリシー (p. 402) を参照し
てください。

6. [Editor] (エディタ) タブで、[Run] (実行) をクリックします。

イベントデータストアのサイズと、それに含まれるデータの日数によっては、クエリの実行に数分か
かる場合があります。[Command output] (コマンド出力) タブには、クエリのステータスと、クエリの
実行が終了したかどうかが表示されます。クエリの実行が終了したら、[Query results] (クエリ結果) 
タブを開いて、アクティブなクエリ (現在エディタに表示されているクエリ) の結果の表を表示しま
す。

Note

1 時間以上実行するクエリは、タイムアウトすることがあります。クエリがタイムアウトする前
に、処理済みの部分的な結果を取得することはできます。CloudTrail は S3 バケットに部分的な
クエリ結果を配信しません。タイムアウトを回避するには、クエリを絞り込んでスキャンされる
データ量を制限する時間範囲を狭くすることができます。

保存されたクエリ結果に関する追加情報
クエリ結果の保存後、保存したクエリ結果を S3 バケットからダウンロードできるようになります。保
存したクエリ結果の検索とダウンロードの詳細については、「保存したクエリ結果の取得とダウンロー
ド (p. 211)」を参照してください。

保存したクエリ結果を検証して、CloudTrail がクエリ結果を配信した後にクエリ結果が変更、削除、また
は変更されなかったかどうかを判断することもできます。保存したクエリ結果の検証の詳細については、
「保存されたクエリ結果の検証 (p. 213)」を参照してください。

クエリ結果を表示する
クエリが終了したら、その結果を表示できます。クエリの結果は、クエリの終了後 7 日間使用できます。
アクティブなクエリの結果は、[Query results] (クエリ結果) タブで表示できます。または、[Lake] ホーム
ページの [Results history] (結果履歴) タブで、最近のクエリすべての結果にアクセスすることができます。

クエリとクエリの間にクエリ期間内の後続イベントがログに記録される場合があるため、クエリの結果は
古いクエリ実行と新しいクエリ実行で変化する場合があります。

CloudTrail はクエリスキャンの完了後にクエリ結果を配信するため、クエリ結果を保存する場合、S3 バ
ケットに表示される前にクエリ結果が CloudTrail コンソールに表示されることがあります。ほとんどのク
エリは数分内で完了しますが、イベントデータストアのサイズによっては、CloudTrail がクエリ結果を S3 
バケットに配信するまでに長く時間がかかる場合があります。CloudTrail はクエリ結果を圧縮された gzip 
形式で S3 バケットに配信します。クエリスキャンが完了すると、S3 バケットに配信されるデータの GB 
ごとに平均 6 分のレイテンシーが予想されます。保存したクエリ結果の検索とダウンロードの詳細につい
ては、「保存したクエリ結果の取得とダウンロード (p. 211)」を参照してください。

Note

1 時間以上実行するクエリは、タイムアウトすることがあります。クエリがタイムアウトする前
に、処理済みの部分的な結果を取得することはできます。CloudTrail は S3 バケットに部分的な
クエリ結果を配信しません。タイムアウトを回避するには、クエリを絞り込んでスキャンされる
データ量を制限する時間範囲を狭くすることができます。
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1. アクティブなクエリの [Query results] (クエリ結果) タブでは、各行がクエリに一致したイベント結果
を表しています。検索バーにイベントフィールドの値を全部または一部入力して、結果をフィルタリ
ングします。

2. [Command output] (コマンド出力) タブで、イベントデータストア ID、実行時間、スキャンされた結
果の数、およびクエリが成功したかどうかなど、実行されたクエリに関するメタデータを表示しま
す。クエリ結果を Amazon S3 バケットに保存した場合、メタデータには保存されたクエリ結果を含
む S3 バケットへのリンクも含まれます。

保存したクエリ結果の取得とダウンロード
クエリ結果の保存後、クエリ結果を含むファイルの場所を検索できる必要があります。CloudTrail は、ク
エリ結果を保存するときに指定した Amazon S3 バケットに、クエリ結果を渡します。

Note

CloudTrail はクエリスキャンの完了後にクエリ結果を配信するため、クエリ結果を保存する場
合、S3 バケットに表示される前にクエリ結果がコンソールに表示されることがあります。ほとん
どのクエリは数分内で完了しますが、イベントデータストアのサイズによっては、CloudTrail が
クエリ結果を S3 バケットに配信するまでに長く時間がかかる場合があります。CloudTrail はクエ
リ結果を、圧縮された gzip 形式で S3 バケットに配信します。クエリスキャン完了後、S3 バケッ
トに配信されるデータの GB ごとに平均 6 分のレイテンシーが予想されます。

トピック
• CloudTrail Lake の保存されたクエリ結果を確認する (p. 211)
• CloudTrail Lake の保存済みクエリ結果をダウンロードする (p. 212)

CloudTrail Lake の保存されたクエリ結果を確認する
CloudTrail は、S3 バケットにクエリ結果と署名ファイルを発行します。クエリ結果ファイルには保存さ
れたクエリの出力が含まれ、署名ファイルはクエリ結果の署名とハッシュ値を提供します。署名ファイル
を使用してクエリ結果を検証できます。クエリ結果検証の詳細については、「保存されたクエリ結果の検
証 (p. 213)」を参照してください。
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クエリ結果ファイルまたは署名ファイルを取得するには、Amazon S3 コンソール、Amazon S3 コマンド
ラインインターフェイス (CLI)、または API を使用します。

Amazon S3 コンソールでクエリ結果ファイルと署名ファイルを見つけるには

1. Amazon S3 コンソールを開きます。
2. 指定したバケットを選択します。
3. 必要なクエリ結果ファイルおよび署名ファイルが見つかるまでオブジェクト階層内を移動します。ク

エリ結果ファイルの拡張子は.csv.gz、署名ファイルの拡張子は.json です。

次の例のように、オブジェクト階層を移動しますが、バケット名、アカウント ID、日付、およびクエリ ID 
は異なります。

All Buckets 
    Bucket_Name 
        AWSLogs 
            Account_ID; 
                CloudTrail-Lake 
                    Query 
                        2022 
                            06 
                              20 
                                Query_ID

CloudTrail Lake の保存済みクエリ結果をダウンロードする
クエリ結果を保存するとき、CloudTrail によって 2 種類のファイルが Amazon S3 バケットに送られま
す。

• クエリ結果ファイルの検証に使用できる JSON 形式の署名ファイル。署名ファイルは result_sign.json 
と名付けられています。署名ファイルの詳細については、「CloudTrail 署名ファイル構造 (p. 215)」を
参照してください。

• クエリからの結果を含む CSV 形式の 1 つ以上のクエリ結果ファイル。配信されるクエリ結果ファイ
ルの数は、クエリ結果の合計サイズによって異なります。クエリ結果の最大ファイルサイズは 1 TB で
す。各クエリ結果ファイルには、result_number.csv.gz という名前が付けられています。たとえば、ク
エリ結果の合計サイズが 2 TB の場合、result_1.csv.gz と result_2.csv.gz という 2 つのクエリ結果ファ
イルを受信します。

CloudTrail クエリ結果ファイルと署名ファイルは Amazon S3 のオブジェクトです。S3 コンソール、AWS 
Command Line Interface (CLI) または S3 API を使用してクエリ結果ファイルを取得できます。

以下の手順では、Amazon S3 コンソールを使用してクエリ結果をダウンロードし、ファイルに署名する方
法について説明します。

Amazon S3 コンソールでクエリ結果ファイルまたは署名ファイルをダウンロードするには

1. Amazon S3 コンソールを開きます。
2. バケットを選択して、ダウンロードするファイルを選択します。
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3. [Download] (ダウンロード) を選択し、プロンプトに従ってファイルを保存します。

Note

Chrome などの一部のブラウザでは、クエリ結果ファイルが自動的に抽出されます。その場
合は、ステップ 5 に進みます。

4. 7-Zip のような製品を使用して、クエリ結果ファイルを抽出します。
5. クエリ結果ファイルまたは署名ファイルを開きます。

保存されたクエリ結果の検証
CloudTrail がクエリ結果を配信した後、クエリ結果が変更、削除、または変更されなかったかどうかを判
断するには、CloudTrail クエリ結果の整合性の検証を使用することができます。この機能は、業界標準の
アルゴリズムを使用して構築されています。ハッシュ用の SHA-256 とデジタル署名用の RSA を備えた 
SHA-256。これにより、CloudTrail クエリ結果ファイルを検出せずに変更、削除、または偽造することは
計算上実行不可能になります。コマンドラインを使用してクエリ結果ファイルを検証できます。

使用する理由
検証されたクエリ結果ファイルは、セキュリティおよびフォレンシック調査で非常に重要です。たとえ
ば、検証済みのクエリ結果ファイルを使用することで、クエリ結果ファイル自体が変更されていないこと
を明確に主張できます。CloudTrail クエリ結果ファイルの整合性の検証プロセスでは、クエリ結果ファイ
ルが削除または変更されたかどうかを知ることもできます。

トピック
• コマンドラインを使用したクエリ結果の検証 (p. 213)
• CloudTrail 署名ファイル構造 (p. 215)
• CloudTrail のクエリファイルの整合性検証のカスタム実装 (p. 216)

コマンドラインを使用したクエリ結果の検証
コマンドラインを使用してクエリ結果の整合性を検証し、ファイルに署名できます。

前提条件

コマンドラインを使用してクエリ結果の整合性を検証するには、次の条件を満たしている必要がありま
す。

• AWS へのオンライン接続が必要です。
• 署名とクエリ結果のファイルを含む Amazon S3 バケットへの読み取りアクセスが必要です。
• OpenSSL がインストールされている必要があります。

クエリ結果の検証

コマンドラインを使用してクエリ結果の検証を行うには、次の手順を使用します。

1. aws S3 sync コマンドを使用して S3 バケットからクエリ結果と署名ファイルをダウンロードしま
す。クエリ結果と署名ファイルが配信された S3 URI と S3 バケットリージョンを指定する必要があり
ます。

aws s3 sync s3://s3-bucket-name/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-ID/CloudTrail-Lake/
Query/year/month/date/query-ID/ ./ --region region-name
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2. openssl dgst コマンドを使用して各クエリ結果ファイルの sha256 ハッシュ値を計算して、その値
を署名ファイルのハッシュ値と比較します。署名ファイルに含まれるフィールドの詳細については、
「CloudTrail 署名ファイル構造 (p. 215)」を参照してください。

openssl dgst -sha256 result_number.csv.gz 
             

3. printf コマンドを使用して、署名の検証に使用するパブリックキー PEM ファイルを生成します。

printf -- "-----BEGIN RSA PUBLIC KEY-----\n%s\n-----END RSA PUBLIC KEY-----" 
 "public_key_content" | fold -w64 >> public_key_pkcs1.pem 
             

4. openssl rsa コマンドを使用して、パブリックキー PEM ファイルを OpenSSL の読み込み可能な形
式に変換します。

openssl rsa -RSAPublicKey_in -in public_key_pkcs1.pem -pubout -out public_key_x509.pem  
             

5. printf コマンドおよび xxd コマンドを使用して、新しい署名バイナリファイルを生成しま
す。hash_signature を署名ファイルの hashSignature の値に置き換え、## を作成する新しい署
名ファイルの名前に置き換えます。

printf "hash_signature" >> signature
xxd -r -p signature signature.bin 
             

6. hash_list を作成し、printf コマンドを使用してファイルに出力します。hash_list は、スペー
スで区切られた各クエリ結果ファイルの files.fileHashValue の値を含む文字列です。各クエリ
結果ファイルの files.fileHashValue は署名ファイル内で提供されます。

printf "hash_list" >> hash_list_file
            

たとえば、署名ファイル files の配列に次の 3 つのクエリ結果ファイルが含まれている場
合、hash_list の値は「aaa bbb ccc」になります。

“files": [ 

   { 

        "fileHashValue" : “aaa”, 

        "fileName" : "result_1.csv.gz" 

   }, 
   { 
       
        "fileHashValue" : “bbb”, 
       
        "fileName" : "result_2.csv.gz" 
      
   }, 
   { 

        "fileHashValue" : “ccc”, 
       
        "fileName" : "result_3.csv.gz" 
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   }
],

7. openssl dgst コマンドを使用して署名を検証します。

openssl dgst -sha256 -verify public_key_x509.pem -
signature signature.bin hash_list_file
            

署名が正しい場合、このコマンドは以下の出力を返します。

Verified OK

署名が有効でない場合、このコマンドは以下の出力を返します。

Verification Failure

CloudTrail 署名ファイル構造
署名ファイルには、クエリ結果を保存したときに Amazon S3 バケットに送られた各クエリ結果ファイル
の名前、各クエリ結果ファイルのハッシュ値、ファイルのデジタル署名が含まれます。デジタル署名と
ハッシュ値は、クエリ結果ファイルおよび署名ファイル自体の整合性を検証するために使用されます。

署名ファイルの場所

署名ファイルは、次の構文で表される Amazon S3 バケットの場所に送られます。

s3://s3-bucket-name/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-ID/CloudTrail-Lake/
Query/year/month/date/query-ID/result_sign.json

署名ファイルのコンテンツの例

次に示すのは、CloudTrail Lake クエリ結果の情報が含まれる署名ファイルの例です。

{ 
  "version": "1.0", 
  "region": "us-east-1", 
  "files": [ 
    { 
      "fileHashValue" : "de85a48b8a363033c891abd723181243620a3af3b6505f0a44db77e147e9c188", 
      "fileName" : "result_1.csv.gz" 
    } 
  ], 
  "hashAlgorithm" : "SHA-256", 
  "signatureAlgorithm" : "SHA256withRSA", 
  "queryCompleteTime": "2022-05-10T22:06:30Z", 
  "hashSignature" : 
 "7664652aaf1d5a17a12ba50abe6aca77c0ec76264bdf7dce71ac6d1c7781117c2a412e5820bccf473b1361306dff648feae20083ad3a27c6118172a81635829bdc7f7b795ebfabeb5259423b2fb2daa7d1d02f55791efa403dac553171e7ce5f9307d13e92eeec505da41685b4102c71ec5f1089168dacde702c8d39fed2f25e9216be5c49769b9db51037cb70a84b5712e1dffb005a74580c7fdcbb89a16b9b7674e327de4f5414701a772773a4c98eb008cca34228e294169901c735221e34cc643ead34628aabf1ba2c32e0cdf28ef403e8fe3772499ac61e21b70802dfddded9bea0ddfc3a021bf2a0b209f312ccee5a43f2b06aa35cac34638f7611e5d7", 
  "publicKeyFingerprint" : "67b9fa73676d86966b449dd677850753"
}

署名ファイルのフィールドの説明

以下では、署名ファイルの各フィールドについて説明します。
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version

署名ファイルのバージョン。

region

保存されたクエリ結果に使用される AWS アカウントのリージョン。

files.fileHashValue

圧縮されたクエリ結果ファイルの内容の 16 進エンコードされたハッシュ値です。

files.fileName

クエリ結果ファイルの名前。

hashAlgorithm

クエリ結果ファイルのハッシュ計算に使用されたハッシュアルゴリズムです。

signatureAlgorithm

ファイルの署名に使用されるアルゴリズムです。

queryCompleteTime

CloudTrail がいつクエリ結果を S3 バケットに配信したかを示します。この値を使用してパブリック
キーを検索できます。

hashSignature

ファイルのハッシュ署名。

publicKeyFingerprint

このファイルの署名に使用されたパブリックキーの 16 進エンコードされたフィンガープリントで
す。

CloudTrail のクエリファイルの整合性検証のカスタム実装
CloudTrail では、オープンで提供されている業界標準の暗号化アルゴリズムとハッシュ関数が使用される
ため、CloudTrail クエリ結果ファイルの整合性を検証するために独自のツールを作成することができま
す。Amazon S3 バケットにクエリ結果を保存すると、CloudTrail は署名ファイルを S3 バケットに送信し
ます。独自の検証ソリューションを実装して、署名ファイルとクエリ結果ファイルを検証できます。署名
ファイルの詳細については、「CloudTrail 署名ファイル構造 (p. 215)」を参照してください。

このトピックでは、署名ファイルの署名方法について説明し、署名ファイルと、署名ファイルによって参
照される署名ファイルを検証するソリューションの実装に必要な手順を詳しく示します。

CloudTrail 署名ファイルの署名の方法を理解する
CloudTrail 署名ファイルは RSA デジタル署名で署名されます。CloudTrail は各署名ファイルを次のように
処理します。
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1. 各クエリ結果ファイルのハッシュ値を含むハッシュリストを作成します。
2. リージョンに固有のプライベートキーを取得します。
3. 文字列の SHA-256 ハッシュとプライベートキーを RSA 署名アルゴリズムに渡すと、そこでデジタル署

名が作成されます。
4. 署名のバイトコードを 16 進形式にエンコードします。
5. デジタル署名を署名ファイルに入力します。

データ署名文字列の内容

データ署名文字列は、スペースで区切られた各クエリ結果ファイルのハッシュ値で構成されます。署名
ファイルには、各クエリ結果ファイルの fileHashValue がリストされています。

カスタム検証を実装する手順

カスタム検証ソリューションを実装するときは、最初にダイジェストファイルを検証してから、署名ファ
イルと参照するクエリ結果ファイルを検証する必要があります。

署名ファイルを検証する

署名ファイルを検証するには、署名、対応するプライベートキーが署名に使用されたパブリックキー、計
算したデータ署名文字列が必要です。

1. 署名ファイルを入手してください。
2. 本来の場所から署名ファイルが取得されたことを確認します。
3. 署名ファイルの 16 進エンコードされた署名を取得します。
4. パブリックキー (対応するプライベートキーが署名ファイルの署名に使用された) の 16 進エンコードさ

れたフィンガープリントを取得します。
5. 署名ファイルで queryCompleteTime に対応する時間範囲のパブリックキーを取得します。

時間範囲には、「StartTime より早い queryCompleteTime」および「EndTime より遅い
queryCompleteTime」を選択します。

6. 取得したパブリックキーの中から、フィンガープリントが署名ファイルの publicKeyFingerprint
の値と一致するパブリックキーを選択します。

7. 各クエリ結果ファイルのハッシュ値をスペースで区切ったハッシュリストを使用して、署名ファイル
の署名を検証するために使用するデータ署名文字列を再作成します。署名ファイルには、各クエリ結果
ファイルの fileHashValue がリストされています。

たとえば、署名ファイルの files 配列に次の 3 つのクエリ結果ファイルが含まれている場合、ハッ
シュリストは「aaa bbb ccc」になります。

“files": [ 

   { 

        "fileHashValue" : “aaa”, 

        "fileName" : "result_1.csv.gz" 

   }, 
   { 
       
        "fileHashValue" : “bbb”, 
       
        "fileName" : "result_2.csv.gz" 
      
   }, 
   { 
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        "fileHashValue" : “ccc”, 
       
        "fileName" : "result_3.csv.gz" 

   }
],

8. 文字列の SHA-256 ハッシュ、パブリックキー、署名を、パラメータとしてRSA 署名検証アルゴリズム
に渡して、署名を検証します。結果が true の場合、署名ファイルは有効です。

クエリ結果ファイルを検証する

署名ファイルが有効な場合は、署名ファイルが参照するクエリ結果ファイルを検証します。クエリ結果
ファイルの整合性を検証するには、圧縮されたコンテンツの SHA-256 ハッシュ値を計算し、その結果を署
名ファイルに記録されているクエリ結果ファイルの fileHashValue と比較します。ハッシュが一致する
場合、クエリ結果ファイルは有効です。

以下のセクションではこの検証を詳しく説明します。

A. 署名ファイルを取得する

最初の手順は、署名ファイルを取得し、パブリックキーのフィンガープリントを取得することです。

1. 検証するクエリ結果の署名ファイルを Amazon S3 バケットから取得します。
2. 次に、署名ファイルから hashSignature の値を取得します。
3. 署名ファイルで、署名ファイルの署名に使用されたプライベートキーに対応するパブリックキーのフィ

ンガープリントを publicKeyFingerprint フィールドから取得します。

B. 署名ファイルの検証のためにパブリックキーを取得する

署名ファイルを検証するためにパブリックキーを取得するには、AWS CLI または CloudTrail API を使用
できます。どちらの場合も、検証しようとする署名ファイルの時間範囲 (開始時刻と終了時刻) を指定しま
す。署名ファイル内の queryCompleteTime に対応する時間範囲を使用してください。指定した時間範
囲について 1 つ以上のパブリックキーが返されることがあります。返されたキーの有効な時間範囲が重複
する可能性があります。

Note

CloudTrail では、リージョンごとに異なるプライベート/パブリックキーのペアが使用されるた
め、各署名ファイルはリージョン固有のプライベートキーで署名されます。したがって、特定の
リージョンの署名ファイルを検証するときは、同じリージョンからパブリックキーを取得する必
要があります。

AWS CLI を使用してパブリックキーを取得する

AWS CLI を使用して署名ファイルのパブリックキーを取得するには、cloudtrail list-public-keys
コマンドを使用します。このコマンドの形式は次のとおりです。

aws cloudtrail list-public-keys [--start-time <start-time>] [--end-time <end-
time>]

start-time および end-time パラメータには UTC タイムスタンプを使用します。これらはオプションです。
指定しない場合、現在の時刻が使用され、現在アクティブなパブリックキー (1 つまたは複数) が返されま
す。

レスポンス例
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レスポンスは、返されるキー (1 つまたは複数) を表す JSON オブジェクトのリストです。

CloudTrail API を使用してパブリックキーを取得する

CloudTrail API を使用して署名ファイルのパブリックキーを取得するには、開始時刻と終了時刻の値を
ListPublicKeys API に渡します。この ListPublicKeys API は、指定された時間範囲内の、対応する
プライベートキーが署名ファイルの署名に使用されたパブリックキーを返します。API は、各パブリック
キーに対応するフィンガープリントも返します。

ListPublicKeys

このセクションでは、ListPublicKeys API のリクエストパラメータとレスポンス要素について説明しま
す。

Note

ListPublicKeys のバイナリフィールドのエンコードは変更される可能性があります。

リクエストパラメータ

名前 説明

StartTime オプションとして、CloudTrail 署名ファイルのパブリックキーを検索する時間
範囲の開始時刻を UTC で指定します。StartTime が指定されない場合、現在の
時刻が使用され、現在のパブリックキーが返されます。

型: DateTime

EndTime オプション。CloudTrail 署名ファイルのパブリックキーを検索する時間範囲の
終了時刻を UTC で指定します。EndTime が指定されない場合、現在の時刻が
使用されます。

型: DateTime

レスポンス要素

PublicKeyList は、次の要素を含む PublicKey オブジェクトの配列です。

名前 説明

Value DER エンコードされたパブリックキー値 (PKCS #1 形式)。

型: Blob

ValidityStartTime パブリックキーの有効期間の開始時刻。

型: DateTime

ValidityEndTime パブリックキーの有効期間の終了時刻。

型: DateTime

Fingerprint パブリックキーのフィンガープリント。フィンガープリントを使用して、署名
ファイルの検証に使用する必要があるパブリックキーを特定できます。

タイプ: 文字列
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C. 検証に使用するパブリックキーを選択する

list-public-keys または ListPublicKeys によって取得されたパブリックキーの中から、そのフィ
ンガープリントが署名ファイルの publicKeyFingerprint フィールドに記録されているフィンガープ
リントと一致するパブリックキーを選択します。これは署名ファイルの検証に使用するパブリックキーで
す。

D. データ署名文字列を再作成する

署名ファイルの署名と、関連付けられたパブリックキーを取得しました。次は、データ署名文字列を計算
する必要があります。データ署名文字列の計算が完了すると、署名の検証に必要な入力を得られます。

データ署名文字列は、スペースで区切られた各クエリ結果ファイルのハッシュ値で構成されます。この文
字列を再作成した後、署名ファイルを検証できます。

E. 署名ファイルを検証する

再作成したデータ署名文字列、デジタル署名、パブリックキーを、RSA 署名検証アルゴリズムに渡しま
す。出力が true の場合、署名ファイルの署名が検証され、署名ファイルは有効です。

F. クエリ結果ファイルを検証する

署名ファイルの検証が完了したら、クエリ結果ファイルが参照するログファイルを検証することができま
す。署名ファイルにはクエリ結果ファイルの SHA-256 ハッシュが含まれています。CloudTrail から送られ
た後にクエリ結果ファイルのいずれかが変更された場合、SHA-256 が変更され、署名ファイルの署名が一
致しなくなります。

以下の手順を使用して、署名ファイルの files 配列にリストされているクエリ結果ファイルを検証しま
す。

1. 署名ファイル内で、files.fileHashValue フィールドからファイルの元のハッシュを取得しま
す。

2. hashAlgorithm で指定されたハッシュアルゴリズムを使用して、クエリ結果ファイルの圧縮された
コンテンツをハッシュします。

3. クエリ結果ファイルごとに生成したハッシュ値を署名ファイルの files.fileHashValue と比較し
ます。ハッシュが一致する場合、クエリ結果ファイルは有効です。

署名とクエリ結果ファイルのオフライン検証

署名ファイルとクエリ結果ファイルをオフラインで検証するとき、通常は前のセクションで説明した手順
に従います。ただし、パブリックキーに関する次の情報を考慮する必要があります。

パブリックキー

オフラインで検証するには、所定の時間範囲のクエリ結果ファイルの検証に必要なパブリックキーを最初
にオンラインで取得し (たとえば、ListPublicKeys を呼び出す)、オフラインで保存する必要がありま
す。指定した最初の時間範囲外の他のファイルを検証するには、常にこの手順を繰り返す必要がありま
す。

検証のサンプルスニペット

次に示すサンプルスニペットは、CloudTrail 署名ファイルとクエリ結果ファイルを検証するためのスケル
トンコードです。このスケルトンコードはオンラインでもオフラインでも使用できます。つまり、実装す
る際に AWS とのオンライン接続を使用するかどうかはユーザーが決めることができます。推奨の実装で
は、Java Cryptography Extension (JCE) と Bouncy Castle をセキュリティ プロバイダーとして使用してい
ます。
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サンプルスニペットには次の内容が含まれます。

• 署名ファイルの署名の検証に使用されるデータ署名文字列を作成する方法。
• 署名ファイルの署名を確認する方法。
• クエリ結果ファイルのハッシュ値を計算し、それを署名ファイルにリストされている fileHashValue

と比較して、クエリ結果ファイルの信頼性を検証する方法。

import org.apache.commons.codec.binary.Hex;
import org.bouncycastle.asn1.pkcs.PKCSObjectIdentifiers;
import org.bouncycastle.asn1.pkcs.RSAPublicKey;
import org.bouncycastle.asn1.x509.AlgorithmIdentifier;
import org.bouncycastle.asn1.x509.SubjectPublicKeyInfo;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject; 
  
import java.security.KeyFactory;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.PublicKey;
import java.security.Security;
import java.security.Signature;
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors; 
  
  
public class SignFileValidationSampleCode { 
  
    public void validateSignFile(String s3Bucket, String s3PrefixPath) throws Exception { 
        MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); 
  
        // Load the sign file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local copy 
        JSONObject signFile = loadSignFileToMemory(s3Bucket, String.format("%s/%s", 
 s3PrefixPath, "result_sign.json")); 
  
        // Using the Bouncy Castle provider as a JCE security provider - http://
www.bouncycastle.org/ 
        Security.addProvider(new BouncyCastleProvider()); 
  
        List<String> hashList = new ArrayList<>(); 
  
        JSONArray jsonArray = signFile.getJSONArray("files"); 
  
        for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) { 
            JSONObject file = jsonArray.getJSONObject(i); 
            String fileS3ObjectKey = String.format("%s/%s", s3PrefixPath, 
 file.getString("fileName")); 
  
            // Load the export file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local 
 copy 
            byte[] exportFileContent = loadCompressedExportFileInMemory(s3Bucket, 
 fileS3ObjectKey); 
            messageDigest.update(exportFileContent); 
            byte[] exportFileHash = messageDigest.digest(); 
            messageDigest.reset(); 
            byte[] expectedHash = Hex.decodeHex(file.getString("fileHashValue")); 
  
            boolean signaturesMatch = Arrays.equals(expectedHash, exportFileHash); 
            if (!signaturesMatch) { 
                System.err.println(String.format("Export file: %s/%s hash doesn't match.
\tExpected: %s Actual: %s", 
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                        s3Bucket, fileS3ObjectKey, 
                        Hex.encodeHexString(expectedHash), 
 Hex.encodeHexString(exportFileHash))); 
            } else { 
                System.out.println(String.format("Export file: %s/%s hash match", 
                        s3Bucket, fileS3ObjectKey)); 
            } 
  
            hashList.add(file.getString("fileHashValue")); 
        } 
        String hashListString = hashList.stream().collect(Collectors.joining(" ")); 
  
        /* 
            NOTE: 
            To find the right public key to verify the signature, call CloudTrail 
 ListPublicKey API to get a list 
            of public keys, then match by the publicKeyFingerprint in the sign file. Also, 
 the public key bytes 
            returned from ListPublicKey API are DER encoded in PKCS#1 format: 
  
            PublicKeyInfo ::= SEQUENCE { 
                algorithm       AlgorithmIdentifier, 
                PublicKey       BIT STRING 
            } 
  
            AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE { 
                algorithm       OBJECT IDENTIFIER, 
                parameters      ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL 
            } 
        */ 
        byte[] pkcs1PublicKeyBytes = getPublicKey(signFile.getString("queryCompleteTime"), 
                signFile.getString("publicKeyFingerprint")); 
        byte[] signatureContent = Hex.decodeHex(signFile.getString("hashSignature")); 
  
        // Transform the PKCS#1 formatted public key to x.509 format. 
        RSAPublicKey rsaPublicKey = RSAPublicKey.getInstance(pkcs1PublicKeyBytes); 
        AlgorithmIdentifier rsaEncryption = new 
 AlgorithmIdentifier(PKCSObjectIdentifiers.rsaEncryption, null); 
        SubjectPublicKeyInfo publicKeyInfo = new SubjectPublicKeyInfo(rsaEncryption, 
 rsaPublicKey); 
  
        // Create the PublicKey object needed for the signature validation 
        PublicKey publicKey = KeyFactory.getInstance("RSA", "BC") 
                .generatePublic(new X509EncodedKeySpec(publicKeyInfo.getEncoded())); 
  
        // Verify signature 
        Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA", "BC"); 
        signature.initVerify(publicKey); 
        signature.update(hashListString.getBytes("UTF-8")); 
  
        if (signature.verify(signatureContent)) { 
            System.out.println("Sign file signature is valid."); 
        } else { 
            System.err.println("Sign file signature failed validation."); 
        } 
  
        System.out.println("Sign file validation completed."); 
    }
}

学習リソース
以下のリソースは、CloudTrail Lake の概要と使用方法についての理解を深めるのに役立ちます。
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• Modernize Your Audit Log Management Using CloudTrail Lake (CloudTrail Lake を使用して監査ログ管
理を最新化する) (YouTube 動画)

• Get visibility into the activity logs for your workforce and customer identities (社員とお客様の ID でのアク
ティビティログを可視化する) (AWS ブログ)

• AWS CloudTrail Lake を使用して AWS のサービスエンドポイントへの古い TLS 接続を識別する (AWS 
ブログ)

• Arctic Wolf が AWS CloudTrail Lake を使用してセキュリティと運用を簡素化する方法 (AWS ブログ)
• CloudTrail Lake FAQs (CloudTrail Lake に関するよくある質問）
• AWS CloudTrail API リファレンス
• AWS CloudTrail Data API Reference ( データ API リファレンス)
• AWS CloudTrail Partner Onboarding Guide (パートナーオンボーディングガイド)

AWS CLI を使用した CloudTrail Lake の管理
以下は、CloudTrail Lake でイベントデータストアとクエリを作成し、管理するためのサンプル AWS CLI 
コマンドです。

トピック
• CloudTrail データイベント用にイベントデータストアを作成する (p. 223)
• AWS Config 設定項目用に一意のイベントデータストアを作成する (p. 225)
• AWS 外からのイベントのログ記録を行う統合を作成する (p. 226)
• イベントデータストアを取得する (p. 231)
• アカウント内のすべてのイベントデータストアをリストする (p. 231)
• イベントデータストアを更新する (p. 232)
• イベントデータストアを削除する (p. 233)
• イベントデータストアを復元する (p. 233)
• すべてのチャネルを一覧表示する (p. 233)
• チャネルを更新する (p. 233)
• チャネルを削除して統合を削除する (p. 234)
• クエリを開始する (p. 234)
• クエリに関するメタデータを取得する (p. 234)
• クエリ結果を取得する (p. 235)
• イベントデータストアに対するすべてのクエリをリストする (p. 235)
• 実行中のクエリをキャンセルする (p. 236)

CloudTrail データイベント用にイベントデータストア
を作成する
次のサンプル AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドは、すべての Amazon S3 データイベ
ントを選択する my-event-data-store という名前のイベントデータストアを作成します。このイベ
ントデータストアの保存期間は 90 日です。--name は必須ですが、その他のパラメータはオプション
です。--retention-period に有効な値は、日数を表す 7 から 2557 の整数です。--retention-
period を指定しない場合、CloudTrail はデフォルトの保存期間である 2557 日を使用します。デフォル
トで、パラメータが追加されない場合でも --multi-region-enabled パラメータが設定され、イベン
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トデータストアにはすべてのリージョンのイベントが含まれます。デフォルトでは、AWS Organizations 
組織内のすべてのアカウントのためにイベントデータストアが有効になっているわけではありません。イ
ベントデータストアが組織内のすべてのアカウントについてのイベントを収集できるようにするには、--
organization-enabled パラメータを追加します。パラメータ --termination-protection-
enabled (デフォルト) および --no-termination-protection-enabled は、それぞれ終了保護を設
定および削除します。必要に応じて、AWS Key Management Service 暗号化を有効にし、コマンドに --
kms-key-id を追加するとともに、KMS キー ARN を値として指定して AWS KMS key を指定すること
を選択できます。--advanced-event-selectors パラメータは、イベントデータストア内のデータイ
ベントを含めたり除外したりします。--advanced-event-selectors の詳細については、「CloudTrail 
API リファレンス」の「AdvancedEventSelectors」を参照してください。

aws cloudtrail create-event-data-store \
--name my-event-data-store \
--retention-period 90 \
--kms-key-id "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789:alias/KMS_key_alias" \
--advanced-event-selectors '[ 
        { 
            "Name": "Select all S3 data events", 
            "FieldSelectors": [ 
                { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
                { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] }, 
                { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:aws:s3"] } 
            ] 
        } 
    ]'

以下に、応答の例を示します。

{ 
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE", 
    "Name": "my-event-data-store", 
    "Status": "CREATED", 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
            "Name": "Select all S3 data events", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::S3::Object" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.ARN", 
                    "StartsWith": [ 
                        "arn:aws:s3" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "MultiRegionEnabled": true, 
    "OrganizationEnabled": false, 
    "RetentionPeriod": 90, 
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789:alias/KMS_key_alias", 
    "TerminationProtectionEnabled": true, 
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    "CreatedTimestamp": "2021-12-09T22:19:39.417000-05:00", 
    "UpdatedTimestamp": "2021-12-09T22:19:39.603000-05:00"
}

AWS Config 設定項目用に一意のイベントデータスト
アを作成する
次のサンプル AWS CLI create-event-data-store コマンドは、AWS Config 設定項目を選択する my-
event-data-store という名前のイベントデータストアを作成します。この例のイベントデータスト
アの保持期間は 90 日間です。--name パラメータは必須です。他のパラメータはオプションです。--
retention-period に有効な値は、日数を表す 7 から 2557 の整数です。--retention-period を指
定しない場合、CloudTrail はデフォルトの保存期間である 2557 日を使用します。デフォルトでは、パラ
メータが追加されていない場合でも --multi-region-enabled が設定され、イベントデータストアに
はすべての AWS リージョン からの設定項目が含まれます。デフォルトでは、AWS Organizations 組織
内のすべてのアカウントのためにイベントデータストアが有効になっているわけではありません。イベ
ントデータストアが組織内のすべてのアカウントについての設定項目を収集できるようにするには、--
organization-enabled パラメータを追加します。パラメータ --termination-protection-
enabled (デフォルト) および --no-termination-protection-enabled は、それぞれ終了保護を
設定および削除します。必要に応じて、AWS Key Management Service 暗号化を有効にし、コマンドに
--kms-key-id を追加するとともに、KMS キー ARN を値として指定して AWS KMS key を指定するこ
とを選択できます。--advanced-event-selectors パラメータは、eventCategory フィールドが
ConfigurationItem と等しいことを指定することにより、イベントデータストアに設定項目を含めま
す。

aws cloudtrail create-event-data-store
--name my-event-data-store
--retention-period 90
--kms-key-id "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789:alias/KMS_key_alias" \
--advanced-event-selectors '[ 
        { 
            "Name": "Select AWS Config configuration items", 
            "FieldSelectors": [ 
                { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ConfigurationItem"] } 
            ] 
        } 
    ]'

以下に、応答の例を示します。

{ 
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE", 
    "Name": "my-event-data-store", 
    "Status": "CREATED", 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
            "Name": "Select AWS Config configuration items", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "ConfigurationItem" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "MultiRegionEnabled": true, 
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    "OrganizationEnabled": false, 
    "RetentionPeriod": 90, 
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789:alias/KMS_key_alias", 
    "TerminationProtectionEnabled": true, 
    "CreatedTimestamp": "2022-10-07T19:03:24.277000+00:00", 
    "UpdatedTimestamp": "2022-10-07T19:03:24.468000+00:00"
}

AWS 外からのイベントのログ記録を行う統合を作成
する

Note

統合は、現在 CloudTrail Lake がサポートしているすべての商用 AWS リージョン (me-central-1 
は除く) で利用が可能です。CloudTrail Lake がサポートされているリージョンについては、
「CloudTrail Lake でサポートされるリージョン (p. 168)」を参照してください。

AWS CLI では、AWS 外からのイベントのログ記録を行う統合を、4 つのコマンド (条件に適合したイベ
ントデータストアが既にある場合は 3 つのコマンド) で作成します。統合が送信先として使用するイベン
トデータストアは、単一のリージョンおよび単一のアカウント用にする必要があります。マルチリージョ
ンは使用できず、AWS Organizations の組織のイベントをログ記録することもできません。また、このス
トアに保存することができるのは、アクティビティイベントのみです。コンソール内のイベントタイプ
は、[Events from integrations] (統合からのイベント) にする必要があります。API 内での eventCategory
値は ActivityAuditLog にする必要があります。統合の詳細については、「AWS 外のイベントソース
との統合を作成する (p. 183)」を参照してください。

1. 統合に使用可能なイベントデータストアをまだ 1 つも作成していない場合は、create-event-data-store
を実行してそれを作成します。

次の例の AWS CLI コマンドでは、AWS 以外のイベントをログ記録するイベントデータストアを
作成しています。アクティビティイベントの場合、eventCategory フィールドのセレクタ値は
ActivityAuditLog です。このイベントデータストアでは、保持期間は 90 日に設定されています。
イベントデータストアのデフォルトでは、すべてのリージョンからイベントを収集しますが、ここで
は AWS 以外のイベントを収集しているため、--no-multi-region-enabled オプションを追加す
ることで、単一のリージョンを設定しています。終了保護はデフォルトで有効化されます。また、こ
のイベントデータストアでは、組織内のアカウントのためのイベント収集は行いません。

aws cloudtrail create-event-data-store \
--name my-event-data-store \
--no-multi-region-enabled \
--retention-period 90 \
--advanced-event-selectors '[ 
    { 
      "Name": "Select all external events", 
      "FieldSelectors": [ 
          { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ActivityAuditLog"] } 
        ] 
    } 
  ]'

以下に、応答の例を示します。

{ 
    "Name": "my-event-data-store", 
    "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE", 
    "RetentionPeriod": "90", 
    "MultiRegionEnabled": false, 
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    "OrganizationEnabled": false, 
    "TerminationProtectionEnabled": true, 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
           "Name": "Select all external events", 
           "FieldSelectors": [ 
              { 
                  "Field": "eventCategory", 
                  "Equals": [ 
                      "ActivityAuditLog" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

次のステップに進みチャネルの作成を行うには、イベントデータストアの ID (ARN のサフィックス、
または前出の応答例にある EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE) が必要になります。

2. create-channel コマンドを実行してチャネルを作成し、CloudTrail のイベントデータストアに向け
て、パートナーまたはソースアプリケーションがイベントを送信できるようにします。

チャネルは、以下のコンポーネントを含みます。

ソース

CloudTrail はこの情報を使用して、ユーザーに代わって CloudTrail にイベントデータを送信し
ているパートナーを特定します。ソースは必須で、AWS 以外のすべての有効なイベント用に
Custom とするか、パートナーイベントソースの名前を使用するか、どちらかを選びます。ソー
スごとに最大 1 つのチャネルが許可されます。

利用可能なパートナーの Source 値については、「統合パートナーに関する追加情
報 (p. 189)」を参照してください。

取り込みステータス

チャネルステータスでは、チャネルソースからの最後のイベントが、いつ受信されたかを知るこ
とができます。

送信先

送信先は、チャネルからイベントを受信している CloudTrail Lake イベントデータストアを示しま
す。チャネルのための送信先イベントデータストアは、変更することが可能です。

ソースからのイベントの受信を停止するには、対象のチャネルを削除します。

このコマンドを実行するには、送信先イベントデータストアの ID が少なくとも 1 つ必要です。送
信先として有効な型は EVENT_DATA_STORE です。取り込んだイベントは、複数のイベントデー
タストアに送信することができます。次のコマンドの例では、--destinations パラメーター
の Location 属性内にある ID で表される、2 つのイベントデータストアに対しイベントを送信す
るチャネルを作成します。--destinations、--name、および --source パラメータが必要で
す。CloudTrail パートナーからイベントを取り込むには、--source の値としてパートナーの名前を
指定します。AWS の外にある独自のアプリケーションからイベントを取り込むには、--source の
値として Custom を指定します。

aws cloudtrail create-channel \ 
    --region us-east-1 \ 
    --destinations '[{"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location": "EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-
bcf6cEXAMPLE"}, {"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location": "EXAMPLEg922-5n2l-3vz1- 
 apqw8EXAMPLE"}]' 
    --name my-partner-channel \ 
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    --source $partnerSourceName \

create-channel コマンドに対する応答の中から、新しいチャネルの ARN をコピーします。以降の手順
で put-resource-policy および put-audit-events コマンドを実行する際には、この ARN が
必要になります。

3. put-resource-policy コマンドを実行して、リソースポリシーをチャネルにアタッチします。リソース
ポリシーとは、JSON によるポリシードキュメントです。このドキュメントでは、指定したプリンシ
パルが対象のリソースにおいて実行できるアクションの種類と、その際の条件を指定します。チャネ
ルのリソースポリシーでプリンシパルとして定義されているアカウントは、PutAuditEvents API を
呼び出してイベントを配信することができます。

Note

チャネルのリソースポリシーを作成しない場合は、そのチャネルの所有者だけが、チャネル
内で PutAuditEvents API を呼び出すことができます。

ポリシーに必要な情報は、統合タイプによって決まります。

• 直接統合の場合、CloudTrail ではポリシーにパートナーの AWS アカウント ID を含める必要があ
り、パートナーから提供された固有の外部 ID を入力する必要があります。CloudTrail コンソールを
使用して統合を作成すると、CloudTrail はパートナーの AWS アカウント ID をリソースポリシーに
自動的に追加します。ポリシーに必要な AWS アカウント番号の取得方法については、パートナー
のドキュメントを参照してください。

• ソリューション統合では、少なくとも 1 つの AWS アカウント ID をプリンシパルとして指定する必
要があります。また、混乱した代理問題を防ぐために、オプションの外部 ID を入力することもでき
ます。

リソースポリシーには、以下の要件があります。

• ポリシーで定義されているリソース ARN は、ポリシーがアタッチされているチャネル ARN と一致
する必要があります。

• ポリシーには、cloudtrail-data:PutAuditEvents というアクションを 1 つだけ含めます。
• ポリシーには、少なくとも 1 つのステートメントを含めます。ポリシーには、最大 20 個のステー

トメントを記述できます。
• 各ステートメントには、少なくとも 1 つのプリンシパルを含めます。1 つのステートメントには、

最大 50 個のプリンシパルを記述できます。

aws cloudtrail put-resource-policy \ 
    --resource-arn "channelARN" \ 
    --policy "{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": 
    [ 
        { 
            "Sid": "ChannelPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": 
            { 
                "AWS": 
                [ 
                    "arn:aws:iam::111122223333:root", 
                    "arn:aws:iam::444455556666:root", 
                    "arn:aws:iam::123456789012:root" 
                ] 
            }, 
            "Action": "cloudtrail-data:PutAuditEvents", 
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            "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/
EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b", 
            "Condition": 
            { 
                "StringEquals": 
                { 
                    "cloudtrail:ExternalId": "UniqueExternalIDFromPartner" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}" 
                     

リソースポリシーの詳細については、「AWS CloudTrail リソースベースのポリシーの例 (p. 395)」
を参照してください。

4. PutAuditEvents API を実行して、アクティビティイベントを CloudTrail に取り込みま
す。CloudTrail に追加させるイベントのペイロードが必要になります。CloudTrail に取り込む前の段
階では、イベントペイロードに機密情報や個人を特定できる情報が含まれることはない点に注意して
ください。PutAuditEvents API では、cloudtrail エンドポイントではなく cloudtrail-data
CLI エンドポイントが使用されることに注意してください。

次に、put-audit-events CLI コマンドの使用例を示します。--audit-events および --channel-arn パラ
メータが必要です。--external-id パラメータは、リソースポリシーで外部 ID が定義されている場合に
必要です。前述のステップで作成したチャネルの ARN が必要です。--audit-events の値は、イベント
オブジェクトで構成された JSON 形式の配列です。 --audit-events には、イベントからの必須 
ID、EventData の値として必要なイベントのペイロード、CloudTrail に取り込んだ後のイベントの整
合性を検証するのに役立つオプションのチェックサム (p. )が含まれます。

aws cloudtrail-data put-audit-events \
--channel-arn $ChannelArn \
--external-id $UniqueExternalIDFromPartner \
--audit-events \
id="event_ID",eventData='"{event_payload}"' \
id="event_ID",eventData='"{event_payload}"',eventDataChecksum="optional_checksum"

次に、2 つのイベントを処理するコマンドの例を示します。

aws cloudtrail-data put-audit-events \
--channel-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:01234567890:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-
a06a-43969EXAMPLE \
--external-id UniqueExternalIDFromPartner \
--audit-events \
id="EXAMPLE3-0f1f-4a85-9664-d50a3EXAMPLE",eventData='"{\"eventVersion\":\0.01\",
\"eventSource\":\"custom1.domain.com\", ...
\}"' \
id="EXAMPLE7-a999-486d-b241-b33a1EXAMPLE",eventData='"{\"eventVersion\":\0.02\",
\"eventSource\":\"custom2.domain.com\", ...
\}"',eventDataChecksum="EXAMPLE6e7dd61f3ead...93a691d8EXAMPLE"

次のコマンドの例では、イベントペイロードの JSON ファイル (custom-events.json) を指定する
ための --cli-input-json パラメーターを追加しています。

aws cloudtrail-data put-audit-events --channel-arn $channelArn --external-id 
 $UniqueExternalIDFromPartner --cli-input-json file://custom-events.json --region us-
east-1

次は、JSON ファイル (custom-events.json) の内容の例です。
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{ 
    "auditEvents": [ 
      { 
        "eventData": "{\"version\":\"eventData.version\",\"UID\":\"UID\", 
        \"userIdentity\":{\"type\":\"CustomUserIdentity\",\"principalId\":\"principalId
\", 
        \"details\":{\"key\":\"value\"}},\"eventTime\":\"2021-10-27T12:13:14Z\",
\"eventName\":\"eventName\", 
        \"userAgent\":\"userAgent\",\"eventSource\":\"eventSource\", 
        \"requestParameters\":{\"key\":\"value\"},\"responseElements\":{\"key\":\"value
\"}, 
        \"additionalEventData\":{\"key\":\"value\"}, 
        \"sourceIPAddress\":\"12.34.56.78\",\"recipientAccountId\":\"152089810396\"}", 
        "id": "1" 
      } 
   ]
}

get-channel コマンドを実行すると、その統合が機能していることや、CloudTrail がソースから適切にイベ
ントを取り込んでいることを確認できます。get-channel の出力には、CloudTrail がイベントを受信した最
近のタイムスタンプが表示されます。

aws cloudtrail get-channel --channel arn:aws:cloudtrail:us-east-1:01234567890:channel/
EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE

(オプション) チェックサム値を計算する
PutAuditEvents リクエストで EventDataChecksum 値として指定したチェックサムは、その値と一
致するイベントを CloudTrail が受信したことを確認でき、イベントの整合性を検証するのに役立ちます。
チェックサム値は、次のコマンドを実行することで、Base64-SHA256 アルゴリズムによって計算されま
す。

printf %s "{"eventData": "{\"version\":\"eventData.version\",\"UID\":\"UID\", 
        \"userIdentity\":{\"type\":\"CustomUserIdentity\",\"principalId\":\"principalId\", 
        \"details\":{\"key\":\"value\"}},\"eventTime\":\"2021-10-27T12:13:14Z\",\"eventName
\":\"eventName\", 
        \"userAgent\":\"userAgent\",\"eventSource\":\"eventSource\", 
        \"requestParameters\":{\"key\":\"value\"},\"responseElements\":{\"key\":\"value\"}, 
        \"additionalEventData\":{\"key\":\"value\"}, 
        \"sourceIPAddress\":\"source_IP_address\", 
        \"recipientAccountId\":\"recipient_account_ID\"}", 
        "id": "1"}" \ 
 | openssl dgst -binary -sha256 | base64

このコマンドは、 チェックサムを返します。次に例を示します。

EXAMPLEDHjkI8iehvCUCWTIAbNYkOgO/t0YNw+7rrQE=

このチェックサム値が、PutAuditEvents リクエストの EventDataChecksum 値になります。
このチェックサムと受け取ったイベントのチェックサム値とが一致しない場合、CloudTrail は
InvalidChecksum エラーによりそのイベントを拒否します。
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イベントデータストアを取得する
次のサンプル AWS CLI get-event-data-store コマンドは、必須の --event-data-store パラメータに
よって指定されたイベントデータストアに関する情報を返します。このパラメータは、ARN または ARN 
の ID サフィックスを受け入れます。

aws cloudtrail get-event-data-store
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE

以下に、応答の例を示します。作成時刻と最終更新時刻は timestamp 形式です。

{ 
    "EventDataStoreARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE", 
    "Name": "my-event-data-store", 
    "Status": "Enabled", 
    "KmsKeyId": "kms_key_ID", 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
            "Name": "Select All S3 Data Events", 
            "FieldSelectors": [ 
                { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
                { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] }, 
                { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:aws:s3"] } 
            ] 
        } 
    ] 
    "CreatedTimestamp": 1248496624, 
    "UpdatedTimestamp": 1598296624, 
    "MultiRegionEnabled": true, 
    "RetentionPeriod": 90, 
    "TerminationProtectionEnabled": true,
}

アカウント内のすべてのイベントデータストアをリス
トする
次のサンプル AWS CLI list-event-data-stores コマンドは、現在のリージョン内のアカウントにあるすべて
のイベントデータストアに関する情報を返します。オプションのパラメータには、コマンドが単一のペー
ジに返す結果の最大数を指定する --max-results が含まれます。指定した --max-results 値よりも
多くの結果がある場合は、返された NextToken 値を追加してコマンドを再度実行し、結果の次のページ
を取得します。

aws cloudtrail list-event-data-stores

以下に、応答の例を示します。

{ 
    "EventDataStores": [ 
        { 
            "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE", 
            "Name": "my-event-data-store" 
        } 
    ]
}
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イベントデータストアを更新する
次のサンプル AWS CLI update-event-data-store コマンドは、イベントデータストアを更新して保存期間を 
100 日に変更し、終了保護を有効にします。--event-data-store パラメータ値は ARN (または ARN 
の ID サフィックス) で、必須です。その他のパラメータはオプションです。この例では、保持期間を 100 
日間に変更するために --retention-period パラメータが追加されています。必要に応じて、AWS 
Key Management Service 暗号化を有効にし、コマンドに --kms-key-id を追加するとともに、KMS 
キー ARN を値として指定して AWS KMS key を指定することを選択できます。--termination-
protection-enabled は、終了保護が有効になっていないイベントデータストアで終了保護を有効にす
るために追加されます。

AWS 外からのイベントのログを保存するイベントデータストアは、AWS のイベントをログ記録する
ように更新することはできません。同様に、AWS のイベントのログを保存するイベントデータストア
は、AWS 以外のイベントをログ記録するように更新することはできません。 AWS

aws cloudtrail update-event-data-store
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
--retention-period 100
--kms-key-id "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789:alias/KMS_key_alias" \
--termination-protection-enabled

以下に、応答の例を示します。

{ 
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE", 
    "Name": "my-event-data-store", 
    "Status": "ENABLED", 
    "KmsKeyId": "kms_key_ID", 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
            "Name": "Select all S3 data events", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::S3::Object" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.ARN", 
                    "StartsWith": [ 
                        "arn:aws:s3" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "MultiRegionEnabled": true, 
    "OrganizationEnabled": false, 
    "RetentionPeriod": 100, 
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789:alias/KMS_key_alias" 
    "TerminationProtectionEnabled": true, 
    "CreatedTimestamp": "2021-12-09T22:19:39.417000-05:00", 
    "UpdatedTimestamp": "2021-12-09T22:19:39.603000-05:00"
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}

イベントデータストアを削除する
次のサンプル AWS CLI delete-event-data-store コマンドは、イベントデータストア ARN、または ARN の 
ID サフィックスを受け入れる --event-data-store によって指定されたイベントデータストアを無効
にします。delete-event-data-store の実行後、イベントデータストアの最終状態が PENDING_DELETION
になり、イベントデータストアは 7 日間の待機期間後に自動的に削除されます。イベントデータストアに
は --no-termination-protection-enabled が設定されている必要があります。--termination-
protection-enabled が設定されている場合、この操作は機能しません。

イベントデータストアでの delete-event-data-store の実行後、無効化されたデータストアを使用している
クエリで list-queries、describe-query、または get-query-results を実行することはできません。イベント
データストアが削除保留中になっているときは、アカウントのイベントデータストア最大数 (10 個) に計上
されません。

aws cloudtrail delete-event-data-store
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE

コマンドが成功した場合、レスポンスはありません。

イベントデータストアを復元する
次のサンプル AWS CLI restore-event-data-store コマンドは、削除保留中のイベントデータストアを復元
します。イベントデータストアは、イベントデータストア ARN、または ARN の ID サフィックスを受け
入れる --event-data-store によって指定されます。削除されたイベントデータストアを復元できるの
は、削除後 7 日間の待機期間内のみです。

aws cloudtrail restore-event-data-store
--event-data-store EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE

レスポンスには、ARN、高度なイベントセレクタ、および復元のステータスなどのイベントデータストア
に関する情報が含まれています。

すべてのチャネルを一覧表示する
アカウントにあるすべてのチャネルを一覧表示するには、list-channels コマンドを実行します。次に例を
示します。

aws cloudtrail list-channels

チャネルを更新する
チャネルの名前、または送信先のイベントデータストアを更新するには、update-channel コマンドを実行
します。--channel パラメータが必須です。チャネルのソースを更新することはできません。次に例を
示します。

aws cloudtrail update-channel \
--channel aws:cloudtrail:us-east-1:01234567890:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE 
 \
--name "new-channel-name" \
--destinations '[{"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location": "EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-
bcf6cEXAMPLE"}, {"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location": "EXAMPLEg922-5n2l-3vz1- 
 apqw8EXAMPLE"}]'
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チャネルを削除して統合を削除する
パートナーイベント、あるいは、AWS の外部にあるその他のアクティビティイベントの取り込みを停止す
るには、delete-channel コマンドを実行して対象のチャネルを削除します。削除するチャネルの ARN、ま
たはチャネル ID (ARN のサフィックス) が必要です。次に例を示します。

aws cloudtrail delete-channel \
--channel EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE

クエリを開始する
次のサンプル AWS CLI start-query コマンドは、クエリステートメントで ID として指定されたイベン
トデータストアに対してクエリを実行し、指定された S3 バケットにクエリ結果を配信します。必須
の --query-statement パラメータは、一重引用符で囲まれた SQL クエリを提供します。オプショ
ンのパラメータには、指定された S3 バケットにクエリ結果を配信するための --delivery-s3uri が
含まれます。CloudTrail Lake で使用できるクエリ言語の詳細については、「CloudTrail Lake SQL の制
約 (p. 236)」を参照してください。

aws cloudtrail start-query
--query-statement 'SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE LIMIT 
 10'
--delivery-s3uri "s3://aws-cloudtrail-lake-query-results-12345678910-us-east-1"

レスポンスは QueryId 文字列です。クエリのステータスを取得するには、start-query によって返された
QueryId 値を使用して describe-query を実行します。クエリが成功した場合は、get-query-results を実行
して結果を取得できます。

出力

{ 
    "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE"
}

Note

1 時間以上実行するクエリは、タイムアウトすることがあります。クエリがタイムアウトする前
に、処理済みの部分的な結果を取得することはできます。
オプションの --delivery-s3uri パラメータを使用してクエリ結果を S3 バケットに配信する
場合、バケットポリシーはクエリ結果をバケットに配信するアクセス権限を CloudTrail に付与す
る必要があります。バケットポリシーを手動で編集する方法については、CloudTrail Lake クエリ
結果の Amazon S3 バケットポリシー (p. 402) を参照してください。

クエリに関するメタデータを取得する
次の例にある AWS CLI describe-query コマンドは、ミリ秒単位のクエリ実行時間、スキャン済みの一致し
たイベント数、スキャン済み合計バイト数、クエリのステータスなど、クエリに関するメタデータを取得
します。BytesScanned 値は、クエリが実行中でない限り、ユーザーのアカウントがクエリに対して請求
されるバイト数と一致します。

--query-id に値を指定する必要があります。

aws cloudtrail describe-query
--query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-eccf7EXAMPLE

以下に、応答の例を示します。
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{ 
    "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",  
    "QueryString": "SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE 
 LIMIT 10",  
    "QueryStatus": "RUNNING", 
    "QueryStatistics": { 
        "EventsMatched": 10, 
        "EventsScanned": 1000, 
        "BytesScanned": 35059, 
        "ExecutionTimeInMillis": 3821, 
        "CreationTime": "1598911142" 
    }
}

クエリ結果を取得する
次のサンプル AWS CLI get-query-results コマンドは、クエリのイベントデータ結果を取得します。--
event-data-store に ARN または ARN の ID サフィックスを指定し、start-query によって返された
QueryID を指定する必要があります。BytesScanned 値は、クエリが実行中でない限り、ユーザーのア
カウントがクエリに対して請求されるバイト数と一致します。オプションのパラメータには、コマンドが
単一のページに返す結果の最大数を指定する --max-query-results が含まれます。指定した --max-
query-results 値よりも多くの結果がある場合は、返された NextToken 値を追加してコマンドを再度
実行し、結果の次のページを取得します。

aws cloudtrail get-query-results
--query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-eccf7EXAMPLE

出力

{ 
    "QueryStatus": "RUNNING", 
    "QueryStatistics": { 
        "ResultsCount": 244, 
        "TotalResultsCount": 1582, 
        "BytesScanned":27044 
    }, 
    "QueryResults": [ 
      { 
        "key": "eventName", 
        "value": "StartQuery", 
      } 
   ], 
    "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",  
    "QueryString": "SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE 
 LIMIT 10", 
    "NextToken": "20add42078135EXAMPLE"
}

イベントデータストアに対するすべてのクエリをリス
トする
次のサンプル AWS CLI list-queries コマンドは、指定されたイベントデータストアについて、過去 7 
日間のクエリとクエリステータスのリストを返します。--event-data-store には、ARN、また
は ARN 値の ID サフィックスを指定する必要があります。オプションで、結果のリストを短くする
ために、--start-time と --end-time パラメータ、および --query-status 値を追加すること
で、タイムスタンプとしてフォーマットされた時間範囲を指定できます。QueryStatus に有効な値に
は、QUEUED、RUNNING、FINISHED、FAILED、または CANCELLED が含まれます。
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list-queries には、オプションのページ分割パラメータもあります。--max-results を使用して、コマン
ドが単一のページに返す結果の最大数を指定します。指定した --max-results 値よりも多くの結果があ
る場合は、返された NextToken 値を追加してコマンドを再度実行し、結果の次のページを取得します。

aws cloudtrail list-queries
--event-data-store EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
--query-status CANCELLED
--start-time 1598384589
--end-time 1598384602
--max-results 10

出力

{ 
    "Queries": [ 
        { 
          "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",  
          "QueryStatus": "CANCELLED", 
          "CreationTime": 1598911142 
        }, 
        { 
          "QueryId": "EXAMPLE2-4e89-9230-2127-5dr3aEXAMPLE",  
          "QueryStatus": "CANCELLED", 
          "CreationTime": 1598296624" 
        } 
     ], 
    "NextToken": "20add42078135EXAMPLE"
}

実行中のクエリをキャンセルする
次のサンプル AWS CLI cancel-query コマンドは、ステータスが RUNNING のクエリをキャンセルしま
す。--event-data-store に ARN または ARN 値の ID サフィックスを指定し、--query-id に値を指
定する必要があります。cancel-query を実行すると、cancel-query 操作がまだ終了していない場合でも、
クエリのステータスに CANCELLED が表示されることがあります。

Note

キャンセルされたクエリには、料金が発生する可能性があります。アカウントには、クエリを
キャンセルする前にスキャンされたデータ量に対する料金が請求されます。

以下は CLI の例です。

aws cloudtrail cancel-query
--query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-eccf7EXAMPLE

出力

QueryId -> (string)
QueryStatus -> (string)

CloudTrail Lake SQL の制約
CloudTrail Lake クエリは SQL 文字列です。このセクションでは、クエリを作成するために使用する、許
可された SQL 言語について説明します。

SELECT ステートメントのみが許可されます。データを変更できるクエリ文字列はありません。API 
は、SELECT ステートメントのスコープを、以下のテンプレートに示されている引数ツリーに制限しま
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す。このセクションで説明されていないキーワード、演算子、または関数は使用できません。イベント
データストア ID (イベントデータストアの ARN の ID 部分) が、テーブルに対して有効な値です。

SELECT [ DISTINCT ] columns [ Aggregate ]
[ FROM Tables event_data_store_ID]
[ WHERE columns [ Conditions ] ]
[ GROUP BY columns [ DISTINCT | Aggregate ] ]
[ HAVING columns [ Aggregate | Conditions ] ]
[ ORDER BY columns [ Aggregate | ASC | DESC | NULLS | FIRST | LAST ]
[ LIMIT [ INT ] ]

トピック
• CloudTrail イベントレコードフィールドでサポートされるスキーマ (p. 237)
• AWS Config 設定項目レコードフィールド用にサポートされているスキーマ (p. 239)
• AWS Audit Manager エビデンスレコードフィールド用にサポートされているスキーマ (p. 240)
• AWS 以外のイベントフィールドでサポートされるスキーマ (p. 241)
• 集約関数、条件および結合演算子 (p. 242)
• サポートされている関数 (p. 243)
• 高度なマルチテーブルクエリのサポート (p. 244)

CloudTrail イベントレコードフィールドでサポートさ
れるスキーマ
CloudTrail イベントレコードフィールドのための有効な SQL スキーマを次に示します。

[ 
    { 
        "Name": "eventversion", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "useridentity", 
        "Type": 
 "struct<type:string,principalid:string,arn:string,accountid:string,accesskeyid:string, 
                 
 username:string,sessioncontext:struct<attributes:struct<creationdate:timestamp, 
                 
 mfaauthenticated:string>,sessionissuer:struct<type:string,principalid:string,arn:string, 
                 
 accountid:string,username:string>,webidfederationdata:struct<federatedprovider:string, 
                 
 attributes:map<string,string>>,sourceidentity:string,ec2roledelivery:string, 
                 ec2issuedinvpc:string>,invokedby:string,identityprovider:string>" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventtime", 
        "Type": "timestamp" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventsource", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventname", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
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        "Name": "awsregion", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "sourceipaddress", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "useragent", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "errorcode", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "errormessage", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "requestparameters", 
        "Type": "map<string,string>" 
    }, 
    { 
        "Name": "responseelements", 
        "Type": "map<string,string>" 
    }, 
    { 
        "Name": "additionaleventdata", 
        "Type": "map<string,string>" 
    }, 
    { 
        "Name": "requestid", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventid", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "readonly", 
        "Type": "boolean" 
    }, 
    { 
        "Name": "resources", 
        "Type": "array<struct<accountid:string,type:string,arn:string,arnprefix:string>>" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventtype", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "apiversion", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "managementevent", 
        "Type": "boolean" 
    }, 
    { 
        "Name": "recipientaccountid", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "sharedeventid", 
        "Type": "string" 
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    }, 
    { 
        "Name": "annotation", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "vpcendpointid", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "serviceeventdetails", 
        "Type": "map<string,string>" 
    }, 
    { 
        "Name": "addendum", 
        "Type": "map<string,string>" 
    }, 
    { 
        "Name": "edgedevicedetails", 
        "Type": "map<string,string>" 
    }, 
    { 
        "Name": "insightdetails", 
        "Type": "map<string,string>" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventcategory", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "tlsdetails", 
        "Type": 
 "struct<tlsversion:string,ciphersuite:string,clientprovidedhostheader:string>" 
    }, 
    { 
        "Name": "sessioncredentialfromconsole", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventjson", 
        "Type": "string" 
    } 
    { 
        "Name": "eventjsonchecksum", 
        "Type": "string" 
    }
]

AWS Config 設定項目レコードフィールド用にサポー
トされているスキーマ
設定項目レコードフィールドの有効な SQL スキーマを次に示します。設定項目では、eventcategory
の値は ConfigurationItem であり、eventtype の値は AwsConfigurationItem です。

[ 
    { 
        "Name": "eventversion", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventcategory", 
        "Type": "string" 
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    }, 
    { 
        "Name": "eventtype", 
        "Type": "string" 
    }, 
        "Name": "eventid", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventtime", 
        "Type": "timestamp" 
    }, 
    { 
        "Name": "awsregion", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "recipientaccountid", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "addendum", 
        "Type": "map<string,string>" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventdata", 
        "Type": "struct<configurationitemversion:string,configurationitemcapturetime: 
                 
 string,configurationitemstatus:string,configurationitemstateid:string,accountid:string, 
                 
 resourcetype:string,resourceid:string,resourcename:string,arn:string,awsregion:string, 
                 
 availabilityzone:string,resourcecreationtime:string,configuration:map<string,string>, 
                 supplementaryconfiguration:map<string,string>,relatedevents:string, 
                 relationships:struct<name:string,resourcetype:string,resourceid:string, 
                 resourcename:string>,tags:map<string,string>>" 
    }
]

AWS Audit Manager エビデンスレコードフィールド用
にサポートされているスキーマ
Audit Manager エビデンスレコードフィールドの有効な SQL スキーマを次に示します。Audit Manager 
エビデンスレコードフィールドでは、eventcategory の値は Evidence であり、eventtype の値は
AwsAuditManagerEvidence です。Audit Manager を使用して CloudTrail Lake でエビデンスを集約する
方法の詳細については、「AWS Audit Manager ユーザーガイド」の「Evidence finder」(エビデンスファイ
ンダー) を参照してください。

[ 
    { 
        "Name": "eventversion", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventcategory", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventtype", 
        "Type": "string" 
    }, 
        "Name": "eventid", 
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        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventtime", 
        "Type": "timestamp" 
    }, 
    { 
        "Name": "awsregion", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "recipientaccountid", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "addendum", 
        "Type": "map<string,string>" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventdata", 
        "Type": 
 "struct<attributes:map<string,string>,awsaccountid:string,awsorganization:string, 
                 
 compliancecheck:string,datasource:string,eventname:string,eventsource:string, 
                 
 evidenceawsaccountid:string,evidencebytype:string,iamid:string,evidenceid:string, 
                 time:timestamp,assessmentid:string,controlsetid:string,controlid:string, 
                 
 controlname:string,controldomainname:string,frameworkname:string,frameworkid:string, 
                 
 service:string,servicecategory:string,resourcearn:string,resourcetype:string, 
                 
 evidencefolderid:string,description:string,manualevidences3resourcepath:string, 
                 evidencefoldername:string,resourcecompliancecheck:string>" 
    }
]

AWS 以外のイベントフィールドでサポートされるス
キーマ

Note

現在、CloudTrail Lake がサポートしている (me-central-1 を除いた) すべての商用 AWS リージョ
ン で、AWS 以外のイベントからアクティビティイベントのログ記録が行えます。CloudTrail 
Lake がサポートされているリージョンについては、「CloudTrail Lake でサポートされるリー
ジョン (p. 168)」を参照してください。

以下に、AWS 以外のイベント向けとして有効な SQL スキーマを示します。AWS 以外のイベントの場
合、eventcategory の値は ActivityAuditLog に、また eventtype の値は ActivityLog になりま
す。

[ 
    { 
        "Name": "eventversion", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventcategory", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventtype", 
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        "Type": "string" 
    }, 
        "Name": "eventid", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventtime", 
        "Type": "timestamp" 
    }, 
    { 
        "Name": "awsregion", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "recipientaccountid", 
        "Type": "string" 
    }, 
    { 
        "Name": "addendum", 
        "Type": 
 "struct<reason:string,updatedfields:string,originalUID:string,originaleventid:string>" 
    }, 
    { 
        "Name": "metadata", 
        "Type": "struct<ingestiontime:string,channelarn:string>" 
    }, 
    { 
        "Name": "eventdata", 
        "Type": "struct<version:string,useridentity:struct<type:string, 
                 
 principalid:string,details:map<string,string>>,useragent:string,eventsource:string, 
                 
 eventname:string,eventtime:string,uid:string,requestparameters:map<string,string>>, 
                 
 responseelements":map<string,string>>,errorcode:string,errormssage:string,sourceipaddress:string, 
                 recipientaccountid:string,additionaleventdata":map<string,string>>" 
    }
]

集約関数、条件および結合演算子
以下は、許可される Aggregate 関数です。

SUM
MIN
MAX
AVG
COUNT

以下は、許可される Condition 演算子です。

AND
OR
IN
NOT
IS (NOT) NULL
LIKE
<
>
<=
>=
<>
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!=
( conditions ) #parenthesised conditions

以下は、許可される JOIN 演算子です。複数テーブルクエリの実行の詳細については、「高度なマルチ
テーブルクエリのサポート (p. 244)」を参照してください。

UNION  
UNION ALL  
EXCEPT  
INTERSECT  
LEFT JOIN  
RIGHT JOIN  
INNER JOIN     

サポートされている関数
以下は、CloudTrail Lake クエリでサポートされる関数です。説明と例については、Presto 0.266 のドキュ
メントウェブサイトで「JSON Functions and Operators」(JSON 関数と演算子) を参照してください。

関数

element_at(Map | Array, Object | number) ➝ Object

cardinality(Map | Array) ➝ BigInt

日付変換関数 (以下の表を参照してください)

map_values(Map) ➝ Array(Object)

map_keys(Map) ➝ Array(Object)

contains(array, object) ➝ boolean

array_distinct(array) ➝ array

array_max(array) ➝ Object、array_min(array)➝ Object

slice(array, start, length) ➝ array

json_parse(string) ➝ json

is_json_scalar(json) ➝ boolean

json_extract(json, string) ➝ Json

json_extract_scalar(json, string) ➝ string

json_format(json) ➝ string

json_array_contains(json_array, object) ➝ boolean

json_array_get(json_array, index) ➝ json

json_array_length(json_array)➝ bigInt

サポートされる日付変換関数
日付関数と時刻関数の詳細については、Presto 0.266 ドキュメントウェブサイトの「Date and Time 
Functions and Operators」(日付と時刻の関数と演算子) を参照してください。
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日付変換関数

current_timestamp

date

date_add

date_trunc

day

day_of_month

day_of_week

day_of_year

dow

doy

hour

millisecond

minute

month

now

quarter

second

week

week_of_year

year

year_of_week

yow

高度なマルチテーブルクエリのサポート
CloudTrail Lake は、複数のイベントデータストアで高度なクエリ言語をサポートしています。サブクエリ
を含まないクエリのみがサポートされます。

• UNION|UNION ALL|EXCEPT|INTERSECT (p. 245)
• LEFT|RIGHT|INNER JOIN (p. 245)

クエリを実行するには、AWS CLI の start-query コマンドを使用します。このセクションのサンプルクエ
リのいずれかを使用した例を次に示します。

aws cloudtrail start-query
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--query-statement "Select eventId, eventName from EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE 
 UNION Select eventId, eventName from EXAMPLEg741-6y1x-9p3v-bnh6iEXAMPLE UNION ALL Select 
 eventId, eventName from EXAMPLEb529-4e8f9l3d-6m2z-lkp5sEXAMPLE ORDER BY eventId LIMIT 10;"

レスポンスは QueryId 文字列です。クエリのステータスを取得するには、start-query によって返さ
れた QueryId 値を使用して describe-query を実行します。クエリが成功した場合は、get-query-
results を実行して結果を取得できます。

UNION|UNION ALL|EXCEPT|INTERSECT
このリリースでは、複数テーブルクエリ (複数のイベントデータストアで実行できるクエリ) が追加されて
います。3 つのイベントデータストア (EDS1、EDS2、および EDS3) 内のイベント ID とイベント名でイ
ベントを検索するために UNION と UNION ALL を使用するサンプルクエリを次に示します。結果は最初に
各イベントデータストアから選択されてから連結され、イベント ID 順に並べられます。10 個のイベント
に制限されます。

Select eventId, eventName from EDS1
UNION
Select eventId, eventName from EDS2
UNION ALL
Select eventId, eventName from EDS3  
ORDER BY eventId LIMIT 10;

LEFT|RIGHT|INNER JOIN
このリリースでは、複数テーブルクエリ (複数のイベントデータストアで実行できるクエリ) が追加されて
います。edsB にマッピングされた eds2 という名前のイベントデータストアから、プライマリ (左) イベ
ントデータストア edsA 内のイベントと一致するすべてのイベントを検索するために LEFT JOIN を使用
するサンプルクエリを次に示します。返されるイベントは 2020 年 1 月 1 日以前に発生したものであり、
イベント名のみが返されます。

SELECT edsA.eventName, edsB.eventName, element_at(edsA.map, 'test')
FROM eds1 as edsA  
LEFT JOIN eds2 as edsB
ON edsA.eventId = edsB.eventId  
WHERE edsA.eventtime <= '2020-01-01'
ORDER BY edsB.eventName;

サポートされている CloudWatch メトリクス
CloudTrail Lake は Amazon CloudWatch メトリクスをサポートしています。CloudWatch は、AWS リ
ソースのモニタリングサービスです。CloudWatch を使用して、メトリクスの収集と追跡、アラーム設
定、AWS リソースの変更に対する自動的な対応ができます。

AWS/CloudTrail 名前空間には、CloudTrail Lake の以下のメトリクスが含まれています。

メトリクス 説明 単位

HourlyDataIngested 過去 1 時間にイベントデータス
トアに取り込まれたデータ量。
この指標は 1 時間ごとに更新さ
れます。

バイト
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メトリクス 説明 単位

TotalDataRetained 保持期間全体にわたってイベン
トデータストアに保持される
データの量。この指標は毎晩更
新されます。

バイト

CloudWatch メトリクスの詳細については、次のトピックを参照してください。

• Amazon CloudWatch メトリクスを使用する
• Amazon CloudWatch でのアラームの使用
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CloudTrail ログファイルの使用
CloudTrail ファイルを使用して、より高度なタスクを実行できます。

• リージョンごとに複数の証跡を作成します。
• CloudWatch Logs を送信して CloudTrail ログファイルをモニタリングします。
• アカウント間でログファイルを共有します。
• AWS CloudTrail Processing Library を使用して、Java でログ処理アプリケーションを作成します。
• ログファイルを検証して、CloudTrail によって配信された後に変更されていないことを確認します。

アカウントでイベントが発生すると、CloudTrail はイベントが証跡の設定と一致するかどうかを評価しま
す。証跡設定に一致するイベントだけが、Amazon S3 バケットと Amazon CloudWatch Logs ロググルー
プに配信されます。

証跡が指定したイベントのみを処理してログに記録するように、複数の証跡を異なる方法で設定すること
ができます。たとえば、ある証跡は読み取り専用データと管理イベントをログに記録してすべての読み取
り専用イベントを 1 つの S3 バケットに配信するように設定し、別の証跡は書き込み専用データと管理イ
ベントをログに記録してすべての書き込み専用イベントを別の S3 バケットに配信するように設定できま
す。

また、ある証跡は 1 つの証跡ログを使用してすべての管理イベントを 1 つの S3 バケットに配信し、別の
証跡はすべてのデータイベントをログに記録して別の S3 バケットに配信するように、設定することもで
きます。

次の情報をログ記録するように証跡を設定できます。

• データイベント (p. 257): これらのイベントでは、リソース上またはリソース内で実行されたリソース
オペレーションについての洞察が得られます。これらのイベントは、データプレーンオペレーションと
も呼ばれます。

• 管理イベント (p. 250): 管理イベントでは、AWS アカウントのリソースで実行される管理オペレー
ションについて知ることができます。これらのイベントは、コントロールプレーンオペレーションとも
呼ばれます。管理イベントは、アカウントで発生する非 API イベントを含む場合もあります。例えば、
ユーザーがアカウントにログインすると、CloudTrail は ConsoleLogin イベントをログに記録します。
詳細については、「CloudTrail によってキャプチャされる API 以外のイベント (p. 467)」を参照してく
ださい。

Note

すべての AWS サービスが CloudTrail イベントをサポートしているわけではありません。サ
ポートされるサービスの詳細については、「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。特定のサービスで記録されている API の詳細情報について
は、「CloudTrail がサポートされているサービスと統合 (p. 26)」で該当サービスのドキュメン
トを参照してください。

• インサイトイベント (p. 285): アカウントで検出された異常なアクティビティをインサイトイベント
がキャプチャします。インサイトイベントを有効にして、CloudTrail が異常なアクティビティを検出し
た場合、インサイトイベントは証跡の宛先 S3 バケットに記録されますが、別のフォルダに保存されま
す。CloudTrail コンソールでインサイトイベントを表示すると、インサイトイベントのタイプとインシ
デント期間も確認できます。CloudTrail 追跡でキャプチャされた他のタイプのイベントとは異なり、イ
ンサイトイベントは、アカウントの典型的な使用パターンと大きく異なるアカウントの API 使用状況の
変化を CloudTrail が検出した場合にだけログに記録されます。
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インサイトイベントは、書き込み管理 API に対してのみ生成されます。

トピック
• 証跡を複数作成する (p. 248)
• 管理イベントのログ記録 (p. 250)
• データイベントをログ記録する (p. 257)
• 証跡の Insights イベントの記録 (p. 285)
• CloudTrail ログ ファイルを複数のリージョンから受け取る (p. 293)
• CloudTrail でのデータ整合性の管理 (p. 294)
• Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルをモニタリングする (p. 295)
• 複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る (p. 320)
• AWS アカウント間での CloudTrail ログファイルを共有する (p. 328)
• CloudTrail ログファイルの整合性の検証 (p. 338)
• CloudTrail Processing Library の使用 (p. 358)

証跡を複数作成する
CloudTrail ログファイルは、AWS アカウント内でのオペレーションやセキュリティに関する問題をトラ
ブルシューティングするために使用できます。ユーザーの種類ごとに複数の証跡を作成すれば、それらの
ユーザーが独自の証跡を作成し、管理できるようになります。証跡のログファイルの配信先としては、個
別の S3 バケットか、共有の S3 バケットを設定できます。

Note

複数の認跡の作成では、追加コストが発生します。詳細については、AWS CloudTrail 料金を参照
してください。

例えば、次のような要件に応じて、ユーザーごとの証跡を作成できます。

• セキュリティ管理者が欧州 (アイルランド) リージョンの証跡を作成し、KMS のログファイル暗号化を
設定できるようにします。この証跡では、欧州 (アイルランド) リージョンの S3 バケットにログファイ
ルを配信します。

• IT 監査者が欧州 (アイルランド) リージョンの証跡を作成し、CloudTrail からの配信以降にログファイル
が変更されていないことを確認するためのログファイル整合性検証を設定できるようにします。この証
跡では、欧州 (フランクフルト) リージョンの S3 バケットにログファイルを配信するよう設定します。

• デベロッパーが欧州 (フランクフルト) リージョンの証跡を作成し、特定の API アクティビティについて
通知を受け取るための CloudWatch アラームを設定できるようにします。この証跡では、ログファイル
の整合性確認用に設定された証跡と同じ S3 バケットを共有します。

• もう 1 人のデベロッパーが欧州 (フランクフルト) リージョンの証跡を作成し、SNS を設定できるよう
にします。ログファイルは、欧州 (フランクフルト) リージョンの個別の S3 バケットに配信します。

次の図は、この例を説明したものです。
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Note

証跡はリージョンごとに最大 5 つ作成できます。すべてのリージョンのアクティビティをログに
記録する証跡は、リージョンごとに 1 つの証跡としてカウントされます。

リソースレベルのアクセス許可を使用して、ユーザーが CloudTrail に対して実行できるオペレーションを
管理することもできます。

たとえば、あるユーザーに証跡のアクティビティ表示権限を付与しながらも、ログ記録の開始権限や停止
権限は制限するといったことが可能です。また、証跡の作成や削除を行えるフル権限は別のユーザーに
付与するといったことも可能です。これにより、証跡とユーザーアクセスを詳細に制御することができま
す。

リソースレベルのアクセス許可の詳細については、「例: 特定の証跡に対するアクションのポリシーの作成
と適用 (p. 386)」を参照してください

複数の証跡の使用に関する詳細については、以下の関連リソースを参照してください。

• CloudTrail のリージョン内動作とグローバル動作 (p. 15)
• CloudTrail のよくある質問
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管理イベントのログ記録
デフォルトでは、証跡は管理イベントを記録し、データイベントや Insights イベントは記録しません。

デフォルトでは、イベントデータストアは管理イベントを記録し、データイベントは記録しません。イベ
ントデータストアは、現在 Insights イベントをサポートしていません。

データイベントや Insights イベントには追加料金が適用されます。詳細については、「AWS CloudTrail 料
金」を参照してください。

目次
• 管理イベント (p. 250)

• AWS Management Console での管理イベントのログ記録 (p. 250)
• 読み取りおよび書き込みイベント (p. 251)
• AWS Command Line Interface を使用してイベントのログを記録する (p. 252)

• 例：証跡での管理イベントの記録 (p. 252)
• 例: イベントデータストアの管理イベントのログ記録 (p. 254)

• AWS SDK を使用してイベントのログを記録する (p. 257)
• Amazon CloudWatch Logs へのイベントの送信 (p. 257)

管理イベント
管理イベントでは、AWS アカウントのリソースで実行される管理オペレーションについて知ることができ
ます。これらのイベントは、コントロールプレーンオペレーションとも呼ばれます。管理イベントには、
次のようなものがあります。

• セキュリティの設定 (例: IAM AttachRolePolicy API オペレーション)。
• デバイスの登録 (例: Amazon EC2 CreateDefaultVpc API オペレーション)。
• データをルーティングするルールの設定 (例: Amazon EC2 CreateSubnet API オペレーション)。
• ログ記録の設定 (例: AWS CloudTrail CreateTrail API オペレーション)

管理イベントは、アカウントで発生する非 API イベントを含む場合もあります。例えば、ユーザーが
アカウントにログインすると、CloudTrail は ConsoleLogin イベントをログに記録します。詳細に
ついては、「CloudTrail によってキャプチャされる API 以外のイベント (p. 467)」を参照してくださ
い。CloudTrail が AWS のサービスについてログに記録するサポートされている管理イベントの一覧につ
いては、「CloudTrail がサポートされているサービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

デフォルトでは、証跡とイベントデータストアは管理イベントをログに記録するように設定されま
す。CloudTrail が AWS のサービスについてログに記録するサポートされている管理イベントの一覧につ
いては、「CloudTrail がサポートされているサービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

Note

CloudTrail の [イベント履歴] 機能では、管理イベントのみサポートされています。すべての管理
イベントがイベント履歴に表示されるわけではありません。[イベント履歴] から AWS KMS また
は Amazon RDS Data API イベントを除外することはできません。証跡またはイベントデータス
トアに適用する設定は [イベント履歴] に設定されています。詳細については、「CloudTrail Event 
履歴でのイベントの表示 (p. 57)」を参照してください。

AWS Management Console での管理イベントのログ記録
1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 

コンソールを開きます。
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2. 証跡を更新するには、CloudTrail コンソールの [証跡] ページを開き、証跡名を選択します。

イベントデータストアを更新するには、CloudTrail コンソールの [イベントデータストア] ページを開
き、イベントデータストア名を選択します。

3. [Management events] (管理イベント) で、[Edit] (編集) を選択します。

• 証跡またはイベントデータストアで記録する対象を [読み取り] イベント、[書き込み] イベント、ま
たはその両方を選択します。

• [AWS KMS イベントを除外する] を選択して AWS Key Management Service (AWS KMS) イベント
を、証跡またはイベントデータストアから除外します。デフォルト設定では、すべての AWS KMS 
イベントが含まれています。

AWS KMS イベントをログまたは除外するオプションは、証跡またはイベントデータストアの管理
イベントをログに記録する場合にのみ使用できます。管理イベントをログに記録しないように選択
した場合は、AWS KMS イベントはログに記録されず、AWS KMS イベントログ設定は変更できま
せん。

通常、Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey などの AWS KMS アクションは、大容量イベン
ト (99% 以上) を生成します。これらのアクションは、[読み取り] イベントとしてログに記録され
るようになりました。Disable、Delete、および ScheduleKey などの小容量の関連する AWS 
KMS アクション (通常、AWS KMS イベントボリュームの 0.5% 未満を占める) は、[Write] (書き込
み) イベントとしてログに記録されます。

Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey のようなボリュームの大きなイベントを除外
し、Disable、Delete、ScheduleKey などの関連イベントを記録する場合は、[書き込み] 管理イ
ベントを記録することを選択し、[Exclude AWS KMS events] チェックボックスをオフにします。

• [Amazon RDS Data API イベントを除外する] を選択して、証跡またはイベントデータストアから 
Amazon Relational Database Service データ API イベントを除外できます。デフォルト設定では、
すべての Amazon RDS Data API イベントが含まれています。Amazon RDS Data API イベントの詳
細については、「Aurora の　Amazon RDS Amazon RDS ユーザーガイド」の「AWS CloudTrail に
よる Data API コールのログ記録」を参照してください。

完了したら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

読み取りおよび書き込みイベント
管理イベントをログに記録するように証跡またはイベントデータストアを設定するときは、読み取り専用
イベントまたは書き込み専用イベントのどちらか一方のみまたは両方を指定できます。

• 読み込み

読み取り専用イベントには、リソースの読み取りのみ行い、変更を行わない API オペレーションが含ま
れます。例えば、Amazon EC2 の DescribeSecurityGroups および DescribeSubnets API オペ
レーションは読み取り専用イベントです。これらのオペレーションは、Amazon EC2 リソースに関する
情報のみを返し、設定は変更しません。

• 書き込み

書き込み専用イベントには、リソースを変更する (または変更する可能性がある) API オペレーションが
含まれます。例えば、Amazon EC2 の RunInstances および TerminateInstances API オペレー
ションはインスタンスを変更します。
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例: 読み取りイベントと書き込みイベントを別の証跡に記録する

次の例では、アカウントに対するログアクティビティを異なる S3 バケットに分けるように証跡を設定す
る方法を示します。1 つのバケットは読み取り専用イベントを受け取り、もう 1 つのバケットは書き込み
専用イベントを受け取ります。

1. 証跡を作成し、ログファイルを受け取る read-only-bucket という名前の S3 バケットを選択しま
す。次に、証跡を更新し、[読み取り] 管理イベントを記録するように指定します。

2. 第 2 の証跡を作成し、ログファイルを受け取る write-only-bucket という名前の S3 バケットを
選択します。次に、証跡を更新し、書き込み管理イベントを記録するように指定します。

3. Amazon EC2 の DescribeInstances および TerminateInstances API オペレーションがアカウ
ントで発生します。

4. DescribeInstances API オペレーションは読み取り専用イベントであり、1 番目の証跡の設定と一
致します。証跡は、イベントをログに記録して read-only-bucket に配信します。

5. TerminateInstances API オペレーションは書き込み専用イベントであり、2 番目の証跡の設定と
一致します。証跡は、イベントをログに記録して write-only-bucket に配信します。

AWS Command Line Interface を使用してイベントの
ログを記録する
AWS CLI を使用して、管理イベントのログを記録するように証跡またはイベントデータストアを設定でき
ます。

トピック
• 例：証跡での管理イベントの記録 (p. 252)
• 例: イベントデータストアの管理イベントのログ記録 (p. 254)

例：証跡での管理イベントの記録
証跡が管理イベントをログに記録しているかどうかを確認するには、get-event-selectors コマンド
を実行します。

aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName

次の例では、証跡のデフォルト設定が返されます。デフォルトでは、証跡はすべての管理イベントをログ
に記録して、すべてのイベントソースからイベントをログに記録し、データイベントはログに記録しませ
ん。

{ 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName", 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
            "Name": "Management events selector", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Management" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}
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管理イベントをログに記録するように証跡を設定するには、put-event-selectors コマンドを実行し
ます。次の例では、2 つの S3 オブジェクトに対するすべての管理イベントを含めるように証跡を設定す
る方法を示します。1 つの証跡に 1~5 個のイベントセレクタを指定できます。1 つの証跡に 1~250 個の
データリソースを指定できます。

Note

イベントセレクタの数にかかわらず、S3 データリソースの最大数は 250 個です。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors 
 '[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents":true, "DataResources": [{ "Type": 
 "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::mybucket/prefix", "arn:aws:s3:::mybucket2/
prefix2"] }] }]'

次の例は、証跡に対して設定されているイベントセレクタを返します。

{ 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName", 
    "EventSelectors": [ 
        { 
            "ReadWriteType": "All", 
            "IncludeManagementEvents": true, 
            "DataResources": [ 
                { 
                    "Type": "AWS::S3::Object", 
                    "Values": [ 
                        "arn:aws:s3:::mybucket/prefix", 
                        "arn:aws:s3:::mybucket2/prefix2", 
                    ]   
                } 
            ], 
            "ExcludeManagementEventSources": [] 
        } 
    ]
}

証跡のログから AWS Key Management Service (AWS KMS) イベントを除外するに
は、put-event-selectors コマンドを実行し、値が kms.amazonaws.com の属性
ExcludeManagementEventSources を追加します。次の例では、TrailName という名前の証跡のイ
ベントセレクタを作成し、読み取り専用管理イベントと書き込み専用管理イベントを含めますが、AWS 
KMS イベントを除外します。AWS KMS では大量のイベントが生成される場合があるため、この例のユー
ザーは、証跡のコストを管理するためにイベントを制限できます。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources": 
 ["kms.amazonaws.com"],"IncludeManagementEvents": true}]'

例では、証跡に対して設定されているイベントセレクタを返します。

{ 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName", 
    "EventSelectors": [ 
        { 
            "ReadWriteType": "All", 
            "IncludeManagementEvents": true, 
            "DataResources": [], 
            "ExcludeManagementEventSources": [ 
                "kms.amazonaws.com" 
            ] 
        } 
    ]
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}

証跡のログから Amazon RDS Data API イベントを除外するには、put-event-selectors コマンドを
実行し、値が rdsdata.amazonaws.com の属性 ExcludeManagementEventSources を追加します。
次の例では、TrailName という名前の証跡のイベントセレクタを作成し、読み取り専用管理イベントと
書き込み専用管理イベントを含めますが、Amazon RDS Data API イベントを除外します。Amazon RDS 
Data API では大量のイベントが生成される場合があるため、この例のユーザーは、証跡のコストを管理す
るためにイベントを制限できます。

{ 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName", 
    "EventSelectors": [ 
        { 
            "ReadWriteType": "All", 
            "IncludeManagementEvents": true, 
            "DataResources": [], 
            "ExcludeManagementEventSources": [ 
                "rdsdata.amazonaws.com" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWS KMS または Amazon RDS Data API イベントの記録を再び開始するには、次のコマンドに示すよう
に ExcludeManagementEventSources の値として空の文字列を渡します。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors 
 '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources": [],"IncludeManagementEvents": 
 true}]'

Disable、Delete、ScheduleKey などの関連 AWS KMS イベントを証跡に記録する
が、Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey などの大容量 AWS KMS イベントを除外するには、次の
例に示すように、書き込み専用管理イベントをログに記録し、デフォルト設定のまま AWS KMS イベント
をログに記録します。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "WriteOnly","ExcludeManagementEventSources": 
 [],"IncludeManagementEvents": true}]'

例: イベントデータストアの管理イベントのログ記録
イベントデータストアに管理イベントが含まれているかどうかを確認するには、get-event-data-store コマ
ンドを実行します。

aws cloudtrail get-event-data-store
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE

以下に、応答の例を示します。作成時刻と最終更新時刻は timestamp 形式です。

{ 
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE", 
    "Name": "myManagementEvents", 
    "Status": "ENABLED", 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
            "Name": "Management events selector", 
            "FieldSelectors": [ 
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                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Management" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "MultiRegionEnabled": true, 
    "OrganizationEnabled": false, 
    "RetentionPeriod": 2557, 
    "TerminationProtectionEnabled": true, 
    "CreatedTimestamp": "2023-01-04T15:56:27.418000+00:00", 
    "UpdatedTimestamp": "2023-01-04T15:56:27.544000+00:00"
}

すべての管理イベントを含むイベントデータストアを作成するには、create-event-data-store コマンドを
実行します。すべての管理イベントを含めるには、高度イベント セレクタを指定する必要はありません。

aws cloudtrail create-event-data-store
--name my-event-data-store
--retention-period 90\

以下に、応答の例を示します。

{ 
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE", 
    "Name": "my-event-data-store", 
    "Status": "CREATED", 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
            "Name": "Default management events", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Management" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "MultiRegionEnabled": true, 
    "OrganizationEnabled": false, 
    "RetentionPeriod": 90, 
    "TerminationProtectionEnabled": true, 
    "CreatedTimestamp": "2023-02-13T16:41:57.224000+00:00", 
    "UpdatedTimestamp": "2023-02-13T16:41:57.357000+00:00"
}

AWS Key Management Service (AWS KMS) イベントを除外するイベントデータ ストアを作成するに
は、create-event-data-store コマンドを実行し、eventSource が kms.amazonaws.com と等し
くないことを指定します。次の例では、読み取り専用管理イベントと書き込み専用管理イベントを含む
が、AWS KMSイベントを除外するイベントデータストアを作成します。

aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --retention-period 90 
 --advanced-event-selectors '[ 
    { 
        "Name": "Management events selector", 
        "FieldSelectors": [ 
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            {"Field": "eventCategory","Equals": ["Management"]}, 
            {"Field": "eventSource","NotEquals": ["kms.amazonaws.com"]} 
        ] 
    }
]'

以下に、応答の例を示します。

{ 
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE", 
    "Name": "event-data-store-name, 
    "Status": "CREATED", 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
            "Name": "Management events selector", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Management" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "eventSource", 
                    "NotEquals": [ 
                        "kms.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "MultiRegionEnabled": true, 
    "OrganizationEnabled": false, 
    "RetentionPeriod": 90, 
    "TerminationProtectionEnabled": true, 
    "CreatedTimestamp": "2023-02-13T17:02:02.067000+00:00", 
    "UpdatedTimestamp": "2023-02-13T17:02:02.241000+00:00"
}

Amazon RDS Data API イベントを除外するイベント データ ストアを作成するには、create-event-
data-store コマンドを実行し、eventSource が rdsdata.amazonaws.com と等しくないことを指
定します。次の例では、読み取り専用管理イベントと書き込み専用管理イベントを含むが、Amazon RDS 
Data API イベントを除外するイベントデータストアを作成します。

aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --retention-period 90 
 --advanced-event-selectors '[ 
    { 
        "Name": "Management events selector", 
        "FieldSelectors": [ 
            {"Field": "eventCategory","Equals": ["Management"]}, 
            {"Field": "eventSource","NotEquals": ["rdsdata.amazonaws.com"]} 
        ] 
    }
]'

以下に、応答の例を示します。

{ 
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE", 
    "Name": "event-data-store-name, 
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    "Status": "CREATED", 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
            "Name": "Management events selector", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Management" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "eventSource", 
                    "NotEquals": [ 
                        "rdsdata.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "MultiRegionEnabled": true, 
    "OrganizationEnabled": false, 
    "RetentionPeriod": 90, 
    "TerminationProtectionEnabled": true, 
    "CreatedTimestamp": "2023-02-13T17:02:02.067000+00:00", 
    "UpdatedTimestamp": "2023-02-13T17:02:02.241000+00:00"
}

AWS SDK を使用してイベントのログを記録する
証跡が管理イベントをログに記録しているかどうかを確認するには、GetEventSelectors オペレーションを
使用します。管理イベントをログに記録するように証跡を設定するには、PutEventSelectors オペレーショ
ンを使用します。詳細については、「AWS CloudTrail API リファレンス」を参照してください。

イベントデータストアに管理イベントが含まれているかどうかを確認するには、GetEventDataStore オペ
レーションを実行します。CreateEventDataStore または UpdateEventDataStore オペレーションを実行
し、高度イベントセレクタを指定すると、管理イベントを含めるようにイベントデータ ストアを設定でき
ます。詳細については、「AWS CLI を使用した CloudTrail Lake の管理 (p. 223)」および AWS CloudTrail 
API リファレンスを参照してください。

Amazon CloudWatch Logs へのイベントの送信
CloudTrail は、CloudWatch Logs へのデータおよび管理イベントの送信をサポートします。CloudWatch 
Logs のロググループにイベントを送信するように証跡を設定すると、CloudTrail は証跡で指定されている
イベントだけを送信します。例えば、管理イベントのみを送信するように設定した場合、証跡は管理イベ
ントのみを CloudWatch Logs ロググループに配信します。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs 
による CloudTrail ログファイルをモニタリングする (p. 295)」を参照してください。

データイベントをログ記録する
デフォルトでは、証跡とイベントデータストアはデータイベントを記録しません。追加の変更がイベント
データに適用されます。詳細については、「AWS CloudTrail 料金」を参照してください。

Note

証跡によって記録されるイベントは、Amazon EventBridge で使用することができます。たとえ
ば、管理イベントではなく、S3 オブジェクトのデータイベントをログ記録するように選択した場
合、証跡は指定された S3 オブジェクトのデータイベントのみを処理して記録します。イベント
これらの S3 オブジェクトのデータのイベントを Amazon EventBridge で使用することができま
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す。詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「Events from AWS services」を参
照してください。

目次
• データイベント (p. 258)

• 例: Amazon S3 オブジェクトのデータイベントのログ記録 (p. 267)
• 他の AWS アカウントの S3 オブジェクトに対するデータイベントのログ記録 (p. 268)

• 読み取り専用イベントと書き込み専用イベント (p. 269)
• AWS Command Line Interface でのデータイベントのログ記録 (p. 270)

• 例：証跡のデータイベントの記録 (p. 270)
• 基本的なイベントセレクタを使用してイベントをログに記録する (p. 271)
• アドバンストイベントセレクタを使用してイベントをログに記録する (p. 272)
• アドバンストイベントセレクタを使用して、バケットのすべての Amazon S3 イベン

トをログに記録する (p. 273)
• アドバンストイベントセレクタを使用して AWS Outposts イベントの Amazon S3 を

ログに記録する (p. 274)
• 高度なイベントセレクタを使用してすべてのデータイベントをログに記録す

る (p. 274)
• 例: イベントデータストア用のデータイベントのログ記録 (p. 281)

• バケットのすべての Amazon S3 イベントを含める (p. 282)
• Amazon S3 on AWS Outposts イベントを含める (p. 283)

• AWS Config コンプライアンスのデータイベントをログに記録する (p. 284)
• AWS SDK を使用してイベントのログを記録する (p. 284)
• Amazon CloudWatch Logs へのイベントの送信 (p. 285)

データイベント
データイベントでは、リソース上またはリソース内で実行されたリソースオペレーションについて知る
ことができます。これらのイベントは、データプレーンオペレーションとも呼ばれます。データイベント
は、多くの場合、高ボリュームのアクティビティです。

証跡およびイベントデータストアで使用できるデータイベントタイプは、以下の表のとおりです。[データ
イベントタイプ (コンソール)] 列には、コンソールで有効な選択項目が表示されます。[リソースタイプ] 列
には指定した resources.Type 値が表示され、そのタイプのデータイベントが証跡またはイベントデー
タストアに記録されます。

証跡の場合、基本または高度イベントセレクタを使用して、Amazon S3 バケットおよびバケットオブジェ
クト、Lambda 関数、DynamoDB テーブル (表の最初の 3 行に表示) のデータイベントを記録できます。残
りの行に表示されるデータイベントタイプをログに記録するには、高度イベントセレクタのみを使用でき
ます。

イベントデータストアの場合、データイベントを含めるには、詳細イベントセレクタのみを使用できま
す。

AWS のサービ
ス

説明 データイベン
トタイプ (コン
ソール)

resources.Type

Amazon 
DynamoDB

Amazon DynamoDB 
オブジェクトレベルの 
API アクティビティ (例:
PutItem、DeleteItem、UpdateItem

DynamoDB AWS::DynamoDB::Table
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AWS のサービ
ス

説明 データイベン
トタイプ (コン
ソール)

resources.Type

API オペレーショ
ン)。DynamoDB イベ
ントの詳細について
は、「CloudTrail の 
DynamoDB データプ
レーンイベント」を参
照してください。

AWS Lambda AWS Lambda 関数の
実行アクティビティ 
(Invoke API)。

Lambda AWS::Lambda::Function

Amazon S3 バケットおよびバケッ
ト内オブジェクトに対
する Amazon S3 オブ
ジェクトレベルの API 
アクティビティ (例:
GetObject、DeleteObject、PutObject
API オペレーション)。

S3 AWS::S3::Object

AWS 
CloudTrail

外部からの AWS イ
ベントをログに記録
するために使用され
る CloudTrail Lake 
チャネル (p. 183)
での CloudTrail
PutAuditEvents アク
ティビティ。

CloudTrail AWS::CloudTrail::Channel

Amazon 
Cognito

Amazon Cognito アイデ
ンティティプール に対
する Amazon Cognito 
API アクティビティ。

Cognito アイデ
ンティティプー
ル

AWS::Cognito::IdentityPool

Amazon 
DynamoDB

ストリームに対する
Amazon DynamoDB API 
アクティビティ

DynamoDB 
Streams

AWS::DynamoDB::Stream

Amazon Elastic 
Block Store

Amazon EBS ス
ナップショットの
PutSnapshotBlock、GetSnapshotBlock、
および
ListChangedBlocks
などの Amazon Elastic 
Block Store (EBS) ダイ
レクト API。

Amazon EBS 
ダイレクト API

AWS::EC2::Snapshot

Amazon 
FinSpace

環境に対する Amazon 
FinSpace API アクティ
ビティ。

FinSpace AWS::FinSpace::Environment
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AWS のサービ
ス

説明 データイベン
トタイプ (コン
ソール)

resources.Type

AWS Glue Lake Formation によっ
て作成されたテーブル
に対する AWS Glue API 
アクティビティ。

Note

テーブルの 
AWS Glue デー
タイベントは
現在、次のリー
ジョンでのみサ
ポートされてい
ます。

• 米国東部 
(バージニア
北部)

• 米国東部 (オ
ハイオ)

• 米国西部 (オ
レゴン)

• 欧州 (アイル
ランド)

• アジアパシ
フィック (東
京) リージョ
ン

Lake Formation AWS::Glue::Table

Amazon 
GuardDuty

検出器 に対する 
Amazon GuardDuty API 
アクティビティ。

GuardDuty 
ディテクター

AWS::GuardDuty::Detector

Amazon 
Kendra インテ
リジェントラン
キング

リスコア実行プラン に
対する Amazon Kendra 
Intelligent Ranking API 
アクティビティ。

Kendra ランキ
ング

AWS::KendraRanking::ExecutionPlan

Amazon 
Managed 
Blockchain

eth_getBalance や
eth_getBlockByNumber
などの Ethereum ノー
ドに対する Amazon 
Managed Blockchain
JSON-RPC コール。

Managed 
Blockchain

AWS::ManagedBlockchain::Node

Amazon 
SageMaker

特徴ストアに対する 
Amazon SageMaker API 
アクティビティ。

SageMaker 
Feature Store

AWS::SageMaker::FeatureGroup

Amazon 
SageMaker

実験トライアルコン
ポーネントに対する 
Amazon SageMaker API 
アクティビティ。

SageMaker メ
トリクス実験
トライアルコン
ポーネント

AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
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AWS のサービ
ス

説明 データイベン
トタイプ (コン
ソール)

resources.Type

Amazon S3 アクセスポイントでの 
Amazon S3 API アク
ティビティ。

S3 アクセスポ
イント

AWS::S3::AccessPoint

Amazon S3 CompleteMultipartUpload
および GetObject へ
のコールなどの Amazon 
S3 Object Lambda アク
セスポイント API アク
ティビティ。

S3 Object 
Lambda

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint

Amazon S3 on 
Outposts

Amazon S3 on Outposts
オブジェクトレベル API 
アクティビティ。

S3 Outposts AWS::S3Outposts::Object

証跡またはイベントデータストアの作成時、デフォルトでは、データイベントは記録されませ
ん。CloudTrail データイベントを記録するには、アクティビティを収集する、サポート対象のリソースま
たはリソースタイプを明示的に追加する必要があります。詳細については、証跡の作成 (p. 85) および イ
ベントデータストアを作成する (p. 170) を参照してください。

単一リージョンの証跡またはイベントデータストアでは、そのリージョンでアクセスできるリソースの
データイベントのみを記録できます。S3 バケットはグローバルですが、AWS Lambda 関数と DynamoDB 
テーブルは、地域別です。

データイベントのログ記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「AWS 
CloudTrail 料金」を参照してください。

データイベントを記録する手順は、アドバンストイベントセレクタが有効になっているかどうかによって
異なります。イベントデータストアには、高度なイベント セレクタだけを使用できます。証跡の場合、基
本または高度イベントセレクタのいずれかを使用できますが、両方を使用することはできません。有効に
したイベントセレクタの種類と一致するこのセクションの手順を使用します。

基本的なイベントセレクタを使用してデータイベントを AWS Management 
Console に記録する

以下の手順で、基本イベントセレクタを使用して、データイベントのログを記録します。

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 
コンソールを開きます。

2. CloudTrail コンソールの証跡ページを開き、証跡名を選択します。

Note

既存の証跡を編集してデータイベントをログ記録することもできますが、ベストプラクティ
スとして、ログ記録データイベント専用に別の証跡を作成することを検討してください。

3. [Data events] で、[編集] を選択します。
4. Amazon S3 バケットの場合

a. [Data source] で、[S3] を選択します。
b. すべての現在および将来の S3 バケットを記録することを選択するか、バケットまたは関数を

個々に指定することができます。デフォルトでは、現在および将来のすべての S3 バケットの
データイベントが記録されます。
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Note

デフォルトの [すべての現在および将来の S3 バケット] オプションを維持すると、現
在の AWS アカウント内のすべてのバケットや、証跡作成後に作成する任意のバケット
で、データイベントのログ記録を行うことができるようになります。このアクティビ
ティが、別の AWS アカウントに属するバケットで実行されている場合でも、AWS アカ
ウントのユーザーまたはロールによって実行されるデータイベントのアクティビティの
ログ記録も行うことができます。
証跡が 1 つのリージョンのみで作成される場合 (AWS CLI を使用して作成)、[アカウン
トのすべての S3 バケットの選択] オプションを選択すると、同じリージョン内のすべ
てのバケット、およびそのリージョンで後に作成するバケットに対して、データイベン
トのログ記録が有効になります。AWS アカウント内の他のリージョンの Amazon S3 バ
ケットのデータイベントは記録されません。

c. デフォルトの [All current and future S3 buckets] で、[読み取り] イベント、[書き込み] イベント、
またはその両方をログ記録することを選択します。

d. 個々のバケットを選択するには、[All current and future S3 buckets] の [読み取り] および [書き込
み] のチェックボックスをオフにします。[Individual bucket selection] で、データイベントをログ
記録するバケットを参照します。特定のバケットを検索するには、目的のバケットのバケットプ
レフィックスを入力します。このウィンドウで、複数のバケットを選択できます。[Add bucket] 
を選択してより多くのバケットのデータイベントをログ記録します。[読み取り] イベント (例:
GetObject) か、[書き込み] イベント (例: PutObject)、または両方を選択します。

この設定は、個別のバケットに設定した個々の設定よりも優先されます。たとえば、すべての S3 
バケットにログ記録 [読み取り] イベントを指定し、データイベントログ記録に特定のバケットの
追加を選択した場合、追加したバケットには既に [読み取り] が設定されています。選択を解除す
ることはできません。[書き込み] のオプションしか設定することができません。

ログ記録からバケットを削除するには、[X] を選択します。
5. データイベントをログに記録する別のデータタイプを追加するには、[Add data event type] を選択し

ます。
6. Lambda 関数の場合

a. [Data source] で、[Lambda] を選択します。
b. [Lambda 関数] で、[All regions] を選択してすべての Lambda 関数をログ記録するか、[Input 

function as ARN] を使用して、特定の関数のデータイベントをログ記録します。

AWS アカウントのすべての Lambda 関数に対するデータイベントを記録するには、[現在および
将来の関数をすべて記録する] を選択します。この設定は、関数に個々に設定した各設定よりも優
先されます。すべての関数が表示されていなくても、関数はすべてログ記録されます。

Note

すべてのリージョンで証跡を作成している場合は、この選択によって、AWS アカウン
トの現時点のすべての関数や、証跡作成後に任意のリージョンに作成する可能性のある 
Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になります。単一リージョンで証跡を
作成している場合は (AWS CLI を使用して作成)、この選択によって、AWS アカウント
の対象リージョンの現時点のすべての関数や、証跡作成後に対象リージョンに作成する
可能性のある Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になります。他のリー
ジョンで作成された Lambda 関数のデータイベントのログ記録は有効になりません。
このアクティビティが、その他の AWS アカウントに属する関数で実行されている場合
でも、すべての関数のデータイベントのログ記録を行うと、AWS アカウントのユーザー
またはロールによって実行されるデータイベントのアクティビティのログ記録も有効に
なります。

c. [Input function as ARN] を選択した場合、Lambda 関数の ARN を入力します。
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Note

15,000 を超える Lambda 関数がアカウントに存在する場合は、証跡作成時に CloudTrail 
コンソールですべての関数を表示または選択することはできません。表示されていない
場合でも、すべての関数をログ記録するオプションを選択することができます。特定の
関数のデータイベントをログ記録する場合、ARN が分かれば、関数を手動で追加するこ
とができます。コンソールで証跡を作成したら、AWS CLI や put-event-selectors コマン
ドを使用して、特定の Lambda 関数のデータイベントのログ記録を設定することもでき
ます。詳細については、「AWS CLI を使用して証跡を管理する (p. 112)」を参照してく
ださい。

7. データイベントをログに記録する別のデータタイプを追加するには、[Add data event type] を選択し
ます。

8. DynamoDB テーブルの場合

a. [Data event source] で、[DynamoDB] を選択します。
b. [DynamoDB table selection] で、[Browse] を選択してテーブルを選択するか、アクセス許可を持

つ DynamoDB テーブルの ARN に貼り付けます。DynamoDB テーブルの ARN は次の形式です。

arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name

別のテーブルを追加するには、[Add row] を選択し、テーブルを参照するか、アクセス許可のある
テーブルの ARN に貼り付けます。

9. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

高度なイベントセレクタを使用してデータイベントを AWS Management 
Console に記録する

AWS Management Console では、高度なイベントセレクタが有効になっている場合は、選択したリ
ソース (Amazon S3 バケットまたはアクセスポイント、Lambda 関数、AWS Outposts の S3 オブジェク
ト、Managed Blockchain ノード用の Ethereum、または S3 オブジェクト Lambda アクセスポイント) の
すべてのデータイベントをログ記録する事前定義済みのテンプレートから選択できます。ログセレクタテ
ンプレートを選択したら、最も表示したいデータイベントのみを含めるようにテンプレートをカスタマイ
ズできます。高度なイベントセレクタの使用方法の詳細とヒントについては、このトピックの「アドバン
ストイベントセレクタを使用してイベントをログに記録する (p. 272)」を参照してください。

1. CloudTrail コンソールの [ダッシュボード]、[証跡]、または [イベントデータストア] ページで、更新す
る証跡またはイベントデータストアを選択します。

Note

データイベントを有効にできるのは、CloudTrail イベントを含むイベントデータストアだけ
です。CloudTrail イベントデータストアでは、AWS Config 設定項目または非 AWS イベント
に関するデータイベントを有効にすることはできません。

2. 詳細ページの [データイベント] で、[編集] を選択します。
3. まだデータイベントのログを記録していない場合は、[データイベント] チェックボックスをオンにし

ます。
4. [データイベントタイプ] で、データイベントをログ記録するリソースのタイプを選択します。
5. ログセレクタテンプレートを選択します。CloudTrail には、リソースタイプのすべてのデータイベン

トをログに記録する事前定義済みのテンプレートが含まれています。カスタムログセレクタテンプ
レートを構築するには、[Custom] を選択します。
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Note

S3 バケットの事前定義済みテンプレートを選択すると、現在の AWS アカウント内のすべて
のバケットや、証跡またはイベントデータストア作成後に作成する任意のバケットで、デー
タイベントログ記録を行うことができるようになります。このアクティビティが、別の AWS 
アカウントに属するバケットで実行されている場合でも、AWS アカウントのユーザーまたは
ロールによって実行されるデータイベントのアクティビティのログ記録も行うことができま
す。
証跡またはイベントデータストアが 1 つのリージョンのみに適用される場合、すべての S3 
バケットをログ記録する事前定義済みテンプレートを選択すると、同じリージョン内のすべ
てのバケット、およびそのリージョンで後に作成するバケットに対して、データイベントの
ログ記録が可能になります。AWS アカウント内の他のリージョンの Amazon S3 バケットの
データイベントは記録されません。
すべてのリージョンで証跡またはイベントデータストアを作成している場合は、Lambda 
関数の事前定義済みテンプレートを選択すると、AWS アカウントの現時点のすべての関数
や、証跡またはイベントデータストア作成後に任意のリージョンに作成する可能性のある 
Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になります。単一リージョンで証跡また
はイベントデータストアを作成している場合は (証跡の場合は、AWS CLIを使用してのみ実
行できる)、この選択によって、AWS アカウントの対象リージョンの現時点のすべての関
数や、証跡またはイベントデータストア作成後に対象リージョンに作成する可能性のある 
Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になります。他のリージョンで作成された 
Lambda 関数のデータイベントのログ記録は有効になりません。
このアクティビティが、その他の AWS アカウントに属する関数で実行されている場合で
も、すべての関数のデータイベントのログ記録を行うと、AWS アカウントのユーザーまたは
ロールによって実行されるデータイベントのアクティビティのログ記録も有効になります。

6. (オプション) [セレクタ名] に、セレクタを識別する名前を入力します。セレクタ名は、「2 つの S3 
バケットだけのデータイベントを記録する」など、高度なイベントセレクタに関する説明的な名前で
す。セレクタ名は、拡張イベントセレクタに「Name」と表示され、[JSON ビュー] を展開すると表示
されます。

7. [Advanced event selectors] で、データイベントをログに記録する特定のリソースの式を作成します。
事前定義済みのログテンプレートを使用している場合は、このステップをスキップできます。

a. 次のフィールドから選択します。配列 (複数の値) を受け入れるフィールドの場合、CloudTrail は
値の間に OR を追加します。

• readOnly - readOnly は、true または false の値の [Equals] に設定できます。読み取り
専用データイベントは、Get* または Describe* イベントなどのリソースの状態を変更しな
いイベントです。書き込みイベントは、Put*、Delete*、または Write* イベントなどの
リソース、属性、またはアーティファクトを追加、変更、または削除します。read および
write イベントの両方を記録するには、readOnly セレクタを追加しないでください。

• eventName - eventName は任意の演算子を使用できます。これを使用して、CloudTrail に記
録されるデータイベント (PutBucket、GetItem、または GetSnapshotBlock) を含めるま
たは除外します。このフィールドには、カンマ区切りで複数の値を設定できます。

• resources.ARN - resources.ARN には任意の演算子を使用することができますが、等号ま
たは不等号を使用する場合、値は、テンプレートで resources.type の値として指定したタ
イプの有効なリソースの ARN と正確に一致する必要があります。

以下の表は、それぞれの resources.Type に有効な ARN フォーマットを示しています。

resources.Typeresources.ARN

AWS::DynamoDB::Table
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/
table_name
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resources.Typeresources.ARN

AWS::Lambda::Function
arn:partition:lambda:region:account_ID:function:function_name

AWS::S3::Object1
arn:partition:s3:::bucket_name/
arn:partition:s3:::bucket_name/
object_or_file_name/

AWS::CloudTrail::Channel
arn:partition:cloudtrail:region:account_ID:channel/
channel_UUID

AWS::Cognito::IdentityPool
arn:partition:cognito-
identity:region:account_ID:identitypool/
identity_pool_ID

AWS::DynamoDB::Stream
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/
table_name/
stream/
date_time

AWS::EC2::Snapshot
arn:partition:ec2:region::snapshot/
snapshot_ID

AWS::FinSpace::Environment
arn:partition:finspace:region:account_ID:environment/
environment_ID

AWS::Glue::Table
arn:partition:glue:region:account_ID:table/
database_name/
table_name

AWS::GuardDuty::Detector
arn:partition:guardduty:region:account_ID:detector/
detector_ID

AWS::KendraRanking::ExecutionPlan
arn:partition:kendra-
ranking:region:account_ID:rescore-
execution-
plan/
rescore_execution_plan_ID

AWS::ManagedBlockchain::Node
arn:partition:managedblockchain:region:account_ID:nodes/
node_ID

AWS::SageMaker::FeatureGroup
arn:partition:sagemaker:region:account_ID:feature-
group/
feature_group_name
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resources.Typeresources.ARN

AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
arn:partition:sagemaker:region:account_ID:experiment-
trial-
component/
experiment_trial_component_name

AWS::S3::AccessPoint2
arn:partition:s3:region:account_ID:accesspoint/
access_point_name

AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint
arn:partition:s3-
object-
lambda:region:account_ID:accesspoint/
access_point_name

AWS::S3Outposts::Object
arn:partition:s3-
outposts:region:account_ID:object_path

1 特定の S3 バケット内のすべてのオブジェクトのすべてのデータイベントをログ記録するに
は、StartsWith 演算子を使用し、一致する値としてバケット ARN のみを含めます。末尾の
スラッシュは意図的です。除外しないでください。

2 S3 アクセスポイントのすべてのオブジェクトでイベントをログ記録するには、アクセスポイ
ント ARN のみを使用し、オブジェクトパスを含めず、StartsWith または NotStartsWith
演算子を使用することを推奨します。

データイベントリソースの ARN 形式の詳細については、AWS Identity and Access Management 
ユーザーガイドの「アクション、リソース、条件キー」を参照してください。

b. 各フィールドについて、[+ Conditions] を選択して、必要な数の条件を追加します。すべての条件
に対して最大 500 個の指定値を指定できます。例えば、証跡またはイベントデータストアに記録
されているデータイベントから 2 つの S3 バケットのデータイベントを除外するには、フィール
ドを [resources.ARN] に、オペレータを [NotStartsWith] に設定し、S3 バケット ARN に貼り付け
るか、イベントをログに記録しない S3 バケットを参照します。

2 番目の S3 バケットを追加するには、[+ Conditions] を選択し、上記の手順を繰り返し、ARN に
貼り付けるか、別のバケットをブラウズします。

Note

証跡またはイベントデータストア上のすべてのセレクタに対して、最大 500 の値を設定
できます。これには、eventName などのセレクタの複数の値の配列が含まれます。すべ
てのセレクタに単一の値がある場合、セレクタに最大 500 個の条件を追加できます。
15,000 を超える Lambda 関数がアカウントに存在する場合は、証跡またはイベントデー
タストア作成時に CloudTrail コンソールですべての関数を表示または選択することは
できません。表示されていない場合でも、事前定義済みのセレクタテンプレートを使用
してすべての関数をログ記録できます。特定の関数のデータイベントをログ記録する場
合、ARN が分かれば、関数を手動で追加することができます。コンソールで証跡または
イベントデータストアを作成したら、AWS CLIを使用して、特定の Lambda 関数のデー
タイベントのログ記録を設定することもできます。詳細については、「AWS Command 
Line Interface でのデータイベントのログ記録 (p. 270)」を参照してください。

c. [+ Field] を選択し、必要に応じてフィールドを追加します。エラーを回避するには、フィールド
に競合する値や重複する値を設定しないでください。例えば、あるセレクタで ARN を値と等し
く指定せず、次に、別のセレクタで同じ値に等しくない ARN を指定します。
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d. カスタムセレクタテンプレートへの変更を保存するには、[Next] をクリックします。別のログセ
レクタテンプレートを選択しないでください。また、このページを離れると、カスタムセレクタ
が失われます。

8. データイベントをログに記録する別のデータタイプを追加するには、[Add data event type] を選択し
ます。ステップ 4 からこのステップを繰り返し、データイベントタイプのアドバンストイベントセレ
クタを設定します。

9. [Next] を選択した後、[Step 2: Choose log events] で、選択したログセレクタテンプレートのオプショ
ンを確認します。戻って変更するには、[Edit] を選クリックします。

10. 選択肢の確認および検証が完了したら、既存の証跡またはイベント データ ストアの場合は [変更の保
存] を選択し、新しい証跡またはイベントデータ ストアを作成する場合は [証跡の作成] または [イベン
トデータストアの作成] を選択します。

例: Amazon S3 オブジェクトのデータイベントのログ記録
S3 バケットのすべての S3 オブジェクトに対するデータイベントのログ記録

次の例では、bucket-1 という名前の S3 バケットにすべてのデータイベントのログ記録を設定する時
の、ログ記録のしくみを示します。この例では、CloudTrail ユーザーが空のプレフィックスを指定し、さ
らに [読み取り] データイベントと [書き込み] データイベントの両方のログを記録するオプションを指定し
ました。

1. ユーザーがオブジェクトを bucket-1 にアップロードします。
2. PutObject API オペレーションは Amazon S3 オブジェクトレベルの API です。CloudTrail のデータ

イベントとして記録されます。CloudTrail ユーザーが空のプレフィックスとともに S3 バケットを指定
したため、そのバケット内の任意のオブジェクトで発生したイベントがログに記録されます。証跡は
イベントを処理してログに記録します。

3. 別のユーザーがオブジェクトを bucket-2 にアップロードします。
4. 証跡に指定されなかった S3 バケット内のオブジェクトで PutObject API オペレーションが発生し

ました。証跡はこのイベントをログに記録しません。

特定の S3 オブジェクトのデータイベントをログに記録する

次の例では、特定の S3 オブジェクトのイベントをログに記録するように証跡を設定するログ記録の
しくみを示します。この例では、CloudTrail ユーザーは my-images というプレフィックスが付いた
bucket-3 という名前の S3 バケットと、[書き込み] データイベントのみをログ記録するオプションを指
定しました。

1. ユーザーは、バケットの my-images プレフィックスで始まるオブジェクト 
(arn:aws:s3:::bucket-3/my-images/example.jpg など) を削除します。

2. DeleteObject API オペレーションは Amazon S3 オブジェクトレベルの API です。CloudTrail の 
[Write] データイベントとして記録されます。証跡で指定した S3 バケットとプレフィックスに一致す
るオブジェクトでイベントが発生しました。証跡はイベントを処理してログに記録します。

3. 別のユーザーが S3 バケットで異なるプレフィックスのオブジェクト (arn:aws:s3:::bucket-3/
my-videos/example.avi など) を削除します。

4. 証跡で指定したプレフィックスに一致しないオブジェクトでイベントが発生しました。証跡はこのイ
ベントをログに記録しません。

5. ユーザーはオブジェクト arn:aws:s3:::bucket-3/my-images/example.jpg に対して
GetObject API オペレーションを呼び出します。

6. 証跡で指定したバケットとプレフィックスでイベントが発生しましたが、GetObject は読み取りタ
イプの Amazon S3 オブジェクトレベルの API です。これは CloudTrail 内で [読み取り] データイベン
トとして保存されますが、証跡は [読み取り] イベントをログ記録するようには設定されていません。
証跡はこのイベントをログに記録しません。
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Note

特定の Amazon S3 バケットのデータイベントをログ記録する場合は、データイベントセクショ
ンで指定したログファイルの受け取り用に、データイベントをログ記録する Amazon S3 バケッ
トを使用しないことをお勧めします。同じ Amazon S3 バケットを使用すると、証跡またはイベ
ントデータストアは、ログファイルが Amazon S3 バケットに配信されるたびにデータイベント
をログに記録します。ログファイルは、間隔で配信される集約イベントのため、イベントとログ
ファイルの比率は 1:1 になりません。イベントは、次回のログファイルに記録されます。たとえ
ば、CloudTrail がログを配信すると、PutObject イベントが S3 バケットで発生します。S3 バ
ケットがデータイベントセクションでも指定されていると、証跡は PutObject イベントをデー
タイベントとして処理して記録します。このアクションは別の PutObject イベントであり、証
跡はイベントを再び処理して記録します。詳細については、「CloudTrail の仕組み (p. 1)」を参照
してください。
AWS アカウントのすべての Amazon S3 データイベントをログ記録するよう証跡を設定するが、
ログファイルを受け取る Amazon S3 バケットのデータイベントはログ記録しない場合は、別の 
AWS アカウントに属する Amazon S3 バケットにログファイルを配信するよう設定します。詳細
については、「複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る (p. 320)」を参照して
ください。

他の AWS アカウントの S3 オブジェクトに対するデータイベン
トのログ記録
データイベントをログに記録するように証跡を設定するとき、他の AWS アカウントに属している S3 オブ
ジェクトを指定することもできます。指定したオブジェクトでイベントが発生すると、CloudTrail はイベ
ントが各アカウントの証跡と一致するかどうかを評価します。イベントが証跡の設定と一致する場合、証
跡はそのアカウントのイベントを処理してログに記録します。一般的に、API の呼び出し元とリソース所
有者の両方がイベントを受け取ることができます。

自分が所有する S3 オブジェクトを証跡で指定すると、自分のアカウントのオブジェクトで発生したイベ
ントが証跡によって記録されます。オブジェクトを所有しているため、他のアカウントがオブジェクトを
呼び出したときも証跡はイベントを記録します。

あるアカウントのユーザーが自分の証跡で S3 オブジェクトを指定し、別のアカウントがそのオブジェク
トを所有している場合は、自分のアカウントのそのオブジェクトで発生したイベントのみが記録されま
す。他のアカウントで発生したイベントは記録されません。

例: 2 つの AWS アカウントの Amazon S3 オブジェクトのデータイベントのログ記録

次の例では、2 つの AWS アカウントで同じ S3 オブジェクトのイベントをログに記録するように 
CloudTrail を設定する方法を示します。

1. ユーザー A は、owner-bucket という名前の S3 バケットのすべてのオブジェクトに対するデータイ
ベントを記録します。A は S3 バケットと空のオブジェクトプレフィックスを指定して証跡を設定し
ます。

2. ユーザー B は、S3 バケットへのアクセスを許可されている別のアカウントを持っています。B も、
同じ S3 バケット内のすべてのオブジェクトのデータイベントを記録しようとします。B は、自分の
証跡を設定し、同じ S3 バケットと空のオブジェクトプレフィックスを指定します。

3. B は、PutObject API オペレーションで S3 バケットにオブジェクトをアップロードします。
4. このイベントは、B のアカウントで発生し、B の証跡の設定に一致します。B の証跡はイベントを処

理してログに記録します。
5. ユーザー A は S3 バケットを所有しており、イベントは A の証跡の設定と一致するので、A の証跡も

同じイベントを処理して記録します。イベントのコピーが 2 つあるため（1 つは Bob の証跡に記録さ
れ、もう 1 つは自分の証跡に記録されます）、CloudTrail はデータイベントの 2 つのコピーに対して
課金します。
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6. A が S3 バケットにオブジェクトをアップロードします。
7. このイベントは A のアカウントで発生し、A の証跡の設定と一致します。A の証跡はイベントを処理

してログに記録します。
8. このイベントは B のアカウントでは発生せず、B は S3 バケットを所有していないので、B の証跡は

このイベントを記録しません。CloudTrail は、このデータイベントのコピーを 1 つのみに課金しま
す。

例: 2 つの AWS アカウントで使用される S3 バケットを含む、すべてのバケットのデータイベン
トのログ記録

次の例は、[Select all S3 buckets in your account] が AWS アカウントでデータイベントを収集する証跡に
対して有効になっている場合のログ処理を示しています。

1. ユーザー A は、アカウントですべての S3 バケットに対するデータイベントを記録します。証跡を
設定するには、[読み取り] イベント、[書き込み] イベント、または両方の [データイベント] の [All 
current and future S3 buckets] を選択します。

2. ユーザー B は、アカウントの S3 バケットへのアクセスを許可されている別のアカウントを持ってい
ます。B は、B がアクセス権を持っているバケットのデータイベントを記録します。B は、すべての 
S3 バケットのデータイベントを取得するように証跡を設定します。

3. B は、PutObject API オペレーションで S3 バケットにオブジェクトをアップロードします。
4. このイベントは、B のアカウントで発生し、B の証跡の設定に一致します。B の証跡はイベントを処

理してログに記録します。
5. ユーザー A は S3 バケットを所有しており、イベントは A の証跡の設定と一致するので、A の証跡も

そのイベントを処理して記録します。イベントのコピーが 2 つあるため（1 つは Bob の証跡に記録さ
れ、もう 1 つは自分の証跡に記録されます）、CloudTrail はデータイベントの 1 つのコピーの各アカ
ウントに対して課金します。

6. A が S3 バケットにオブジェクトをアップロードします。
7. このイベントは A のアカウントで発生し、A の証跡の設定と一致します。A の証跡はイベントを処理

してログに記録します。
8. このイベントは B のアカウントでは発生せず、B は S3 バケットを所有していないので、B の証跡は

このイベントを記録しません。CloudTrail は、お客様のアカウントのこのデータイベントのコピーを 
1 つのみに課金します。

9. 3 番目のユーザー C は S3 バケットへのアクセス権を持ち、そのバケットで GetObject オペレー
ションを実行します。C は自分のアカウントのすべての S3 バケットでデータイベントを記録するよ
うに証跡を設定しています。API 発信者であるため、CloudTrail はデータイベントを証跡に記録しま
す。B はバケットへのアクセス権を持っていますが、リソース所有者ではないため、今回は B の証跡
にイベントは記録されません。リソース所有者として、Mary が発信した GetObject オペレーション
についての証跡のイベントを受信します。CloudTrail は、データイベントのコピーごとに、お客様の
アカウントと Mary のアカウントに課金します。1 つは Mary の証跡、もう 1 つはお客様の証跡です。

読み取り専用イベントと書き込み専用イベント
データイベントと管理イベントをログに記録するように証跡またはイベントデータストアを設定するとき
は、読み取り専用イベントまたは書き込み専用イベントのどちらか一方のみまたは両方を指定できます。

• 読み込み

[読み取り] イベントには、リソースの読み取りのみ行い、変更を行わない API オペレーションが含まれ
ます。例えば、Amazon EC2 の DescribeSecurityGroups および DescribeSubnets API オペレー
ションは読み取り専用イベントです。これらのオペレーションは、Amazon EC2 リソースに関する情報
のみを返し、設定は変更しません。

• 書き込み
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[Write] イベントには、リソースを変更する (または変更する可能性がある) API オペレーションが含まれ
ます。例えば、Amazon EC2 の RunInstances および TerminateInstances API オペレーションは
インスタンスを変更します。

例: 読み取りイベントと書き込みイベントを別の証跡に記録する

次の例では、アカウントに対するログアクティビティを異なる S3 バケットに分けるように証跡を設定す
る方法を示します。1 つのバケットは読み取り専用イベントを受け取り、もう 1 つのバケットは書き込み
専用イベントを受け取ります。

1. 証跡を作成し、ログファイルを受け取る read-only-bucket という名前の S3 バケットを選択し
ます。次に、証跡を更新し、[読み取り] の管理イベントとデータイベントを記録するように指定しま
す。

2. 第 2 の証跡を作成し、ログファイルを受け取る write-only-bucket という名前の S3 バケットを
選択します。次に、証跡を更新し、[Write] の管理イベントとデータイベントを記録するように指定し
ます。

3. Amazon EC2 の DescribeInstances および TerminateInstances API オペレーションがアカウ
ントで発生します。

4. DescribeInstances API オペレーションは読み取り専用イベントであり、1 番目の証跡の設定と一
致します。証跡は、イベントをログに記録して read-only-bucket に配信します。

5. TerminateInstances API オペレーションは書き込み専用イベントであり、2 番目の証跡の設定と
一致します。証跡は、イベントをログに記録して write-only-bucket に配信します。

AWS Command Line Interface でのデータイベントの
ログ記録
AWS CLIを使用して、データイベントのログを記録するように証跡を設定できます。

トピック
• 例：証跡のデータイベントの記録 (p. 270)
• 例: イベントデータストア用のデータイベントのログ記録 (p. 281)

例：証跡のデータイベントの記録
AWS CLI を使用して、管理イベントとデータイベントのログを記録するように証跡を設定できます。
証跡が管理イベントとデータイベントをログに記録しているかどうかを確認するには、get-event-
selectors コマンドを実行します。

Note

アカウントが管理イベントのコピーを複数記録している場合は、料金が発生することに注意し
てください。データイベントのログ記録には常に料金が発生します。詳細については、「AWS 
CloudTrail 料金」を参照してください。

aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName

コマンドは、証跡のデフォルト設定が返されます。

トピック
• 基本的なイベントセレクタを使用してイベントをログに記録する (p. 271)
• アドバンストイベントセレクタを使用してイベントをログに記録する (p. 272)
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• アドバンストイベントセレクタを使用して、バケットのすべての Amazon S3 イベントをログに記録す
る (p. 273)

• アドバンストイベントセレクタを使用して AWS Outposts イベントの Amazon S3 をログに記録す
る (p. 274)

• 高度なイベントセレクタを使用してすべてのデータイベントをログに記録する (p. 274)

基本的なイベントセレクタを使用してイベントをログに記録する
以下に、基本的なイベントセレクタを示す get-event-selectors コマンドの結果の例を示します。デフォル
トでは、AWS CLI を使用して証跡を作成する場合、証跡はすべての管理イベントを記録します。デフォル
トでは、証跡はデータイベントを記録しません。

{ 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName", 
    "EventSelectors": [ 
        { 
            "IncludeManagementEvents": true, 
            "DataResources": [], 
            "ReadWriteType": "All" 
        } 
    ]
}

管理イベントとデータイベントをログに記録するように証跡を設定するには、put-event-selectors
コマンドを実行します。

次の例では、2 つの S3 オブジェクトに対するすべての管理イベントとデータイベントを含めるように基
本イベントセレクタを使用して証跡を設定する方法を示します。1 つの証跡に 1~5 個のイベントセレクタ
を指定できます。1 つの証跡に 1~250 個のデータリソースを指定できます。

Note

基本イベントセレクタを使用してデータイベントを制限する場合は、S3 データリソースの最大数
は 250 個です。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors 
 '[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents":true, "DataResources": [{ "Type": 
 "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::mybucket/prefix", "arn:aws:s3:::mybucket2/
prefix2"] }] }]'

このコマンドは、証跡に対して設定されているイベントセレクタを返します。

{ 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName", 
    "EventSelectors": [ 
        { 
            "IncludeManagementEvents": true, 
            "DataResources": [ 
                { 
                    "Values": [ 
                        "arn:aws:s3:::mybucket/prefix", 
                        "arn:aws:s3:::mybucket2/prefix2", 
                    ], 
                    "Type": "AWS::S3::Object" 
                } 
            ], 
            "ReadWriteType": "All" 
        } 
    ]
}
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アドバンストイベントセレクタを使用してイベントをログに記録する

アドバンストイベントセレクタを使用することを選択した場合、get-event-selectors コマンドは、次のよ
うな結果を返します。デフォルトでは、証跡用にはアドバンストイベントセレクタは設定されていませ
ん。

{ 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName", 
    "AdvancedEventSelectors": [] 
     
}

次の例は、アドバンストイベントセレクタを使用して、すべての管理イベント (readOnly および
writeOnly)、S3 オブジェクトの PutObject および DeleteObject イベントを、同じ 2 つの S3 
バケットプレフィックスに格納します。ここに示すように、アドバンストイベントセレクタを使用し
て、ARN による S3 プレフィックス名だけでなく、ログに記録する特定のイベントの名前も選択できま
す。証跡ごとに、すべてのセレクタ値を含む、アドバンストイベントセレクタに最大 500 個の条件を追加
できます。1 つの証跡に 1~250 個のデータリソースを指定できます。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors  
'[ 
  { 
    "Name": "Log readOnly and writeOnly management events", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for two S3 prefixes", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] }, 
      { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject","DeleteObject"] }, 
      { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:aws:s3:::mybucket/
prefix","arn:aws:s3:::mybucket2/prefix2"] } 
    ] 
  }
]'

結果は、証跡用に設定されたアドバンストイベントセレクタを示しています。

{ 
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName", 
  "AdvancedEventSelectors": [ 
    { 
      "Name": "Log readOnly and writeOnly management events", 
      "FieldSelectors": [ 
        { 
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
                "Management"  
           ] 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for two S3 prefixes", 
      "FieldSelectors": [ 
        { 
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          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
                "Data" 
           ] 
        }, 
        { 
          "Field": "resources.type",  
          "Equals": [  
                "AWS::S3::Object"  
           ] 
        }, 
        { 
          "Field": "resources.ARN",  
          "StartsWith": [  
                "arn:aws:s3:::mybucket/prefix","arn:aws:s3:::mybucket2/prefix2"  
           ] 
        } 
      ] 
    } 
  ]
}

アドバンストイベントセレクタを使用して、バケットのすべての Amazon S3 イ
ベントをログに記録する
次の例では、特定の S3 バケットのすべての Amazon S3 オブジェクトのデータイベントをログ
含めるように証跡を設定する方法を示します。resources.type の S3 イベントの値フィール
ドは AWS::S3::Object です。S3 オブジェクトと S3 バケットの ARN 値はわずかに異なるた
め、resources.ARN の StartsWith 演算子を追加してすべてのイベントをキャプチャする必要があり
ます。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[ 
    { 
            "Name": "S3EventSelector", 
            "FieldSelectors": [ 
                { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
                { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] }, 
                { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": 
 ["arn:partition:s3:::bucket_name/"] } 
            ] 
        }
]'

コマンドは、次の出力例を返します。

{ 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:account_ID:trail/TrailName", 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
            "Name": "S3EventSelector", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
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                        "AWS::S3::Object" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.ARN", 
                    "StartsWith": [ 
                        "arn:partition:s3:::bucket_name/" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

アドバンストイベントセレクタを使用して AWS Outposts イベントの Amazon 
S3 をログに記録する
次の例では、アウトポストの Outopost オブジェクト上のすべての Amazon S3 のすべてのデータイベント
を含めるよう、証跡を設定する方法を示します。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[ 
    { 
            "Name": "OutpostsEventSelector", 
            "FieldSelectors": [ 
                { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
                { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] } 
            ] 
    }
]'

コマンドは、次の出力例を返します。

{ 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:account_ID:trail/TrailName", 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
            "Name": "OutpostsEventSelector", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::S3Outposts::Object" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}

高度なイベントセレクタを使用してすべてのデータイベントをログに記録する
次の例は、すべての S3 バケット、Lambda 関数、DynamoDB テーブル、AWS Outposts での S3 オ
ブジェクトレベル API アクティビティ、Ethereum ノードでの Amazon Managed Blockchain JSON-
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RPC 呼び出し、Object Lambda アクセスポイントでの API アクティビティ、AWS アカウント内の 
Amazon EBS スナップショットでの Amazon EBS ダイレクト API アクティビティ、S3 アクセスポイ
ント、DynamoDB ストリーム、Lake Formation によって作成された AWS Glue テーブル、Amazon 
FinSpace 環境、Amazon SageMaker メトリクス実験トライアルコンポーネント、および Amazon 
SageMaker Feature Store、Amazon Cognito ID プール、Amazon Kendra Intelligent Ranking の再実行プラ
ン、および Amazon GuardDuty 検出器の API アクティビティについてのデータイベントを含めるように証
跡を設定する方法を示しています。

Note

証跡が 1 つのリージョンにのみ適用される場合、イベントセレクタのパラメータですべての 
Amazon S3 バケットと Lambda 関数が指定されていても、そのリージョン内のイベントのみが
ログに記録されます。単一のリージョン証跡では、イベントセレクタは、証跡が作成されたリー
ジョンにのみ適用されます。

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[ 
  { 
    "Name": "Log all events for all Amazon S3 buckets", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for Lambda functions", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Lambda::Function"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for DynamoDB tables", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::DynamoDB::Table"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all CloudTrail PutAuditEvents activity on a CloudTrail Lake channel, 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::CloudTrail::Channel"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for Amazon S3 on Outposts", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all JSON-RPC calls for Ethereum nodes in Amazon Managed Blockchain", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::ManagedBlockchain::Node"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for Amazon S3 Object Lambda access points", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
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      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all Amazon EBS direct API calls on snapshots", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::EC2::Snapshot"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for Amazon S3 access points", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::AccessPoint"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for DynamoDB streams", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::DynamoDB::Stream"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for AWS Glue tables created by Lake Formation", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Glue::Table"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for FinSpace environments", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::FinSpace::Environment"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for SageMaker metrics experiment trial components", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for SageMaker feature stores", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::SageMaker::FeatureGroup"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for Amazon Kendra Intelligent Ranking rescore execution plans", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::KendraRanking::ExecutionPlan"] } 
    ] 
  }, 
  { 
    "Name": "Log all events for Amazon Cognito identity pools", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Cognito::IdentityPool"] } 
    ] 
  }, 
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  { 
    "Name": "Log events for an Amazon GuardDuty detector", 
    "FieldSelectors": [ 
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::GuardDuty::Detector"] } 
    ] 
  }
]'

コマンドは、次の出力例を返します。

{ 
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName", 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
            "Name": "Log all events for all Amazon S3 buckets", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::S3::Object" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for Lambda functions", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::Lambda::Function" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for DynamoDB tables", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::DynamoDB::Table" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
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        { 
            "Name": "Log all CloudTrail PutAuditEvents activity on a CloudTrail Lake 
 channel", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::CloudTrail::Channel" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for Amazon S3 on Outposts", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::S3Outposts::Object" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all JSON-RPC calls for Ethereum nodes in Amazon Managed 
 Blockchain", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::ManagedBlockchain::Node" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for Amazon S3 Object Lambda access points", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::S3ObjectLambda::AccessPoint" 
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                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all Amazon EBS direct API calls on snapshots", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::EC2::Snapshot" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for Amazon S3 access points", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::S3::AccessPoint" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for DynamoDB streams", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::DynamoDB::Stream" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for AWS Glue tables created by Lake Formation", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
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                    "Equals": [ 
                        "AWS::Glue::Table" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for FinSpace environments", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::FinSpace::Environment" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for SageMaker metrics experiment trial components", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for SageMaker feature stores", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::SageMaker::FeatureGroup" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for Amazon Kendra Intelligent Ranking rescore execution 
 plans", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
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                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::KendraRanking::ExecutionPlan" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log all events for Amazon Cognito identity pools", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::Cognito::IdentityPool" 
                    ] 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "Name": "Log events for an Amazon GuardDuty detector", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::GuardDuty::Detector" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ]
}   

例: イベントデータストア用のデータイベントのログ記録
AWS CLI を使用して、データイベントを記録するようにイベントデータストアを設定できます。create-
event-data-store コマンドを使用して、データイベントをログに記録する新しいイベントデータスト
アを作成します。update-event-data-store コマンドを使用して、既存のイベントデータストアに関
する高度イベントセレクターを更新します。

イベントデータストアにデータイベントが含まれているかどうかを確認するには、get-event-data-
store コマンドを実行します。

aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store EventDataStoreARN

コマンドは、イベントデータストアの設定を返します。

{ 
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    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE6441aa", 
    "Name": "ebs-data-events", 
    "Status": "ENABLED", 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
            "Name": "Log all EBS direct APIs on EBS snapshots", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::EC2::Snapshot" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "MultiRegionEnabled": true, 
    "OrganizationEnabled": false, 
    "RetentionPeriod": 2557, 
    "TerminationProtectionEnabled": true, 
    "CreatedTimestamp": "2023-01-04T15:57:33.701000+00:00", 
    "UpdatedTimestamp": "2023-02-20T20:37:34.228000+00:00"
}    

トピック
• バケットのすべての Amazon S3 イベントを含める (p. 282)
• Amazon S3 on AWS Outposts イベントを含める (p. 283)

バケットのすべての Amazon S3 イベントを含める

次の例では、特定の S3 バケットのすべての Amazon S3 オブジェクトのデータイベントをログ含め
るようにイベントデータストアを作成する方法を示します。resources.type の S3 イベントの値
フィールドは AWS::S3::Object です。S3 オブジェクトと S3 バケットの ARN 値はわずかに異なるた
め、resources.ARN の StartsWith 演算子を追加してすべてのイベントをキャプチャする必要があり
ます。

aws cloudtrail create-event-data-store --name "EventDataStoreName" --multi-region-enabled \
--advanced-event-selectors \
'[ 
    { 
            "Name": "S3EventSelector", 
            "FieldSelectors": [ 
                { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
                { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] }, 
                { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": 
 ["arn:partition:s3:::bucket_name/"] } 
            ] 
        }
]'

コマンドは、次の出力例を返します。

{ 
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    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE441aa", 
    "Name": "EventDataStoreName", 
    "Status": "ENABLED", 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
            "Name": "S3EventSelector", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.ARN", 
                    "StartsWith": [ 
                        "arn:partition:s3:::bucket_name/" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::S3::Object" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "MultiRegionEnabled": true, 
    "OrganizationEnabled": false, 
    "RetentionPeriod": 2557, 
    "TerminationProtectionEnabled": true, 
    "CreatedTimestamp": "2023-01-04T15:57:33.701000+00:00", 
    "UpdatedTimestamp": "2023-02-20T20:49:21.766000+00:00"
}

Amazon S3 on AWS Outposts イベントを含める
次の例では、アウトポストの Outopost オブジェクト上のすべての Amazon S3 のすべてのデータイベント
を含めるよう、イベントデータストアを作成する方法を示します。

aws cloudtrail create-event-data-store --name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors \
'[ 
    { 
            "Name": "OutpostsEventSelector", 
            "FieldSelectors": [ 
                { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] }, 
                { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] } 
            ] 
        }
]'

コマンドは、次の出力例を返します。

{ 
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890", 
    "Name": "EventDataStoreName", 
    "Status": "CREATED", 
    "AdvancedEventSelectors": [ 
        { 
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            "Name": "OutpostsEventSelector", 
            "FieldSelectors": [ 
                { 
                    "Field": "eventCategory", 
                    "Equals": [ 
                        "Data" 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Field": "resources.type", 
                    "Equals": [ 
                        "AWS::S3Outposts::Object" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "MultiRegionEnabled": true, 
    "OrganizationEnabled": false, 
    "RetentionPeriod": 2557, 
    "TerminationProtectionEnabled": true, 
    "CreatedTimestamp": "2023-02-20T21:00:17.673000+00:00", 
    "UpdatedTimestamp": "2023-02-20T21:00:17.820000+00:00"
}

AWS Config コンプライアンスのデータイベントをロ
グに記録する
AWS Config コンフォーマンスパックを使用して、エンタープライズを正式な基準 (米国政府機関にお
けるクラウドセキュリティ認証制度 (FedRAMP) またはアメリカ国立標準技術研究所 (NIST)などが必須
とするもの) へ準拠し続けさせている場合、コンプライアンスフレームワークの適合パックでは一般的
に、少なくとも、Amazon S3 バケットのデータイベントをログに記録する必要があります。コンプラ
イアンスフレームワークの適合パックには、アカウントの S3 データイベントのログ記録をチェックす
る、cloudtrail-s3-dataevents-enabled と呼ばれるマネージドルールが含まれます。コンプライア
ンスフレームワークに関連付けられていない多くの適合パックも、S3 データイベントログ記録を必要とし
ます。次に、このルールを含む適合パックの例を示します。

• AWS Well-Architected フレームワークの「セキュリティの柱」に関する運用上のベストプラクティス
• FDA Title 21 CFR Part 11 の運用のベストプラクティス
• FFIEC に関する運用上のベストプラクティス
• FedRAMP(Moderate) に関する運用上のベストプラクティス
• HIPAA Security の運用のベストプラクティス
• K-ISMS の運用のベストプラクティス
• ログ記録に関する運用上のベストプラクティス

AWS Config で利用可能なサンプル適合パックの完全なリストについては、のAWS Config デベロッパーガ
イドの「適合パックサンプルテンプレート」を参照してください。

AWS SDK を使用してイベントのログを記録する
証跡がデータイベントを記録しているかどうかを確認するには、GetEventSelectors オペレーションを実行
します。データイベントを記録するように証跡を設定するには、PutEventSelectors オペレーションを実行
します。詳細については、「AWS CloudTrail API リファレンス」を参照してください。

イベントデータストアがデータイベントを記録しているかどうかを確認するには、GetEventDataStore オ
ペレーションを実行します。CreateEventDatastore または UpdateEventDatastore オペレーションを実行
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し、高度なイベントセレクターを指定することで、データイベントを含むようにイベントデータストアを
構成できます。詳細については、「AWS CLI を使用した CloudTrail Lake の管理 (p. 223)」および AWS 
CloudTrail API リファレンスを参照してください。

Amazon CloudWatch Logs へのイベントの送信
CloudTrail は、CloudWatch Logs へのデータイベントの送信をサポートします。CloudWatch Logs のログ
グループにイベントを送信するように証跡を設定すると、CloudTrail は証跡で指定されているイベントだ
けを送信します。たとえば、データイベントのみを送信するように設定した場合、証跡はデータイベント
のみを CloudWatch Logs ロググループに配信します。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs によ
る CloudTrail ログファイルをモニタリングする (p. 295)」を参照してください。

証跡の Insights イベントの記録
AWS CloudTrail Insights は、CloudTrail 管理イベントを継続的に分析することで、AWS ユーザーが 
API コールおよび API エラー率に関連する異常なアクティビティを特定し、対応するのに役立ちま
す。CloudTrail Insights は、ベースラインとも呼ばれる API コール量と API エラー率の通常のパターンを
分析し、コール量や API エラー率が通常のパターン外にある場合に Insights イベントを生成します。API 
コール量に関する Insights イベントは、write 管理 API に対して生成されます。一方、API エラー率に関
する Insights イベントは、read と write の両方の管理 API に対して生成されます。

Note

API 呼び出し量に関する Insights イベントを記録するには、証跡が write 管理イベントを記録し
ている必要があります。API エラー率に関する Insights イベントを記録するには、証跡が read
または write 管理イベントを記録している必要があります。

CloudTrail Insights を有効にし、CloudTrail が異常なアクティビティを検出した場合、Insights イベントは
証跡の宛先 S3 バケットに配信されます。CloudTrail コンソールで Insights イベントを表示すると、インサ
イトのタイプとインシデント期間も確認できます。CloudTrail 追跡でキャプチャされた他のタイプのイベ
ントとは異なり、Insights イベントは、アカウントの典型的な使用パターンと大きく異なるアカウントの 
API 使用状況の変化を CloudTrail が検出した場合にだけログに記録されます。

CloudTrail Insights は、CloudTrail 管理イベントを継続的にモニタリングし、数学的モデルを使用して、ア
カウントの API イベントとエラーレートアクティビティの通常のレベルを決定します。CloudTrail Insights 
は、通常のパターンの外にある動作を特定し、Insights イベントを生成し、これらのイベントを証跡に
選択した送信先 S3 バケットの /CloudTrail-Insight フォルダに配信します。CloudTrail のために 
AWS Management Console 内の Insights イベントにアクセスして表示することもできます。コンソール
で、AWS CLI を使用して Insights イベントにアクセスして表示する方法の詳細については、このガイドの
「CloudTrail Insights イベントの表示 (p. 69)」を参照してください。

デフォルトでは、証跡は管理イベントを記録し、データイベントや Insights イベントは記録しませ
ん。データイベントおよび Insights イベントには追加料金が適用されます。詳細については、「AWS 
CloudTrail 料金」を参照してください。

アカウントでイベントが発生すると、CloudTrail はイベントが証跡の設定と一致するかどうかを評価しま
す。証跡設定に一致するイベントだけが、Amazon S3 バケットと Amazon CloudWatch Logs ロググルー
プに配信されます。

目次
• CloudTrail Insights について (p. 286)

• フィルター列 (p. 286)
• [Insights graph] タブ (p. 286)
• [Attributions] (属性) タブ (p. 289)
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• ベースライン平均とインサイト平均 (p. 290)
• [CloudTrail イベント] タブ (p. 291)
• [Insights イベントレコード] タブ (p. 291)

• AWS Management Console を使用した Insights イベントの記録 (p. 291)
• AWS Command Line Interface を使用した Insights イベントの記録 (p. 292)
• AWS SDK を使用してイベントのログを記録する (p. 292)
• Amazon CloudWatch Logs へのイベントの送信 (p. 293)

CloudTrail Insights について
CloudTrail Insights を使用すると、Insights イベントを発生させることで、AWS アカウントの異常な API 
ボリュームまたはエラーレートのアクティビティを検出します。CloudTrail Insights は、ベースライン
とも呼ばれる API コール量と API エラー率の通常のパターンを分析し、コール量や API エラー率が通
常のパターン外にある場合に Insights イベントを生成します。API コール量に関する Insights イベント
は、write 管理 API に対して生成されます。一方、API エラー率に関する Insights イベントは、read と
write の両方の管理 API に対して生成されます。

証跡で CloudTrail Insights を有効にした後、異常なアクティビティが検出された場合、CloudTrail が最初
の Insights イベントを配信するまでに最大 36 時間かかることがあります。CloudTrail Insights は、グロー
バルではなく 単一のリージョンで発生する管理イベントを分析します。CloudTrail Insights イベントは、
サポート対象の管理イベントが生成されるのと同じリージョンに生成されます。

これらの Insights イベントの例を次のイメージに示します。Insights イベントの詳細ページを開くには、
[ダッシュボード] ページまたは [Insights] ページから Insights イベント名を選択します。

証跡で CloudTrail Insights を無効にするか、証跡の記録を停止した (CloudTrail Insights が無効になります) 
場合、Insights を有効にした前の期間の日付で、CloudTrail Insights が送信先 S3 バケットに保存されてい
るか、コンソールの [Insights] ページに表示されている可能性があります。

フィルター列
左側の列には、サブジェクト API に関連し、同じ Insights イベントタイプを持つ Insights イベントのリ
ストが表示されます。この列では、詳細情報が必要な Insights イベントを選択できます。この列でイベ
ントを選択すると、そのイベントが [Insights graph] タブのグラフで強調表示されます。デフォルトで
は、CloudTrail はフィルターを適用し、['CloudTrail イベント] タブを、Insights イベントをトリガーした
異常なアクティビティの期間中に呼び出された特定の API に関するものに設定します。異常なアクティビ
ティの期間中に呼び出されたすべての CloudTrail イベント (Insights イベントとは無関係なイベントを含
む) を表示するには、フィルターをオフにします。

[Insights graph] タブ
[Insights graph] タブでは、Insights イベントの詳細ページには、1 つ以上の Insights イベントがログに記
録される前後の期間に発生した API コールボリュームまたはエラーレートのグラフが表示されます。グラ
フでは、Insights イベントは縦棒で強調表示され、棒の幅は Insights イベントの開始時刻と終了時刻を示
します。

この例では、強調表示している縦帯は、アカウント内の AWS Systems Manager SendCommand API コー
ルの数が以上であることを示しています。強調表示された領域で、SendCommand コールの数がアカ
ウントの通常の範囲である 1 分あたり 0.0442 回を超えたため、異常なアクティビティが検出されると 
CloudTrail がInsights イベントを記録しました。Insights イベントでは、午前 5 時 50 分から午前 5 時 55 
分までの 5 分間に 15 件の SendCommand の呼び出しがあったことが記録されています。これは、アカウ
ントに対して予想されるよりも毎分約 2 回多い API コールです。この例では、グラフの期間は 3 時間で
す。つまり、太平洋夏時間 2021年7月15日 午前 4 時 30 分から 2021 年 7 月 15 日 午前 7:30 までです。こ
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のイベントの開始時刻は、太平洋夏時間 2021 年 7月 15 日 午前 6:00で、終了時刻はその 2 分後です。終
了 Insights イベント (強調表示されていない) は、異常なアクティビティが 午前 6 時 16 分頃に終了したこ
とを示しています。

ベースラインは、Insights イベントの開始前の 7 日間にわたって計算されます。ベースライン期間 
(CloudTrail が API での通常のアクティビティを分析する期間) 値は約 7 日間ですが、CloudTrail はベース
ライン期間を整数の日数に四捨五入するので、正確なベースライン期間は異なる可能性があります。

ツールバーにある Zoom コマンドを使って終了 Insights イベントを拡大すると、開始時刻と終了時刻を表
示できます。この例は、[Zoom] (ズーム) を選択し、強調表示された Insights イベントの一方の端をズー
ムカーソルで少しドラッグすると、Insights イベントが展開され、タイムラインの詳細が表示されること
を示しています。

異常なアクティビティを特定するために分析された CloudTrail イベントを表示するには、[CloudTrail 
events] (CloudTrail イベント) タブを開きます。この例では、CloudTrail は 12 個のイベントを分析し、そ
のうちの 4 つが Insights イベントをトリガーしました。
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次のスクリーンショットでは、API エラーレート Insights イベントの Insights グラフタブが示されててい
ます。強調表示されている領域では、GetRolePolicy IAM API コールでの NoSuchEntityException
エラーの発生が、API コールの 1 分あたりのベースライン平均 0.0017 NoSuchEntityException エラー
を上回ったため (インサイト期間中に 1 分あたり平均 18 個のエラーが発生)、Insights イベントがログに記
録されています。この例では、Insights イベントをトリガーした CloudTrail イベントの数が、1 分あたり 
18 個の NoSuchEntityException エラーのインサイト平均と一致します。API コールレートのグラフと
は異なり、API エラーレートは 2 本の線を対照的な色で示しています。片方は異常な数のエラーが発生し
た IAM API GetRolePolicy の呼び出しを測定する線で、もう片方は異常なアクティビティがログに記録
されたエラー NoSuchEntityException を測定する線です。
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[Attributions] (属性) タブ
[属性] タブには、Insights イベントに関する次の情報が表示されます。[Attributions] (属性) タブ
は、Insights アクティビティの原因とソースを特定するのに役立ちます。上位ベースラインの領域を展開
して、通常期間のユーザー ID、ユーザーエージェント、およびエラーコードアクティビティを、それら
の Insights アクティビティ期間の結果と比較します。[Top baseline user identity ARNs] (上位ベースライ
ンユーザー ID ARN)、[Top baseline user agents] (上位ベースラインエージェント)、および[Top baseline 
error codes] (上位ベースラインエラーコード) では、ベースライン平均のみが表示されます。ベースライン
平均は、Insights イベントの開始時刻前の約 7 日間の、ユーザーアイデンティティもしくはユーザーエー
ジェントによってログに記録される、またはエラーコードにつながる API のイベントの過去平均です。

次の図に示すように、[Attributions] (アトリビューション) タブには、エラーレートの Insights イベントの
上位ユーザー ID ARN と上位ユーザーエージェントのみが表示されます。エラーレートの Insights イベン
トでは、上位エラーコードは必要ありません。
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• 上位ユーザー ID ARN - この表は、異常なアクティビティ期間およびベースライン期間中に API コール
に寄与した AWS ユーザーまたは IAM ロール (ユーザーアイデンティティ) の上位 5 までを、API コー
ルの平均数の降順で示しています。異常なアクティビティの要因となったアクティビティ総数としての
平均の割合が括弧内に表示されます。5 以上のユーザー ID ARN が異常なアクティビティに寄与した場
合、そのアクティビティは [Other] の列にまとめて表示されます。

• 上位ユーザーエージェント - この表は、異常なアクティビティ期間およびベースライン期間中に API 
コールに寄与したユーザー ID による AWS ツールの上位 5 までを、API コールの平均数の降順で示して
います。これらのツールには、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS SDK が含まれま
す。例えば、ec2.amazonaws.com という名前のユーザーエージェントは、Amazon EC2 コンソール
が API を呼び出すために使用されたツールの中にあったことを示します。異常なアクティビティの要因
となったアクティビティ総数としての平均の割合が括弧内に表示されます。5 以上のユーザーエージェ
ントが異常なアクティビティに寄与した場合、そのアクティビティは [Other] の列にまとめて表示されま
す。

• Top error codes (上位エラーコード) - API コールレートの Insights イベントに対してのみ表示されま
す。この表は、異常なアクティビティおよびベースライン期間中に API コールで発生したエラーコード
の上位 5 つまでを、API コールの最大数から最小数の順に表示しています。異常なアクティビティの要
因となったアクティビティ総数としての平均の割合が括弧内に表示されます。異常なアクティビティま
たはベースラインアクティビティ中に 5 つ以上のエラーコードが発生した場合は、それらのアクティビ
ティは [Other] の列にまとめて表示されます。

None の値を上位 5 つのエラーコード値のうちの 1 つとして使用すると、Insights イベントに寄与した
コールのかなりの割合がエラーにならなかったことを意味します。エラーコードの値が None、表内
に他のエラーコードがない場合、[Insight average] および [Baseline average] の列は、Insights イベン
ト全体の列と同じです。また、これらの値は、[API calls per minute] の [Insights graph] タブの [Insight 
average] および [Baseline average] 凡例に表示されます。

ベースライン平均とインサイト平均

ベースライン平均とインサイト平均は、上位ユーザ ID、上位ユーザエージェント、および上位エラーコー
ドに対して表示されます。
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• Baseline average (ベースライン平均) - アカウントの特定のリージョンで、過去約 7 日内に測定され
た、Insights イベント がログに記録された API での 1 分あたりの標準的な発生率。

• Insights average (インサイト平均) - Insights イベントをトリガーしたこの API の 1 分あたりのコールま
たはエラーの割合。開始イベントの CloudTrail Insights 平均は、Insights イベントをトリガーした API 
での 1 分あたりの API コールまたはエラーの割合です。通常、これは異常なアクティビティの最初の 1 
分です。終了イベントのインサイト平均は、開始 Insights イベントと終了 Insights イベントの間の異常
なアクティビティの期間における 1 分あたりの API コールまたはエラーの割合です。

[CloudTrail イベント] タブ
[CloudTrail events] タブで、異常なアクティビティが発生したと判断するために CloudTrail が分析した
関連イベントを表示します。デフォルトで、フィルターはすでに Insights イベント名に適用されていま
す。これは関連する API の名前でもあります。異常なアクティビティの期間中に記録されたすべての 
CloudTrail イベントを表示するには、[Only show events for selected Insights event] をオフにします。
[CloudTrail イベント] タブには、Insights イベントの開始時刻と終了時刻の間に発生したサブジェクト 
API に関連する CloudTrail 管理イベントが表示されます。これらのイベントは、より詳細な分析を実行し
て、Insights イベントの考えられる原因と、異常な API アクティビティとエラーレートアクティビティの
理由を特定するのに役立ちます。

[Insights イベントレコード] タブ
どの CloudTrail イベントも同様に、CloudTrail Insights イベントは JSON 形式のレコードです。[Insights 
event record] タブには、Insights の開始イベントと終了イベントの JSON 構造とコンテンツが表示されま
す。これはイベントペイロードと呼ばれることもあります。Insights イベントレコードのフィールドとコ
ンテンツの詳細については、このガイドの「Insights イベントのレコードフィールド (p. 447)」および
「CloudTrail Insights insightDetails 要素 (p. 462)」を参照してください。

AWS Management Console を使用した Insights イベ
ントの記録
既存の証跡で CloudTrail Insights イベントコレクションを有効にします。デフォルトでは、Insights イベン
トは有効になっていません。

1. CloudTrail コンソールの左のナビゲーションペインで [証跡] を選択し、証跡の名前を選択します。
2. [Insights events] で、[編集] を選択します。

Note

Insights イベントの記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、
「AWS CloudTrail 料金」を参照してください。

3. [Event type] (イベントタイプ) で、[Insights events] (Insights イベント) を選択します。
4. [Insights events] (Insights イベント) の [Choose Insights types] (Insights の種類を選択) で、[API call 

rate] (API コールレート) と [API error rate] (API エラー率) のどちらか一方、または両方を選択選択し
ます。[API コール率] の Insights イベントをログに記録するには、証跡が [Write] 管理イベントをロ
グ記録している必要があります。[API エラー率] の Insights イベントをログに記録するには、証跡が
[Read] または [Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。

5. [Save changes] (変更の保存)を選択して、変更を保存します。

異常なアクティビティが検出された場合、CloudTrail が最初の Insights イベントを配信するまでに最大 36 
時間かかることがあります。
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AWS Command Line Interface を使用した Insights イ
ベントの記録
AWS CLI を使用して、Insights イベントのログを記録するように証跡を設定できます。

Note

API 呼び出し量に関する Insights イベントを記録するには、証跡が write 管理イベントを記録し
ている必要があります。API エラー率に関する Insights イベントを記録するには、証跡が read
または write 管理イベントを記録している必要があります。

証跡が Insights イベントをログに記録しているかどうかを確認するには、get-insight-selectors コ
マンドを実行します。

aws cloudtrail get-insight-selectors --trail-name TrailName

次の結果は、証跡に対するデフォルト設定を示しています。デフォルトでは、証跡は Insights イベントを
記録しません。Insights イベントコレクションが有効になっていないため、InsightType 属性値が空に
なっていて、Insights イベントセレクタが指定されていません。

Insights セレクターを追加しない場合、get-insight-selectors コマンドは次のエラーメッセージを返しま
す。「GetInsightSelectors 操作を呼び出すときにエラーが発生しました (InsightNotEnabledException): 証
跡#で Insights が有効になっていません。証跡の設定を編集して Insights を有効にしてから、もう一度操作
を試してください。

{ 
  "InsightSelectors": [ ], 
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TrailName"
}

Insights イベントをログに記録するように証跡を設定するには、put-insight-selectors コマン
ドを実行します。次に、 を含むように証跡を設定する方法の例を示します。Insights セレクターの値
は、ApiCallRateInsight、ApiErrorRateInsight、または両方になります。

aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName --insight-selectors 
 '[{"InsightType": "ApiCallRateInsight"},{"InsightType": "ApiErrorRateInsight"}]'

次の結果は、証跡用に設定された Insights イベントセレクタを示しています。

{ 
  "InsightSelectors": 
      [ 
         { 
            "InsightType": "ApiErrorRateInsight" 
         }, 
         { 
            "InsightType": "ApiCallRateInsight" 
         } 
      ], 
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TrailName"
}

AWS SDK を使用してイベントのログを記録する
GetInsightSelectors オペレーションを実行して、証跡が証跡 Insights イベントを記録しているかどうかを
確認します。Insights イベントを記録するように証跡を設定するには、PutInsightSelectors オペレーション
を使用します。詳細については、「AWS CloudTrail API リファレンス」を参照してください。
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Amazon CloudWatch Logs へのイベントの送信
CloudTrail は、CloudWatch Logs への Insights イベントの送信をサポートします。CloudWatch Logs のロ
ググループに Insights イベントを送信するように証跡を設定すると、CloudTrail は証跡で指定されている 
Insights イベントだけを送信します。たとえば、管理イベントおよび Insights イベントを送信するように
設定した場合、証跡は管理イベントおよび Insights イベントを CloudWatch Logs ロググループに配信し
ます。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルをモニタリングす
る (p. 295)」を参照してください。

インサイトイベントを配信するルールを作成するには、Amazon EventBridge コンソールまたは API 
を使用できます。EventBridge コンソールを使用してルールを作成するには、AWS Insight via 
CloudTrail イベントタイプを選択します。

次の画像で、EventBridge で作成されたルールの例「Insights-test-rule」を説明しています。CloudTrail が 
Insights イベントをログに記録すると、ルールは Amazon SNS トピックをターゲットにして、SNS トピッ
クで指定された受信者に通知を送信します。EventBridge でルールの作成の詳細については、「Amazon 
EventBridge ユーザーガイド」の「Amazon EventBridge でルールの作成」を参照してください。

CloudTrail がInsights イベントをログに記録すると、SNS トピックの受信者は SNS 通知を受信する必要が
あります。

CloudTrail ログ ファイルを複数のリージョンから受
け取る

複数のリージョンのログファイルを、1 つのアカウントの 1 つの S3 バケットに配信するように CloudTrail 
を設定できます。例えば、S3 バケットと CloudWatch Logs ロググループにログファイルを配信するよう
設定された証跡が、米国西部 (オレゴン) リージョンにあるとします。すべてのリージョンのログを記録
するように既存の単一リージョンの証跡を変更すると、CloudTrail はアカウントの単一の AWS パーティ
ション内にあるすべてのリージョンからのイベントをログに記録します。CloudTrail は、同じ S3 バケット
と CloudWatch Logs ロググループにログファイルを配信します。CloudTrail に S3 バケットに対する書き
込みアクセス許可がある限り、マルチリージョン証跡のバケットは証跡のホーム以外のリージョンにあっ
てもかまいません。

アカウントのすべての AWS パーティション内にあるすべてのリージョンでイベントをログに記録するに
は、各パーティションにマルチリージョンの証跡を作成します。
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コンソールでは、デフォルトで、有効にしたすべての AWS リージョンのイベントをログに記録する証跡
を作成します。これは推奨されるベストプラクティスです。単一リージョンでイベントをログに記録する
には (推奨されません)、AWS CLI を使用します (p. 109)。すべてのリージョンにログインするように既存
の単一リージョンの証跡を設定するには、AWS CLI を使用する必要があります。

既存の証跡を変更し、すべてのリージョンに適用されるようにするには、--is-multi-region-trail
オプションを update-trail (p. 109) コマンドに追加します。

aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail

証跡がすべてのリージョンに適用されるようになったことを確認するために、出力の
IsMultiRegionTrail 要素に true と表示されます。

{ 
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "Name": "my-trail",  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
    "LogFileValidationEnabled": false,  
     "IsMultiRegionTrail": true,  
    "IsOrganizationTrail": false, 
    "S3BucketName": "my-bucket"
}

Note

aws パーティションで新しいリージョンが起動すると、CloudTrail は元の証跡と同じ設定を使用
して、新しいリージョンの証跡を自動的に作成します。

詳細については、以下のリソースを参照してください。

• CloudTrail のリージョン内動作とグローバル動作 (p. 15)
• CloudTrail についてのよくある質問

CloudTrail でのデータ整合性の管理
CloudTrail では、結果整合性と呼ばれる分散コンピューティングモデルが使用されています。CloudTrail 
設定 (または他の AWS のサービス) に行った変更は、属性ベースのアクセス制御 (ABAC) で使用されてい
るタグを含め、すべての可能性のあるエンドポイントに認識されるまでに時間がかかります。この遅延
は、サーバー間、レプリケーションゾーン間、世界中のリージョン間でのデータ送信にかかる時間から
発生している場合もあります。CloudTrail ではパフォーマンス向上のためにキャッシュも使用しているた
め、これが原因で遅延が発生することがあります。変更は、以前にキャッシュされたデータがタイムアウ
トになるまで反映されない場合があります。

発生する可能性のあるこれらの遅延を考慮して、アプリケーションを設計する必要があります。ある場所
で行われた変更が他の場所で直ちに表示されない場合でも、正常に動作することを確認します。このよう
な変更には、証跡やイベントデータストアの作成や更新、イベントセレクタの更新、ログ記録の開始や停
止が含まれます。証跡またはイベントデータストアを作成または更新すると、CloudTrail は、変更がすべ
ての場所に反映されるまで、最新の既知の設定に基づいて S3 バケットまたはイベントデータストアにロ
グを配信します。

これが他の AWS のサービス にどのように影響するかの詳細については、以下のリソースを参照してくだ
さい。

• Amazon DynamoDB: 「Amazon DynamoDB よくある質問」の「DynamoDB の整合性モデルとは何です
か?」および「Amazon DynamoDB デベロッパーガイド」の「読み込み整合性」。
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CloudTrail ログファイルをモニタリングする

• Amazon EC2: 「Amazon Elastic Compute Cloud API リファレンス」の「Eventual consistency」(結果整
合性)。

• Amazon EMR: 「AWS ビッグデータブログ」の「Ensuring Consistency When Using Amazon S3 and 
Amazon Elastic MapReduce for ETL Workflows」(ETL ワークフローに Amazon S3 および Amazon 
Elastic MapReduce を使用する場合の整合性の確保)。

• AWS Identity and Access Management (IAM): 「IAM ユーザーガイド」の「行った変更がすぐに表示さ
れないことがある」。

• Amazon Redshift: 「Amazon Redshift Database デベロッパーガイド」の「データの整合性の管理」。
• Amazon S3: 「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 のデータ整合性モデ

ル」。

Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログ
ファイルをモニタリングする

CloudWatch Logs で CloudTrail を使用するように設定して、証跡ログをモニタリングし、特定のアクティ
ビティの発生時に通知を受けることができます。

1. CloudWatch Logs にログイベントを送信するように証跡を設定します。
2. ログイベントの中に一致する語句や値があるかどうかを評価するための CloudWatch Logs メトリクス

フィルタを定義します。例えば、ConsoleLogin イベントをモニタリングすることもできます。
3. メトリクスフィルターに CloudWatch メトリクスを割り当てます。
4. 指定したしきい値と期間に基づいてトリガーされる CloudWatch アラームを作成します。アラームが

トリガーされた際に通知が送信されるように設定することで、必要な対応がとれるようになります。
5. アラームへの対応アクションが自動的に実行されるように CloudWatch を設定することもできます。

Amazon CloudWatch と Amazon CloudWatch Logs の標準料金表が適用されます。詳細について
は、Amazon CloudWatch 料金表をご覧ください。

CloudWatch Logs にログを送信するように証跡を設定できるリージョンの詳細については、AWS 全般の
リファレンスの「Amazon CloudWatch Logs リージョンとクォータ」を参照してください。

AWS GovCloud (米国-西部) リージョンには個別のアカウントが必要です。詳細については、AWS 
GovCloud (米国西部) をご参照ください。

トピック
• CloudWatch Logs へのイベントの送信 (p. 295)
• AWS CloudFormation テンプレートを使用して CloudWatch アラームを作成する (p. 300)
• CloudTrail イベントの CloudWatch アラームの作成: 例 (p. 311)
• CloudTrail が CloudWatch Logs にイベントを送信しないようにする (p. 317)
• CloudTrail の CloudWatch ロググループとログストリームの名前付け (p. 318)
• CloudTrail がモニタリングに CloudWatch Logs を使用するためのロールポリシードキュメン

ト (p. 318)

CloudWatch Logs へのイベントの送信
イベントを CloudWatch Logs に送信するように証跡を設定すると、CloudTrail は証跡設定に一致するイベ
ントのみを送信します。たとえば、データイベントのみを送信するように設定した場合、証跡はデータイ
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ベントのみを CloudWatch Logs ロググループに送信します。CloudTrail は、CloudWatch Logs へのデー
タ、インサイト、および管理イベントの送信をサポートします。詳細については、「CloudTrail ログファ
イルの使用 (p. 247)」を参照してください。

CloudWatch Logs のロググループにイベントを送信するには

• IAM ロールを作成または指定するための十分なアクセス許可があることを確認してください。詳細につ
いては、「CloudTrail コンソールで Amazon CloudWatch Logs 情報を表示および設定するアクセス許可
を付与する (p. 394)」を参照してください。

• 新しい証跡を作成するか、既存の証跡を指定します。詳細については、「コンソールで証跡を作成およ
び更新する (p. 85)」を参照してください。

• ロググループを作成するか、既存のロググループを指定します。
• IAM ロールを指定します。組織の証跡の既存の IAM ロールを変更する場合は、組織の証跡のログ

記録を許可するように手動でポリシーを更新する必要があります。詳細については、このポリシー
例 (p. 299)と「組織の証跡の作成 (p. 135)」を参照してください。

• ロールポリシーをアタッチするか、デフォルトを使用します。

目次
• コンソールを使用して CloudWatch Logs のモニタリングを設定する (p. 296)

• ロググループを作成するか、既存のロググループを指定する (p. 296)
• IAM ロールを指定する (p. 297)
• CloudWatch コンソールでのイベントの表示 (p. 297)

• AWS CLI を使用して CloudWatch Logs のモニタリングを設定する (p. 298)
• ロググループを作成する (p. 298)
• ロールの作成 (p. 298)
• ポリシードキュメントを作成する (p. 299)
• 証跡を更新する (p. 300)

• 制限 (p. 300)

コンソールを使用して CloudWatch Logs のモニタリングを設定
する
AWS Management Console を使用して、証跡から CloudWatch Logs にモニタリング用のイベントを送信
するよう設定できます。

ロググループを作成するか、既存のロググループを指定する

CloudTrail では、ログイベントの配信エンドポイントとして、CloudWatch Logs ロググループが使用され
ます。ユーザーは、ロググループを作成するか、既存のロググループを指定することができます。

ロググループを作成または指定するには

1. CloudWatch Logs 統合を設定するのに十分なアクセス許可を持つ管理ユーザーまたはロールを使用し
てログインしていることを確認してください。詳細については、「CloudTrail コンソールで Amazon 
CloudWatch Logs 情報を表示および設定するアクセス許可を付与する (p. 394)」を参照してくださ
い。

2. CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
3. 証跡名を選択します。すべてのリージョンに適用される証跡を選択した場合は、その証跡の作成元

のリージョンにリダイレクトされます。ロググループを作成することもできますし、証跡と同じリー
ジョン内の既存のロググループを選択することもできます。
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Note

すべてのリージョンに適用される証跡では、すべてのリージョンのログファイルが、指定さ
れた CloudWatch Logs ロググループに送信されます。

4. [CloudWatch Logs] で、[設定]を選択します。
5. [New or existing log group] にロググループ名を入力し、[Continue] を選択します。詳細については、

「CloudTrail の CloudWatch ロググループとログストリームの名前付け (p. 318)」を参照してくださ
い。

6. IAM ロールについては、既存のロールを選択するか、新しいロールを作成します。IAM ロールを作成
する場合は、ロール名を入力します。

7. [Allow] を選択して、CloudWatch Logs ログストリームを作成するアクセス許可とイベントを配信する
権限を CloudTrail に付与します。

IAM ロールを指定する

ログストリームへのイベント配信のために CloudTrail に割り当てるロールを指定できます。

ロールを指定するには

1. デフォルトでは、CloudTrail_CloudWatchLogs_Role が指定されます。デフォルトのロールポリ
シーには、指定したロググループ内に CloudWatch Logs ログストリームを作成し、そのログストリー
ムに CloudTrail イベントを配信するための必要なアクセス許可がアタッチされています。

Note

組織の証跡のロググループにこのロールを使用する場合は、ロールを作成した後に手動でポ
リシーを変更する必要があります。詳細については、このポリシー例 (p. 299)と「組織の証
跡の作成 (p. 135)」を参照してください。

a. ロールを検証するには、AWS Identity and Access Management コンソールへ移動します (https:// 
console.aws.amazon.com/iam/)。

b. [Roles]、[CloudTrail_CloudWatchLogs_Role] の順に選択します。
c. ロールポリシーの内容を確認するには、[View Policy Document] を選択します。

2. 別のロールを指定することもできますが、そのロールを使用して CloudWatch Logs にイベントを送
信する場合は、必要なロールポリシーを既存のロールにアタッチする必要があります。詳細について
は、「CloudTrail がモニタリングに CloudWatch Logs を使用するためのロールポリシードキュメン
ト (p. 318)」を参照してください。

CloudWatch コンソールでのイベントの表示

CloudWatch Logs ロググループにイベントを送信するように証跡を設定したら、CloudWatch コンソール
でイベントを表示することができます。CloudTrail は、通常、イベントを API コールからロググループへ
平均 5 分以内に配信します。この時間は保証されません。詳細については、「AWS CloudTrail サービスレ
ベルアグリーメント」をご覧ください。

CloudWatch コンソールでのイベントを表示するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. [Logs] (ログ) を選択します。
3. 証跡用に指定したロググループを選択します。
4. ログストリーム名を選択します。
5. 証跡によって記録されたイベントの詳細を表示するには、イベントを選択します。
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Note

CloudWatch コンソールの [時刻 (UTC)] 列には、イベントがロググループに配信された時刻
が表示されます。イベントが CloudTrail によってログに記録された実際の時刻を確認するに
は、eventTime フィールドを参照してください。

AWS CLI を使用して CloudWatch Logs のモニタリングを設定す
る
AWS CLI を使用して、CloudTrail から CloudWatch Logs にモニタリング用のイベントを送信するよう設
定できます。

ロググループを作成する

1. 既存のロググループがない場合は、CloudWatch Logs create-log-group コマンドを使用して、ロ
グイベントの配信エンドポイントとしての CloudWatch Logs ロググループを作成します。

aws logs create-log-group --log-group-name name

次の例では、CloudTrail/logs という名前のロググループが作成されます。

aws logs create-log-group --log-group-name CloudTrail/logs

2. ロググループの Amazon リソースネーム (ARN) を取得します。

aws logs describe-log-groups

ロールの作成

CloudWatch Logs ロググループにイベントを送信できるようにするための、CloudTrail 用のロールを作
成します。IAM の create-role コマンドには、2 つのパラメータがあります。1 つはロール名で、もう 
1 つは、JSON 形式のロールポリシー割り当てドキュメントへのファイルパスです。使用するポリシード
キュメントによって、CloudTrail に AssumeRole アクセス許可が付与されます。create-role コマンド
を実行すると、必要なアクセス許可を持ったロールが作成されます。

ポリシードキュメントを含んだ JSON ファイルを作成するには、テキストエディタを開
き、assume_role_policy_document.json という名前のファイルに次のポリシーコンテンツを保存し
ます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

次のコマンドを実行して、AssumeRole アクセス許可を使用した CloudTrail 用のロールを作成します。
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aws iam create-role --role-name role_name --assume-role-policy-document file://<path to 
 assume_role_policy_document>.json

コマンドが完了したら、出力内のロール ARN を書き留めておきます。

ポリシードキュメントを作成する

CloudTrail 用に、次のロールポリシードキュメントを作成します。指定したロググループ内に CloudWatch 
Logs ログストリームを作成し、そのログストリームに CloudTrail イベントを配信するための必要なアクセ
ス許可は、このドキュメントによって CloudTrail に付与されます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 

      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream2014110", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "logs:CreateLogStream" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:logs:region:accountID:log-group:log_group_name:log-
stream:accountID_CloudTrail_region*" 
      ] 

    }, 
    { 
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "logs:PutLogEvents" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:logs:region:accountID:log-group:log_group_name:log-
stream:accountID_CloudTrail_region*" 
      ] 
    } 
  ]
}

role-policy-document.json という名前のファイルにポリシードキュメントを保存します。

組織の証跡にも使用される可能性があるポリシーを作成している場合は、少し異なる方法で構成する必要
があります。例えば、以下のポリシーは、指定したロググループで CloudWatch Logs ログストリームを作
成し、 AWS アカウント 111111111111、およびo-exampleorgid の ID を持つ AWS Organizations 組織
に適用される、アカウント 111111111111 で作成された組織証跡の両方の CloudTrail イベントを配信する
アクセス許可を CloudTrail に付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/
DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*", 
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                "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/
DefaultLogGroupTest:log-stream:o-exampleorgid_*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/
DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",              
                "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/
DefaultLogGroupTest:log-stream:o-exampleorgid_*" 
            ] 
        } 
    ]
}

組織の証跡の詳細については、「組織の証跡の作成 (p. 135)」を参照してください。

次のマンドを実行して、ロールにポリシーを適用します。

aws iam put-role-policy --role-name role_name --policy-name cloudtrail-policy --policy-
document file://<path to role-policy-document>.json

証跡を更新する
CloudTrail の update-trail コマンドを使用して、証跡のロググループとロール情報を更新します。

aws cloudtrail update-trail --name trail_name --cloud-watch-logs-log-group-
arn log_group_arn --cloud-watch-logs-role-arn role_arn

AWS CLI コマンドの詳細については、「AWS CloudTrail Command Line Reference」を参照してくださ
い。

制限
CloudWatch Logs と EventBridge ごとに最大 256 KB のイベントサイズを許可します。ほとんどのサー
ビスイベントの最大サイズは 256 KB ですが、一部のサービスにはまだこれより大きなイベントがありま
す。CloudTrail は、これらのイベントを CloudWatch Logs や EventBridge に送信しません。

CloudTrail イベントバージョン 1.05 で開始し、イベントの最大サイズは 256 KB です。これによって、悪
意のある者による不正利用を防止し、イベントを他の AWS サービス (CloudWatch Logs や EventBridge な
ど) で消費できるようにしています。

AWS CloudFormation テンプレートを使用して 
CloudWatch アラームを作成する
CloudWatch ロググループにログファイルを配信するように証跡を設定した後、CloudWatch メトリッ
クスフィルタとアラームを作成して、ログファイル内のイベントを監視することができます。例え
ば、Amazon EC2 RunInstances オペレーションなどのイベントを指定し、アカウントでそのイベン
トが発生したときに CloudWatch から通知を受信できます。フィルタとアラームは個別に作成すること
も、AWS CloudFormation テンプレートを使用して一度に定義することもできます。

サンプル CloudFormation テンプレートはそのまま使用することも、独自のテンプレートを作成するため
のリファレンスとして使用することもできます。
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トピック
• サンプル CloudFormation テンプレート (p. 301)
• テンプレートを使用して CloudFormation スタックを作成する (p. 301)
• CloudFormation テンプレートの内容 (p. 309)

サンプル CloudFormation テンプレート
CloudFormation テンプレートには事前定義された CloudWatch メトリックスフィルタとアラームがあ
り、AWS アカウントで特定のセキュリティに関連する API コールが行われると E メール通知を受信でき
ます。

テンプレートは、次の場所にある zip ファイルに含まれています:
CloudWatch_Alarms_for_CloudTrail_API_Activity.zip。

テンプレートは、次のリソースタイプの作成、削除、および更新操作を監視するメトリクスフィルタを定
義します。

• Amazon EC2 インスタンス
• IAM ポリシー
• インターネットゲートウェイ
• ネットワーク ACL
• セキュリティグループ

アカウント内で API コールが発生した場合、メトリックスフィルタがその API コールを監視します。API 
コールのしきい値が指定の値を超える場合は、アラームがトリガーされ、CloudWatch から E メール通知
が送信されます。

デフォルトでは、テンプレート内のほとんどのフィルタは、モニタリング対象のイベントが 5 分以内に発
生した場合にアラームをトリガーします。これらのアラームしきい値は、独自の要件に応じて変更できま
す。たとえば、10 分間に 3 つのイベントを監視できます。変更するには、テンプレートを編集するか、ま
たはテンプレートのアップロード後に、CloudWatch コンソールでしきい値を指定します。

Note

CloudTrail は通常ログファイルを 5 分ごとに配信するため、アラームに 5 分以上の期間を指定し
ます。

テンプレートのメトリクスフィルタとアラーム、および E メール通知をトリガーする API 呼び出しを表示
するには、「CloudFormation テンプレートの内容 (p. 309)」を参照してください。

テンプレートを使用して CloudFormation スタックを作成する
CloudFormation スタックとは、関連するリソースの集合体のことで、ユーザーはこれを単一のユニットと
してプロビジョニングし、更新します。次の手順は、スタックを作成して通知を受信する E メールアドレ
スを確認する方法を示します。

テンプレートを使用して CloudFormation スタックを作成するには

1. CloudWatch Logs ロググループにログファイルを送信するために証跡を設定します。「CloudWatch 
Logs へのイベントの送信 (p. 295)」を参照してください。

2. CloudFormation テンプレートをダウンロードします:
CloudWatch_Alarms_for_CloudTrail_API_Activity.zip。

3. https://console.aws.amazon.com/cloudformation で AWS CloudFormation コンソール を開きます。
4. [Create Stack] を選択します。
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5. [Select Template] ページで、[Name] にスタック名を入力します。例え
ば、CloudWatchAlarmsForCloudTrail です。

6. [Source] で、[Upload a template to Amazon S3] を選択します。
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7. [Choose File] を選択して、ダウンロードした AWS CloudFormation テンプレートを選択します。
8. [Next] (次へ) をクリックします。
9. [Specify Parameters] ページの [Email] で、通知を受信するための E メールアドレスを入力します。

10. [LogGroupName] で、CloudWatch Logs にログファイルを送信する証跡の設定時に指定されたロググ
ループの名前を入力します。
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11. [Next] (次へ) をクリックします。
12. Options で、タグを作成したり、その他の詳細オプションを設定したりできます。これらは必須では

ありません。
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13. [Next] (次へ) をクリックします。
14. [Review] ページで、設定が正しいことを確認します。
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15. [Create] (作成) を選択します。スタックが数分で作成されます。

16. スタックが作成されると、指定した E メールアドレスにメールが送信されます。
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17. E メールに記載されている [Confirm subscription] を選択します。テンプレートで指定されたアラーム
のトリガー時に E メール通知を受信します。
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CloudFormation テンプレートの内容
次の表は、テンプレート内のメトリクスフィルタとアラーム、それらの目的、および E メール通知をトリ
ガーする API 呼び出しをまとめたものです。通知は、リストされたフィルタに対する API 呼び出しがアカ
ウントで 1 つ以上発生した場合にトリガーされます。

メトリクスフィルターやアラームの定義は、CloudWatch コンソールで確認することができます。

ネットワークイベント

メトリクスフィルタとアラーム モニタリングと通
知の対象:

次の 1 つ以上の API オペレーションに
よってトリガーされる通知:

SecurityGroupChangesMetricFilter

SecurityGroupChangesAlarm

セキュリティグ
ループを作成、更
新、削除する API 
呼び出し。

CreateSecurityGroup

DeleteSecurityGroup

AuthorizeSecurityGroupEgress

RevokeSecurityGroupEgress

AuthorizeSecurityGroupIngress

RevokeSecurityGroupIngress

NetworkAclChangesMetricFilter

NetworkAclChangesAlarm

ネットワーク ACL 
を作成、更新、削
除する API 呼び出
し。

CreateNetworkAcl

DeleteNetworkAcl

CreateNetworkAclEntry

DeleteNetworkAclEntry

ReplaceNetworkAclAssociation

ReplaceNetworkAclEntry

GatewayChangesMetricFilter

GatewayChangesAlarm

カスタマーゲート
ウェイとインター
ネットゲートウェ
イを作成、更新、
削除する API 呼び
出し。

CreateCustomerGateway

DeleteCustomerGateway

AttachInternetGateway

CreateInternetGateway

DeleteInternetGateway

DetachInternetGateway

VpcChangesMetricFilter

VpcChangesAlarm

Virtual 
Private Cloud 
(VPC)、VPC ピ
ア接続、および
ClassicLink を
使用したクラシッ
ク EC2 インスタン
スへの VPC 接続
を作成、更新、削
除する API 呼び出
し。

CreateVpc

DeleteVpc

ModifyVpcAttribute

AcceptVpcPeeringConnection

CreateVpcPeeringConnection

DeleteVpcPeeringConnection
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メトリクスフィルタとアラーム モニタリングと通
知の対象:

次の 1 つ以上の API オペレーションに
よってトリガーされる通知:
RejectVpcPeeringConnection

AttachClassicLinkVpc

DetachClassicLinkVpc

DisableVpcClassicLink

EnableVpcClassicLink

Amazon EC2 イベント

メトリクスフィルタとアラーム モニタリングと通
知の対象:

次の 1 つ以上の API オペレーションに
よってトリガーされる通知:

EC2InstanceChangesMetricFilter

EC2InstanceChangesAlarm

EC2 インスタンス
の作成、終了、起
動、停止、再起動.

RebootInstances

RunInstances

StartInstances

StopInstances

TerminateInstances

EC2LargeInstanceChangesMetricFilter

EC2LargeInstanceChangesAlarm

4 倍または 8 倍の
大きさの EC2 イン
スタンスの作成、
終了、起動、停
止、再起動.

次のうち少なくとも 1 つの API オペ
レーション:

RebootInstances

RunInstances

StartInstances

StopInstances

TerminateInstances

および次のうち少なくとも 1 つのインス
タンスタイプ:

instancetype=*.4xlarge

instancetype=*.8xlarge

CloudTrail および IAM イベント

メトリクスフィルタとアラーム モニタリングと通
知の対象:

次の 1 つ以上の API オペレーションに
よってトリガーされる通知:

CloudTrailChangesMetricFilter

CloudTrailChangesAlarm

証跡の作成、削
除、および更新。
証跡のログ記録の
開始および停止の
発生。

CreateTrail

DeleteTrail

StartLogging
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メトリクスフィルタとアラーム モニタリングと通
知の対象:

次の 1 つ以上の API オペレーションに
よってトリガーされる通知:
StopLogging

UpdateTrail

ConsoleSignInFailuresMetricFilter

ConsoleSignInFailuresAlarm

コンソールログイ
ンの失敗

eventName、ConsoleLogin

および

errorMessage が、"Failed 
authentication"

AuthorizationFailuresMetricFilter

AuthorizationFailuresAlarm

認証エラー エラーコード AccessDenied が返され
たすべての API 呼び出し

または

*UnauthorizedOperation.

IAMPolicyChangesMetricFilter

IAMPolicyChangesAlarm

IAM ポリシーの変
更

AttachGroupPolicy

DeleteGroupPolicy

DetachGroupPolicy

PutGroupPolicy

CreatePolicy

DeletePolicy

CreatePolicyVersion

DeletePolicyVersion

AttachRolePolicy

DeleteRolePolicy

DetachRolePolicy

PutRolePolicy

AttachUserPolicy

DeleteUserPolicy

DetachUserPolicy

PutUserPolicy

CloudTrail イベントの CloudWatch アラームの作成: 
例
このトピックでは、CloudTrail イベントのアラームを設定する方法について説明します。また、その例を
示します。
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Note

次のメトリックスフィルタとアラームの例を手動で作成する代わりに、AWS CloudFormation 
テンプレートを使用して、一度にすべて作成することができます。詳細については、「AWS 
CloudFormation テンプレートを使用して CloudWatch アラームを作成する (p. 300)」を参照し
てください。

トピック
• 前提条件 (p. 312)
• メトリックスフィルタを作成し、アラームを作成する (p. 312)
• 例 : セキュリティグループの設定の変更 (p. 312)
• 例: AWS Management Console サインインの失敗 (p. 314)
• 例: IAM ポリシーの変更 (p. 315)
• CloudWatch Logs アラームの通知の設定 (p. 317)

前提条件
このトピックの例を使用する前に、次のことを行う必要があります。

• コンソールまたは CLI を使用して証跡を作成します。
• ロググループを作成します。ロググループは、証跡の作成の一部として実行できます。証跡の作成方法

の詳細については、「証跡の作成 (p. 85)」を参照してください。
• 指定したロググループに CloudWatch Logs ログストリームを作成し、そのログストリームに CloudTrail 

イベントを配信するためのアクセス許可を CloudTrail に付与する IAM ロールを指定または作成します。
これは、デフォルト CloudTrail_CloudWatchLogs_Role によって行われます。

詳細については、「CloudWatch Logs へのイベントの送信 (p. 295)」を参照してください。このセク
ションの例は、Amazon CloudWatch Logs コンソールで実行されます。メトリクスフィルターとアラー
ムを作成する方法の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「フィルターを使用したロ
グイベントからのメトリクスの作成」および「Amazon CloudWatch アラームの作成」を参照してくださ
い。

メトリックスフィルタを作成し、アラームを作成する
アラームを作成するには、まずメトリックスフィルタを作成してから、そのフィルタに基づいてアラーム
を設定する必要があります。すべての例の手順が示されます。メトリクスフィルターおよび CloudTrail ロ
グイベントのパターンの構文の詳細については、Amazon CloudWatch Logsユーザーガイドのフィルター
とパターンの構文の JSON 関連のセクションを参照してください。

例 : セキュリティグループの設定の変更
セキュリティグループに関連する設定変更が発生したときにトリガーされる Amazon CloudWatch アラー
ムを作成するには、この手順を実行します。

メトリックフィルタを作成する

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [ログ] を選択します。
3. ロググループのリストで、CloudTrail ログイベントのために作成したロググループを選択します。
4. [アクション]、[メトリクスフィルターの作成] の順に選択します。
5. [パターンを定義] ページの [フィルターパターンの作成] で、[フィルターパターン] に以下の値を入力

します。
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{ ($.eventName = AuthorizeSecurityGroupIngress) || ($.eventName = 
 AuthorizeSecurityGroupEgress) || ($.eventName = RevokeSecurityGroupIngress) || 
 ($.eventName = RevokeSecurityGroupEgress) || ($.eventName = CreateSecurityGroup) || 
 ($.eventName = DeleteSecurityGroup) }

6. [テストパターン] のデフォルト値はそのままにしておきます。[Next] (次へ) をクリックします。
7. [Assign metric] ページで、[フィルタ名] に「SecurityGroupEvents」と入力します。
8. [Metric details] ページで、[Create new] をオンにし、[メトリクス名前空間] に「CloudTrailMetrics」と

入手します。
9. [Metric Name] に「SecurityGroupEventCount」と入力します。
10. [Metric Value] に「1」と入力します。
11. [Default value] は空白のままにします。
12. [Next] (次へ) をクリックします。
13. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[Create metric filter] を選択してフィルターを作

成するか、[編集] を選択して戻って値を変更します。

アラームの作成

メトリクスフィルターを作成した後、CloudTrail トレイルロググループの CloudWatch Logs グループの詳
細ページが開きます。アラームを作成するには、次の手順を実行します。

1. [メトリクスフィルター] タブで、the section called “メトリックフィルタを作成する” (p. 312) で作
成したメトリクスフィルターを見つけます。メトリクスフィルターのチェックボックスをオンにしま
す。[メトリクスフィルター] バーで、[アラームの作成] を選択します。

2. [アラームの作成] ページの、[メトリクスと条件を指定] ページで、以下の値を入力します。

a. [グラフ] には、アラームを作成したときに設定した他の設定に基づいてラインが 1 で設定されて
います。

b. [メトリクス名] は、現在のメトリクス名、SecurityGroupEventCount のままにしておきま
す。

c. [Statistic] は、デフォルト値、Sum のままにしておきます。
d. [Period] は、デフォルト値、5 minutes のままにしておきます。
e. [条件] セクションの [しきい値のタイプ] で、[静的] を選択します。
f. [Whenever metric_name is] は、[Greater/Equal] を選択します。
g. [Threshold] は、「1」と入力します。
h. [Additional configuration] は、デフォルト値のままにしておきます。[Next] (次へ) をクリックしま

す。
i.

3. [アクションの設定] ページで、 [In alarm] を選択します。これは、5 分に 1 回の変更イベントのしきい
値を超えたときにアクションが実行されることを示し、[SecurityGroupEventCount] は、アラーム状態
です。

a. [Select an SNS topic] で、[Create new] を選択します。
b. 「SecurityGroupChanges_CloudWatch_Alarms_Topic」を新しいAmazon SNS トピックの名前を

として入力します。
c. [Email endpoints that will receive the notification] に、このアラームが発動した場合に通知を受信

するユーザーの E メールアドレスを入力します。E メールアドレスはカンマで区切ります。

ここで指定した E メール受信者は、Amazon SNS トピックにサブスクライブすることを確認する 
E メールを受信します。

d. [Create topic] (トピックの作成) を選択します。
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4. この例では、他のアクションタイプはスキップします。[Next] (次へ) をクリックします。
5. [Add name and description] ページで、アラームのフレンドリ名と説明を入力します。この例では、

名前には「Security group configuration changes」、説明には「Raises alarms if 
security group configuration changes occur」を入力します。[Next] (次へ) をクリックし
ます。

6. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[] で変更を加えることができます。または、[ア
ラームの作成] を選択してアラームを作成します。

アラームを作成すると、CloudWatch は [アラーム] ページが開きます。アラームの[アクション] 列
に、 SNS トピックのすべての E メール受信者が SNS 通知のサブスクライブを希望していることを確
認するまで、[Pending confirmation] が表示されます。

例: AWS Management Console サインインの失敗
5 分間に 3 回以上の AWS Management Console サインイン障害が発生した場合にトリガーされる 
Amazon CloudWatch アラームを作成するには、この手順を実行します。

メトリックフィルタを作成する

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [ログ] を選択します。
3. ロググループのリストで、CloudTrail ログイベントのために作成したロググループを選択します。
4. [アクション]、[メトリクスフィルターの作成] の順に選択します。
5. [パターンを定義] ページの [フィルターパターンの作成] で、[フィルターパターン] に以下の値を入力

します。

{ ($.eventName = ConsoleLogin) && ($.errorMessage = "Failed authentication") }

6. [テストパターン] のデフォルト値はそのままにしておきます。[Next] (次へ) をクリックします。
7. [Assign metric] ページで、フィルター名に「ConsoleSignInFailures」と入力します。
8. [Metric details] ページで、[Create new] をオンにし、[メトリクス名前空間] に「CloudTrailMetrics」と

入手します。
9. [Metric Name] に「ConsoleSigninFailureCount」と入力します。
10. [Metric Value] に「1」と入力します。
11. [Default value] は空白のままにします。
12. [Next] (次へ) をクリックします。
13. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[Create metric filter] を選択してフィルターを作

成するか、[編集] を選択して戻って値を変更します。

アラームの作成

メトリクスフィルターを作成した後、CloudTrail トレイルロググループの CloudWatch Logs グループの詳
細ページが開きます。アラームを作成するには、次の手順を実行します。

1. [メトリクスフィルター] タブで、the section called “メトリックフィルタを作成する” (p. 314) で作
成したメトリクスフィルターを見つけます。メトリクスフィルターのチェックボックスをオンにしま
す。[メトリクスフィルター] バーで、[アラームの作成] を選択します。

2. [アラームの作成] ページの、[メトリクスと条件を指定] ページで、以下の値を入力します。

a. [グラフ] には、アラームを作成したときに設定した他の設定に基づいてラインが 3 で設定されて
います。
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b. [メトリクス名] は、現在のメトリクス名、ConsoleSigninFailureCount のままにしておきま
す。

c. [Statistic] は、デフォルト値、Sum のままにしておきます。
d. [Period] は、デフォルト値、5 minutes のままにしておきます。
e. [条件] セクションの [しきい値のタイプ] で、[静的] を選択します。
f. [Whenever metric_name is] は、[Greater/Equal] を選択します。
g. [Threshold] は、「3」と入力します。
h. [Additional configuration] は、デフォルト値のままにしておきます。[Next] (次へ) をクリックしま

す。
i.

3. [アクションの設定] ページで、 [In alarm] を選択します。これは、5 分に 3 回の変更イベントのしきい
値を超えたときにアクションが実行されることを示し、[ConsoleSigninFailureCount] は、アラーム状
態です。

a. [Select an SNS topic] で、[Create new] を選択します。
b. 「ConsoleSignInFailures_CloudWatch_Alarms_Topic」を新しいAmazon SNS トピックの名前を

として入力します。
c. [Email endpoints that will receive the notification] に、このアラームが発動した場合に通知を受信

するユーザーの E メールアドレスを入力します。E メールアドレスはカンマで区切ります。

ここで指定した E メール受信者は、Amazon SNS トピックにサブスクライブすることを確認する 
E メールを受信します。

d. [Create topic] (トピックの作成) を選択します。
4. この例では、他のアクションタイプはスキップします。[Next] (次へ) をクリックします。
5. [Add name and description] ページで、アラームのフレンドリ名と説明を入力します。この例では、

名前には「Console sign-in failures」、説明には「Raises alarms if more than 3 
console sign-in failures occur in 5 minutes」を入力します。[Next] (次へ) をクリック
します。

6. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[] で変更を加えることができます。または、[ア
ラームの作成] を選択してアラームを作成します。

アラームを作成すると、CloudWatch は [アラーム] ページが開きます。アラームの[アクション] 列
に、 SNS トピックのすべての E メール受信者が SNS 通知のサブスクライブを希望していることを確
認するまで、[Pending confirmation] が表示されます。

例: IAM ポリシーの変更
API コールを実行して IAM ポリシーを変更する場合にトリガーされる Amazon CloudWatch アラームを作
成するには、この手順を実行します。

メトリックフィルタを作成する

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [ログ] を選択します。
3. ロググループのリストで、CloudTrail ログイベントのために作成したロググループを選択します。
4. [アクション]、[メトリクスフィルターの作成] の順に選択します。
5. [パターンを定義] ページの [フィルターパターンの作成] で、[フィルターパターン] に以下の値を入力

します。

{($.eventName=DeleteGroupPolicy)||($.eventName=DeleteRolePolicy)||
($.eventName=DeleteUserPolicy)||($.eventName=PutGroupPolicy)||
($.eventName=PutRolePolicy)||($.eventName=PutUserPolicy)||($.eventName=CreatePolicy)||
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($.eventName=DeletePolicy)||($.eventName=CreatePolicyVersion)||
($.eventName=DeletePolicyVersion)||($.eventName=AttachRolePolicy)||
($.eventName=DetachRolePolicy)||($.eventName=AttachUserPolicy)||
($.eventName=DetachUserPolicy)||($.eventName=AttachGroupPolicy)||
($.eventName=DetachGroupPolicy)}

6. [テストパターン] のデフォルト値はそのままにしておきます。[Next] (次へ) をクリックします。
7. [Assign metric] ページで、フィルタ名に「IAMPolicyChanges」と入力します。
8. [Metric details] ページで、[Create new] をオンにし、[メトリクス名前空間] に「CloudTrailMetrics」と

入手します。
9. [Metric Name] に「IAMPolicyEventCount」と入力します。
10. [Metric Value] に「1」と入力します。
11. [Default value] は空白のままにします。
12. [Next] (次へ) をクリックします。
13. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[Create metric filter] を選択してフィルターを作

成するか、[編集] を選択して戻って値を変更します。

アラームの作成

メトリクスフィルターを作成した後、CloudTrail トレイルロググループの CloudWatch Logs グループの詳
細ページが開きます。アラームを作成するには、次の手順を実行します。

1. [メトリクスフィルター] タブで、the section called “メトリックフィルタを作成する” (p. 315) で作
成したメトリクスフィルターを見つけます。メトリクスフィルターのチェックボックスをオンにしま
す。[メトリクスフィルター] バーで、[アラームの作成] を選択します。

2. [アラームの作成] ページの、[メトリクスと条件を指定] ページで、以下の値を入力します。

a. [グラフ] には、アラームを作成したときに設定した他の設定に基づいてラインが 1 で設定されて
います。

b. [メトリクス名] は、現在のメトリクス名、IAMPolicyEventCount のままにしておきます。
c. [Statistic] は、デフォルト値、Sum のままにしておきます。
d. [Period] は、デフォルト値、5 minutes のままにしておきます。
e. [条件] セクションの [しきい値のタイプ] で、[静的] を選択します。
f. [Whenever metric_name is] は、[Greater/Equal] を選択します。
g. [Threshold] は、「1」と入力します。
h. [Additional configuration] は、デフォルト値のままにしておきます。[Next] (次へ) をクリックしま

す。
i.

3. [アクションの設定] ページで、 [In alarm] を選択します。これは、5 分に 1 回の変更イベントのしきい
値を超えたときにアクションが実行されることを示し、[IAMPolicyEventCount] は、アラーム状態で
す。

a. [Select an SNS topic] で、[Create new] を選択します。
b. 「IAM_Policy_Changes_CloudWatch_Alarms_Topic」を新しいAmazon SNS トピックの名前をと

して入力します。
c. [Email endpoints that will receive the notification] に、このアラームが発動した場合に通知を受信

するユーザーの E メールアドレスを入力します。E メールアドレスはカンマで区切ります。

ここで指定した E メール受信者は、Amazon SNS トピックにサブスクライブすることを確認する 
E メールを受信します。

d. [Create topic] (トピックの作成) を選択します。
4. この例では、他のアクションタイプはスキップします。[Next] (次へ) をクリックします。
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5. [Add name and description] ページで、アラームのフレンドリ名と説明を入力します。この例では、
名前には「IAM Policy Changes」、説明には「Raises alarms if IAM policy changes 
occur」を入力します。[Next] (次へ) をクリックします。

6. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[] で変更を加えることができます。または、[ア
ラームの作成] を選択してアラームを作成します。

アラームを作成すると、CloudWatch は [アラーム] ページが開きます。アラームの[アクション] 列
に、 SNS トピックのすべての E メール受信者が SNS 通知のサブスクライブを希望していることを確
認するまで、[Pending confirmation] が表示されます。

CloudWatch Logs アラームの通知の設定
CloudTrail に対してアラームがトリガーされるたびに通知を送信するように CloudWatch Logs を設定す
ることができます。これにより、CloudTrail イベントでキャプチャされ、CloudWatch Logs によって検
出された重要な運用イベントにすばやく応答できます。CloudWatch では、Amazon Simple Notification 
Service (SNS) を使用して E メールを送信しています。詳細については、CloudWatch デベロッパーガイ
ドの「Amazon SNS のセットアップ」を参照してください。

CloudTrail が CloudWatch Logs にイベントを送信しな
いようにする
AWS CloudTrail イベントの Amazon CloudWatch Logs への送信を停止するには、証跡を更新して 
CloudWatch Logs の設定を無効にします。

CloudWatch Logs へのイベントの送信を停止する (コンソール)

CloudWatch Logs への CloudTrail イベントの送信を停止するには

1. AWS Management Console にサインインし、CloudTrail コンソールを開きます (https://
console.aws.amazon.com/cloudtrail/)。

2. ナビゲーションペインで、[Trails (証跡)] を選択します。
3. CloudWatch Logs の統合を無効にする証跡の名前を選択します。
4. [CloudWatch Logs] で、[編集] を選択します。
5. [Update trail] ページの [CloudWatch Logs] で、[Enabled] チェックボックスをオフにします。
6. [Update trail] を選択して変更を保存します。

CloudWatch Logs (CLI) へのイベントの送信を停止する
update-trail (p. 109) コマンドを実行して、配信エンドポイントとしての CloudWatch Logs ロググループを
削除できます。次のコマンドを実行すると、ロググループ ARN と CloudWatch Logs ロール ARN の値を
空の値に置き換えて、ロググループとロールが証跡設定から消去されます。

aws cloudtrail update-trail --name trail_name --cloud-watch-logs-log-group-arn="" --cloud-
watch-logs-role-arn=""
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CloudTrail の CloudWatch ロググループとログスト
リームの名前付け
Amazon CloudWatch では、CloudTrail イベントに対して作成されたロググループと、リージョン内の他の
ロググループが表示されます。他のロググループと簡単に区別できようなロググループ名を使用すること
をお勧めします。例えば、CloudTrail/logs です。

ロググループの名前を指定する際は、これらのガイドラインに従います。

• ロググループ名は AWS アカウント のリージョン内で一意である必要があります。
• ロググループの名前は 1～512 文字で指定します。
• ロググループ名には、a～z、A～Z、0～9、'_' (下線)、'-' (ハイフン)、'/' (スラッシュ)、 '.' (ピリオド) お

よび '#' (番号記号) を使用できます。

CloudTrail は、ロググループのログストリームを作成するとき、ログストリームに
account_ID_CloudTrail_trail_region という形式の名前を付けます。

Note

CloudTrail ログの量が多い場合、ロググループにログデータを配信するために
複数のログストリームが作成されることがあります。複数のログストリームが
ある場合、CloudTrail は次の形式に従って各ログストリームに名前を付けます:
account_ID_CloudTrail_trail_region_number。

CloudWatch ロググループの詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「ロググルー
プとログストリームの使用」および Amazon CloudWatch Logs API リファレンスの「CreateLogGroup」
を参照してください。

CloudTrail がモニタリングに CloudWatch Logs を使用
するためのロールポリシードキュメント
このセクションでは、CloudTrail ロールが CloudWatch Logs にログイベントを送信するために必要な許
可ポリシーについて説明します。イベントを送信するように CloudTrail を設定するときは、ロールにポリ
シードキュメントをアタッチできます (「CloudWatch Logs へのイベントの送信 (p. 295)」を参照)。IAM 
を使用してロールを作成することもできます。詳細については、「AWS サービス用のロールを作成する 
(AWS Management Console)」または「ロールの作成 (CLI および API)」を参照してください。

以下のポリシードキュメントの例には、指定したロググループで CloudWatch ログストリームを作成
し、CloudTrail イベントを 米国東部 (オハイオ) リージョンのログストリームに配信するために必要なアク
セス許可が含まれます。(これは、デフォルトの IAM ロール CloudTrail_CloudWatchLogs_Role に対
するデフォルトのポリシーです。)

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 

      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream2014110", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "logs:CreateLogStream" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:logs:us-east-2:accountID:log-group:log_group_name:log-
stream:CloudTrail_log_stream_name_prefix*" 

Version 1.0
318

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/Working-with-log-groups-and-streams.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/Working-with-log-groups-and-streams.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatchLogs/latest/APIReference/API_CreateLogGroup.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/create-role-xacct.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/create-role-xacct.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/Using_CreateRole_CLIAPI.html


AWS CloudTrail ユーザーガイド
CloudTrail がモニタリングに CloudWatch Logs 
を使用するためのロールポリシードキュメント

      ] 

    }, 
    { 
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "logs:PutLogEvents" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:logs:us-east-2:accountID:log-group:log_group_name:log-
stream:CloudTrail_log_stream_name_prefix*" 
      ] 
    } 
  ]
}

組織の証跡にも使用される可能性があるポリシーを作成している場合は、そのロール用に作成された
デフォルトポリシーから変更する必要があります。例えば、以下のポリシーは、log_group_name
の値として指定したロググループで CloudWatch Logs ログストリームを作成し、 AWS アカウント 
111111111111、および o-exampleorgid の ID を持つ AWS Organizations 組織に適用される、アカ
ウント 111111111111 で作成された組織証跡の両方の CloudTrail イベントを配信するアクセス許可を 
CloudTrail に付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:log_group_name:log-
stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*", 
                "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:log_group_name:log-stream:o-
exampleorgid_*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:log_group_name:log-
stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*", 
                "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:log_group_name:log-stream:o-
exampleorgid_*" 
            ] 
        } 
    ]
}

組織の証跡の詳細については、「組織の証跡の作成 (p. 135)」を参照してください。
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複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受
け取る

複数の AWS アカウントのログファイルを 1 つの Amazon S3 バケットに配信するように CloudTrail 
を設定できます。例えば、4 つの AWS アカウントがあって、それぞれのアカウント ID が 
111111111111、222222222222、333333333333、444444444444 である場合に、それら 4 つのアカウン
トのログファイルをすべて、アカウント 111111111111 に属するバケットへと配信するように CloudTrail 
を設定する必要があるとします。これを行うには、以下の手順を実行します。

1. 配信先バケットが配置されるアカウント (この例では 111111111111) で、CloudTrail を有効にしま
す。その他のアカウントでは、まだ CloudTrail を有効にしないでください。

手順については、「証跡の作成 (p. 85)」を参照してください。
2. 配信先バケットのバケットポリシーを更新して、CloudTrail にクロスアカウントのアクセス権限を付

与します。

手順については、「複数のアカウントのバケットポリシーの設定 (p. 321)」を参照してください。
3. その他のアカウント (この例では、222222222222、333333333333、444444444444) で、CloudTrail 

を有効にします。これらのアカウントについては、ステップ 1 で指定したアカウントに属する同じバ
ケット (この例では 111111111111) を使用するように CloudTrail を設定します。

手順については、「追加のアカウントで CloudTrail を有効にする (p. 322)」を参照してください。

他のアカウントでコールされたデータイベントのバ
ケット所有者アカウント ID を秘匿化する
従来、CloudTrail データイベントが Amazon S3 データイベント API 発信者の AWS アカウントで有効な場
合、CloudTrail はデータイベント内 (PutObject など) で S3 バケット所有者のアカウント ID を表示して
いました。これは、バケット所有者アカウントで S3 データイベントが有効ではない場合も発生します。

現在、次の両方の条件を満たす場合、CloudTrail は resources ブロックの S3 バケット所有者のアカウン
ト ID を削除します。

• Amazon S3 バケット所有者とは異なる AWS アカウントからのデータイベントの API コールの場合。
• API 発信者が発信者アカウントでのみ AccessDenied エラーを受信した場合。

API コールを実行したリソースの所有者は、引き続き完全なイベントを受信します。

次のイベントレコードのスニペットは、期待される動作の一例です。Historic スニペットでは、S3 バ
ケット所有者のアカウント ID 123456789012 が、別のアカウントから API 発信者に表示されます。現在
の動作例では、バケット所有者のアカウント ID は表示されません。

# Historic

"resources": [ 
    { 
        "type": "AWS::S3::Object", 
        "ARNPrefix": "arn:aws:s3:::test-my-bucket-2/" 
    }, 
    { 
        "accountId": "123456789012", 
        "type": "AWS::S3::Bucket", 
        "ARN": "arn:aws:s3:::test-my-bucket-2" 
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    }
]

以下は現在の動作です。

# Current

"resources": [ 
    { 
        "type": "AWS::S3::Object", 
        "ARNPrefix": "arn:aws:s3:::test-my-bucket-2/" 
    }, 
    { 
        "accountId": "", 
        "type": "AWS::S3::Bucket", 
        "ARN": "arn:aws:s3:::test-my-bucket-2" 
    }
]

トピック
• 複数のアカウントのバケットポリシーの設定 (p. 321)
• 追加のアカウントで CloudTrail を有効にする (p. 322)

複数のアカウントのバケットポリシーの設定
複数のアカウントからログファイルを受け取るバケットの場合、そのバケットポリシーは、指定したすべ
てのアカウントからログファイルを書き込むアクセス権限を CloudTrail に付与する必要があります。つま
り、指定された各アカウントからログファイルを書き込むためのアクセス権限を CloudTrail に付与するた
めに、送信先バケットでバケットポリシーを変更する必要があります。

Note

セキュリティ上の理由から、権限のないユーザーは S3KeyPrefix パラメータとして AWSLogs/
を含む証跡を作成することはできません。

複数のアカウントからファイルを受信できるようにバケットのアクセス権限を変更するには

1. バケットを所有するアカウント (この例では 111111111111) を使用して AWS Management Console 
にサインインし、Amazon S3 コンソールを開きます。

2. CloudTrail が、ログファイルを配信するバケットを選択し、[Permissions] (アクセス許可) を選択しま
す。

3. [Bucket policy] (バケットポリシー) で [Edit] (編集) を選択します。
4. 既存のポリシーを変更して、このバケットに配信するログファイルを持つ追加のアカウントごとに行

を追加します。次のサンプルポリシーを参照して、2 番目のアカウント ID を指定する下線が引かれた
Resource 行に注意してください。セキュリティのベストプラクティスとして、aws:SourceArn 条
件キーを Amazon S3 バケットポリシーに追加します。これにより、S3 バケットへの不正アクセスを
防止できます。既存の証跡がある場合は、必ず 1つまたは複数の条件キーを追加してください。

Note

AWS アカウント ID は、先頭のゼロを含む、12 桁の数字です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20131101", 
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      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "s3:GetBucketAcl", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName", 
      "Condition": {  
          "StringEquals": {  
            "aws:SourceArn": [  
              "arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/primaryTrailName", 
              "arn:aws:cloudtrail:region:222222222222:trail/secondaryTrailName" 
            ] 
          } 
       } 
    }, 
    { 
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20131101", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "s3:PutObject", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::myBucketName/optionalLogFilePrefix/AWSLogs/111111111111/*", 
         "arn:aws:s3:::myBucketName/optionalLogFilePrefix/AWSLogs/222222222222/*"
      ], 
      "Condition": {  
        "StringEquals": {  
          "aws:SourceArn": [  
            "arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/primaryTrailName", 
            "arn:aws:cloudtrail:region:222222222222:trail/secondaryTrailName" 
          ], 
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

追加のアカウントで CloudTrail を有効にする
コンソールまたはコマンドラインインターフェイスを使用して、追加の AWS アカウントで CloudTrail を
有効にできます。

コンソールを使用して追加の AWS アカウントで CloudTrail を有
効にする
CloudTrail コンソールを使用して、追加のアカウントで CloudTrail を有効にできます。

1. アカウント 222222222222 の認証情報を使用して AWS マネジメントコンソールにサインイン
し、AWS CloudTrail コンソールを開きます。ナビゲーションバーで、CloudTrail を有効にするリー
ジョンを選択します。

2. CloudTrail サービスのホームページ、[証跡] ページ、または [ダッシュボード] ページの [証跡] セク
ションで、[証跡の作成] を選択します。

3. [Create Trail] (証跡の作成) ページの [Trail name] (証跡名) に証跡の名前を入力します。詳細について
は、「CloudTrail の命名要件 (p. 161)」を参照してください。

4. これが AWS Organizations 組織証跡で、組織内のすべてのアカウントに対して証跡を有効にするよ
う選択できます。管理アカウントまたは委任された管理者アカウントのユーザーまたはロールでコン
ソールにサインインしている場合にのみ、このオプションが表示されます。組織の証跡を作成するに
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は、ユーザーまたはロールに十分なアクセス権 (p. 137)が必要です。詳細については、「組織の証跡
の作成 (p. 135)」を参照してください。

5. ストレージの場所で、既存の S3 バケットを使用を選択します。アカウント 111111111111 の認証
情報でサインインした際にログファイルの保存用として以前に作成したバケットの名前を、テキスト
ボックスに入力します。

Note

バケットポリシーでは、バケットへの書き込み権限を CloudTrail に付与する必要がありま
す。バケットポリシーを手動で編集する方法については、CloudTrail の Amazon S3 バケット
ポリシー (p. 397) を参照してください。

ログを見つけやすくするために、新しいフォルダ (プレフィックスとも呼ばれます) を既存のバケット
に作成して CloudTrail ログを保存します。プレフィックスを [プレフィックス] に入力します。

6. アカウント 111111111111 の認証情報を使用して CloudTrail をオンにする際にログファイルの保存用
として入力したのと同じプレフィックスを、[Prefix] に入力します。最初のアカウントで CloudTrail を
オンにした際に入力したものとは異なるプレフィックスを使用する場合は、送信先バケットでバケッ
トポリシーを編集して、CloudTrail がこの新しいプレフィックスを使用してバケットにログファイル
を書き込めるようにする必要があります。

7. [Log file SSE-KMS encryption] (ログファイルの SSE-KMS 暗号化) で、SSE-S3 暗号化を使用する代わ
りに SSE-KMS 暗号化を使用してログファイルを暗号化する場合は、[Enabled] (有効) を選択します。
デフォルトは [Enabled] です。SSE-KMS 暗号化を有効にしない場合、ログは SSE-S3 暗号化を使用
して暗号化されます。SSE-KMS 暗号化の詳細については、「AWS Key Management Service (SSE-
KMS) によるサーバー側の暗号化の使用」を参照してください。SSE-S3 暗号化の詳細については、
「Amazon S3 が管理する暗号化キーによるサーバー側の暗号化 (SSE−S3) の使用」を参照してくださ
い。

SSE-KMS 暗号化を有効にする場合は、[New] または [Existing] AWS KMS key を選択します。[AWS 
KMS Alias] で、alias/ MyAliasName フォーマットのエイリアスを指定します。詳細について
は、「KMS キーを使用するようにリソースを更新する (p. 431)」を参照してください。CloudTrail 
は、AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキーの詳細について
は、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「マルチリージョンキーを使用する」を参
照してください。

Note

別のアカウントのキーの ARN を入力することもできます。このキーポリシーは、CloudTrail 
がキーを使用してログファイルを暗号化し、指定したユーザーが暗号化されていない形式で
ログファイルを読み取れるようにする必要があります。キーポリシーを手動で編集する方法
については、CloudTrail の AWS KMS キーポリシーの設定 (p. 421) を参照してください。

8. [Additional settings] で、次の操作を行います。

a. [ログファイル検証を有効にする] で [Enabled] を選択して、S3 バケットにログダイジェストが配
信されるようにします。ダイジェストファイルは、ログファイルが CloudTrail に配信された後に
変更されていないことを確認するために使用できます。詳細については、「CloudTrail ログファ
イルの整合性の検証 (p. 338)」を参照してください。

b. バケットにログが配信されるたびに通知を受け取る場合は、[SNS notification delivery] で 
[Enabled] を選択します。CloudTrail は、1 つのログファイルに複数のイベントを保存しま
す。SNS 通知は、ログファイルごとに送信されます (イベントごとではありません)。詳細につい
ては、「CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定 (p. 157)」を参照してください。

SNS 通知を有効にすると、[Create a new SNS topic] で、[New] を選択してトピックを作成する
か、[Existing] を選択して既存のトピックを使用します。すべてのリージョンに適用される証跡を
作成した場合、すべてのリージョンからのログファイル配信を知らせる SNS 通知は、ユーザーが
作成した単一の SNS トピックに送信されます。

[New] を選択した場合、CloudTrail は新しいトピックの名前を指定します。または、自分で名前
を入力できます。[Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストから SNS トピックを選択
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します。別のリージョンにあるトピックの ARN を入力したり、適切なアクセス許可を持ったア
カウントにあるトピックの ARN を入力することもできます。詳細については、「CloudTrail の 
Amazon SNS トピックポリシー (p. 404)」を参照してください。

トピックを作成する場合は、ログファイル配信の通知を受けるトピックを受信登録する必要があ
ります。受信登録は Amazon SNS コンソールから行うことができます。通知頻度の都合上、受信
登録については、Amazon SQS キューを使用して通知をプログラムで処理するように設定するこ
とをお勧めします。詳細については、Amazon Simple Notification Service 入門ガイドを参照して
ください。

9. オプションで、CloudTrail がログファイルを CloudWatch Logs に送信するように CloudTrail を設定す
るには、[CloudWatch Logs] の [Enabled] を選択します。詳細については、「CloudWatch Logs への
イベントの送信 (p. 295)」を参照してください。

a. CloudWatch Logs との統合を有効にする場合は、[New] を選択して新しいロググループを作成す
るか、[Existing] を選択して既存のものを使用します。[New] を選択した場合、CloudTrail は新し
いロググループの名前を指定します。または、自分で名前を入力できます。

b. [Existing] を選択した場合、ドロップダウンリストからロググループを選択します。
c. [New] を選択して、CloudWatch Logs にログを送信するためのアクセス許可のための新しい IAM 

ロールを作成します。[Existing] を選択して、ドロップダウンリストから既存の IAM ロールを選
択します。新しいロールまたは既存のロールのポリシーステートメントは、[ポリシードキュメン
ト] を展開すると表示されます。このロールの詳細については、「CloudTrail がモニタリングに 
CloudWatch Logs を使用するためのロールポリシードキュメント (p. 318)」を参照してくださ
い。

Note

証跡を設定する際には、別のアカウントに属している S3 バケットや SNS トピックを選
択することもできます。ただし、CloudTrail から CloudWatch Logs ロググループにイベ
ントを配信する場合は、現在のアカウント内に存在するロググループを選択する必要が
あります。

10. [タグ] で、1 つまたは複数のカスタムタグ (キーと値のペア) を証跡に追加します。CloudTrail 証跡
と CloudTrail ログファイルを含む Amazon S3 バケットの両方を識別するのにタグが役立ちます。そ
の後、CloudTrail リソースのリソースグループを使用できます。詳細については、「AWS Resource 
Groups」および「証跡タグを使用する理由とは (p. 13)」を参照してください。

11. [Choose log events] ページで、ログに記録するイベントタイプを選択します。[管理イベント] で、次
の操作を行います。

a. [API activity] で、証跡で記録する対象を [読み取り] イベント、[書き込み] イベント、またはその
両方を選択します。詳細については、「管理イベント (p. 250)」を参照してください。

b. [Exclude AWS KMS events] を選択して AWS Key Management Service (AWS KMS) イベント
を、証跡から除外します。デフォルト設定では、すべての AWS KMS イベントが含まれていま
す。

AWS KMS イベントをログまたは除外するオプションは、証跡の管理イベントをログに記録する
場合にのみ使用できます。管理イベントをログに記録しないように選択した場合は、AWS KMS 
イベントはログに記録されず、AWS KMS イベントログ設定は変更できません。

通常、Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey などの AWS KMS アクションは、大容量イベ
ント (99% 以上) を生成します。これらのアクションは、[読み取り] イベントとしてログに記録
されるようになりました。Disable、Delete、および ScheduleKey などの小容量の関連する 
AWS KMS アクション (通常、AWS KMS イベントボリュームの 0.5% 未満を占める) は、[Write]
(書き込み) イベントとしてログに記録されます。

Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey のようなボリュームの大きなイベントを除外
し、Disable、Delete、ScheduleKey などの関連イベントを記録する場合は、[書き込み] 管理
イベントを記録することを選択し、[Exclude AWS KMS events] チェックボックスをオフにしま
す。
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c. [Exclude Amazon RDS Data API events] を選択して、証跡から Amazon Relational Database 
Service データ API イベントを除外できます。デフォルト設定では、すべての Amazon RDS Data 
API イベントが含まれています。Amazon RDS Data API イベントの詳細については、「Aurora 
の　Amazon RDS Amazon RDS ユーザーガイド」の「AWS CloudTrail による Data API コールの
ログ記録」を参照してください。

12. [Data events] で、Amazon S3 バケットのログデータイベント、AWS Lambda 関数、Amazon 
DynamoDB テーブル、またはこれらのリソースタイプの組み合わせを指定できます。デフォルトで
は、証跡はデータイベントを記録しません。データイベントのログ記録には追加料金が適用されま
す。詳細については、「データイベント (p. 258)」を参照してください。CloudTrail の料金について
は、「AWS CloudTrail 料金」を参照してください。アドバンストイベントセレクタを使用すると、よ
り多くのデータイベントタイプを使用できます。詳細については、このトピックの「コンソールでの
証跡の作成 (アドバンストイベントセレクタ) (p. 90)」を参照してください。

Amazon S3 バケットの場合

a. [Data source] で、[S3] を選択します。
b. すべての現在および将来の S3 バケットを記録することを選択するか、バケットまたは関数を

個々に指定することができます。デフォルトでは、現在および将来のすべての S3 バケットの
データイベントが記録されます。

Note

デフォルトの [すべての現在および将来の S3 バケット] オプションを維持すると、現
在の AWS アカウント内のすべてのバケットや、証跡作成後に作成する任意のバケッ
トで、データイベントのログ記録を行うことができるようになります。これにより、
アクティビティが別の AWS アカウントに属するバケットで実行されている場合も含
め、AWS アカウント内のすべての IAM アイデンティティによって実行されるデータイ
ベントのアクティビティのログ記録も行うことができます。
証跡が 1 つのリージョンのみで作成される場合 (AWS CLI を使用して作成)、[現在およ
び将来のすべての S3 バケット] を選択すると、同じリージョン内のすべてのバケット、
およびそのリージョンで後に作成するバケットに対して、データイベントのログ記録が
有効になります。AWS アカウント内の他のリージョンの Amazon S3 バケットのデータ
イベントは記録されません。

c. デフォルトの [All current and future S3 buckets] で、[読み取り] イベント、[書き込み] イベント、
またはその両方をログ記録することを選択します。

d. 個々のバケットを選択するには、[All current and future S3 buckets] の [読み取り] および [書き込
み] のチェックボックスをオフにします。[Individual bucket selection] で、データイベントをロ
グ記録するバケットを参照します。目的のバケットのバケットプレフィックスを入力して、特
定のバケットを検索します。このウィンドウで、複数のバケットを選択できます。[Add bucket] 
を選択してより多くのバケットのデータイベントをログ記録します。[読み取り] イベント (例:
GetObject) か、[書き込み] イベント (例: PutObject)、または両方を選択します。

この設定は、個別のバケットに設定した個々の設定よりも優先されます。たとえば、すべての S3 
バケットにログ記録 [読み取り] イベントを指定し、データイベントログ記録に特定のバケットの
追加を選択した場合、追加したバケットには既に [読み取り] が設定されています。選択を解除す
ることはできません。[書き込み] のオプションしか設定することができません。

ログ記録からバケットを削除するには、[X] を選択します。
13. データイベントをログに記録する別のデータタイプを追加するには、[Add data event type] を選択し

ます。
14. Lambda 関数の場合

a. [Data source] で、[Lambda] を選択します。
b. [Lambda 関数] で、[All regions] を選択してすべての Lambda 関数をログ記録するか、[Input 

function as ARN] を使用して、特定の関数のデータイベントをログ記録します。
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AWS アカウントのすべての Lambda 関数に対するデータイベントを記録するには、[現在および
将来の関数をすべて記録する] を選択します。この設定は、関数に個々に設定した各設定よりも優
先されます。すべての関数が表示されていなくても、関数はすべてログ記録されます。

Note

すべてのリージョンで証跡を作成している場合は、この選択によって、AWS アカウン
トの現時点のすべての関数や、証跡作成後に任意のリージョンに作成する可能性のある 
Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になります。単一リージョンで証跡を
作成している場合は (AWS CLI を使用して作成)、この選択によって、AWS アカウント
の対象リージョンの現時点のすべての関数や、証跡作成後に対象リージョンに作成する
可能性のある Lambda 関数のデータイベントのログ記録が有効になります。他のリー
ジョンで作成された Lambda 関数のデータイベントのログ記録は有効になりません。
すべての関数のデータイベントのログ記録を行うと、アクティビティが他の AWS アカ
ウントに属する関数で実行されている場合も含め、AWS アカウント内のすべての IAM 
アイデンティティが実行するデータイベントのアクティビティのログ記録も有効になり
ます。

c. [Input function as ARN] を選択した場合、Lambda 関数の ARN を入力します。

Note

15,000 を超える Lambda 関数がアカウントに存在する場合は、証跡作成時に CloudTrail 
コンソールですべての関数を表示または選択することはできません。表示されていない
場合でも、すべての関数をログ記録するオプションを選択することができます。特定の
関数のデータイベントをログ記録する場合、ARN が分かれば、関数を手動で追加するこ
とができます。コンソールで証跡を作成したら、AWS CLI や put-event-selectors コマン
ドを使用して、特定の Lambda 関数のデータイベントのログ記録を設定することもでき
ます。詳細については、「AWS CLI を使用して証跡を管理する (p. 112)」を参照してく
ださい。

15. DynamoDB テーブルの場合

a. [Data event source] で、[DynamoDB] を選択します。
b. [DynamoDB table selection] で、[Browse] を選択してテーブルを選択するか、アクセス許可を持

つ DynamoDB テーブルの ARN に貼り付けます。DynamoDB テーブルの ARN は次の形式です。

arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name

別のテーブルを追加するには、[Add row] を選択し、テーブルを参照するか、アクセス許可のある
テーブルの ARN に貼り付けます。

16. 証跡に CloudTrail Insights イベントをログに記録させたい場合は、[Insights イベント] を選択します。

[Event type] で、[Insights events] を選択します。Insights イベントで、API コールレート、API エラー
レート、または両方を選択します。[API コール率] の Insights イベントをログに記録するには、[Write]
管理イベントをログ記録している必要があります。[API エラー率] の Insights イベントをログに記録
するには、[Read] または [Write] 管理イベントをログ記録している必要があります。

CloudTrail Insights が異常なアクティビティの管理イベントを分析し、異常が検出されたときにイベン
トをログに記録します。デフォルトでは、証跡は Insights イベントを記録しません。Insights トイベ
ントの詳細については、「証跡の Insights イベントの記録 (p. 285)」を参照してください。Insights 
イベントの記録には追加料金が適用されます。CloudTrail の料金については、「AWS CloudTrail 料
金」を参照してください。

Insights イベントは、証跡詳細ページの [ストレージの場所] 領域で指定されている同じ S3 バ
ケットの、/CloudTrail-Insight という名前の異なるフォルダへ配信されます。CloudTrail 
によって新しいプレフィックスが作成されます。たとえば、現在の送信先 S3 バケットの名前が
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S3bucketName/AWSLogs/CloudTrail/ の場合、新しいプレフィックスが付いた S3 バケットの名
前は S3bucketName/AWSLogs/CloudTrail-Insight/ になります。

17. ログに記録するイベントタイプの選択が終了したら、[Next] を選択します。
18. [Review and create] ページで選択内容を確認します。[Edit] を選択して、そのセクションに表示され

る証跡設定を変更します。証跡を作成する準備ができたら、[Create trail] を選択します。
19. 新しい証跡が [Trails] (証跡) ページに表示されます。[Trails (証跡)] ページでは、すべてのリージョン

を対象に、アカウント内の証跡が表示されます。約 5 分で CloudTrail によってログファイルが発行さ
れ、アカウント内で実行された AWS API コールが表示されます。ユーザーは、指定した S3 バケット
内のログファイルを確認することができます。Insights イベントログを有効にしていて、異常なアク
ティビティが検出された場合、CloudTrail が最初の Insights イベントを配信するまでに最大 36 時間か
かることがあります。

CloudTrail はこのリージョンのアカウントで行われた AWS コールを表示するログファイルの発行を開始
します。CloudTrail は、通常、API コールから平均 5 分以内にログを配信します。この時間は保証されま
せん。詳細については、「AWS CloudTrail サービスレベルアグリーメント」をご覧ください。

CLI を使用して追加 AWS アカウントで CloudTrail を有効にする
AWS コマンドラインツールを使用して、追加のアカウントで CloudTrail を有効にし、ログファイルを 1 
つの Amazon S3 バケットに集約できます。これらのツールに関する詳細については、「AWS Command 
Line Interface ユーザーガイド」を参照してください。

create-trail コマンドを使用して、追加のアカウントで CloudTrail を有効にし、以下を指定します。

• --name は、証跡の名前を指定します。
• --s3-bucket-name は、最初のアカウント (この例では 111111111111) で CloudTrail を有効にしたと

きに作成された、既存の Amazon S3 バケットを指定します。
• --s3-prefix は、ログファイルの配信パスのプレフィックスを指定します (オプション)。
• --is-multi-region-trail は、この証跡がすべての AWS リージョンでイベントをログに記録する

ように指定します。

コンソールを使用して作成する証跡とは異なり、AWS CLI を使用して作成するすべての証跡には、名前を
付ける必要があります。アカウントが AWS リソースを実行しているリージョンごとに、1 つの証跡を作
成できます。

次のコマンド例は、AWS CLI を使用して追加のアカウントの証跡を作成する方法を示しています。これ
らのアカウントのログファイルが、最初のアカウント (この例では 111111111111) で作成したバケットに
配信されるようにするには、--s3-bucket-name オプションでバケット名を指定します。Amazon S3 バ
ケット名は、グローバルに一意です。

aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name my-bucket --is-multi-region-
trail

コマンドを実行すると、以下のような出力が表示されます。

{ 
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "Name": "AWSCloudTrailExample",  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:222222222222:trail/my-trail",  
    "LogFileValidationEnabled": false,  
     "IsMultiRegionTrail": true,  
    "IsOrganizationTrail": false, 
    "S3BucketName": "MyBucketBelongingToAccount111111111111"
}
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AWS アカウント間での CloudTrail ログファイルを共有する

AWS コマンドラインツールから CloudTrail を使用する方法の詳細については、「CloudTrail コマンドライ
ンリファレンス」を参照してください。

AWS アカウント間での CloudTrail ログファイルを
共有する

このセクションでは、複数の AWS アカウント間で CloudTrail ログファイルを共有する方法について
説明します。ここでは、すべてのログファイルが 1 つの Amazon S3 バケットに受信されるケースを想
定します。これは、CloudTrail コンソールで作成される証跡のデフォルト設定です。最初のシナリオで
は、Amazon S3 バケットに保存されログファイルの生成元のアカウントに、読み取り専用のアクセス権限
を付与する方法について説明します。2 つ目のシナリオでは、ファイルの分析を担当するサードパーティ
のアカウントに、すべてのログファイルへのアクセス権限を付与する方法について説明します。

複数の AWS アカウント間でログファイルを共有するには、通常、次の手順を実行する必要があります。
これらの手順については、このセクションで後ほど詳しく説明します。

• ログファイルを共有する各アカウント用の IAM ロールを作成します。
• それらの各 IAM ロールに対してアクセスポリシーを作成し、ログファイルを共有するアカウントに読み

取り専用のアクセス権限が付与されるようにします。
• 各アカウントのユーザーに対し、適切なロールがプログラムによって割り当てられるようにし、各ユー

ザーがログファイルを取得できるようにします。

このセクションでは、上記の手順を 2 とおりの共有シナリオでそれぞれ説明します。1 つは、ファイルの
生成元である各アカウントにログファイルへのアクセス権限を付与するシナリオで、もう 1 つは、サード
パーティとログファイルを共有するシナリオです。2 つのシナリオでそれぞれ実行する手順はほとんど同
じです。重要な違いは、IAM ロールによって各アカウントにどのような種類のアクセス許可が付与される
かという点です。つまり、アカウント固有のログファイルだけを読み取れる権限を付与するか、それとも
すべてのログファイルを読み取れるアカウント権限を付与するかの違いです。IAM ロールのアクセス許可
の管理の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ロール」を参照してください。

シナリオ 1: ログファイルの生成元のアカウントへア
クセス権限を付与する
このシナリオでは、2 つの事業部門から成る企業で、3 つの AWS アカウントが使用されている場合を想
定します。1 つ目のアカウント (アカウント A) は、最上位のアカウントです。たとえば、このアカウント
は企業の IT 部門によって管理され、他のすべての部署や事業部門からログファイルを収集して、1 つのバ
ケットにまとめます。他の 2 つのアカウント (B と C) は、企業の各事業部門に対応します。

このシナリオでは、3 つのアカウントのログファイルがすべて 1 つの Amazon S3 バケットに配信される
ようにすでに設定されていて、そのバケットに対するフルコントロール権限は、次の図のようにアカウン
ト A が保有しているものとします。
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アカウントへアクセス権限を付与する

Amazon S3 バケットには、アカウント A、B、C によって生成されたログファイルが置かれますが、初期
状態では、アカウント B とアカウント C は、自身が生成したログファイルにアクセスすることができませ
ん。そこで、次の図のように、各ビジネスユニットに対し、自身が生成したログファイルへの読み取り専
用のアクセス権限を付与することにします。

アカウント B と C によって生成されたログファイルへの読み取り専用のアクセス権限を付与するには、ア
カウント A で以下の手順を実行する必要があります。先にも述べたように、Amazon S3 バケットのフル
コントロール権限はアカウント A が保有しています。
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シナリオ 2: すべてのログへのアクセス権限を付与する

• アカウント B 用の IAM ロールを作成し、アカウント C 用にもう 1 つの IAM ロールを作成します。詳細
は ロールの作成 (p. 331) をご覧ください

• アカウント B 用に作成した IAM ロールについては、アカウント B によって生成されたログファイルへ
の読み取り専用アクセス権限を付与するアクセスポリシーを作成します。アカウント C 用に作成した 
IAM ロールについては、アカウント C によって生成されたログファイルへの読み取り専用アクセス権限
を付与するアクセスポリシーを作成します。詳細はこちらをご覧ください: 自分が所有するアカウントへ
のアクセスを許可するアカウントポリシーの作成 (p. 333)

• アカウント B の IAM ユーザーには、アカウント B 用に作成されたロールをプログラムによって割り当
てます。アカウント C の IAM ユーザーには、アカウント C 用に作成されたロールをプログラムによっ
て割り当てます。各 IAM ユーザーには、ロールを割り当てられるためのアクセス許可がそれぞれのアカ
ウント所有者によって付与される必要があります。詳細については、こちらを参照してください：IAM 
ユーザーに対するアクセス許可ポリシーを作成する (p. 336)。

• 最後に、アクセス許可を付与するアカウント所有者は管理者である必要があり、割り当てられるアカ
ウント A 内のロールの ARN を知っている必要があります。詳細については、こちらを参照してくださ
い：AssumeRole を呼び出す (p. 337)。

上記の手順の完了後、アカウント B と C の ユーザーは自身のログファイルをプログラムによって取得で
きるようになりますが、他のアカウントのログファイルは取得できるようになりません。

シナリオ 2: すべてのログへのアクセス権限を付与す
る
このシナリオでは、企業の構造が 1 つ目のシナリオと同様であるとを想定します。つまり、2 つの事業部
門から成る企業で、3 つの AWS アカウントが使用されている場合を想定します。1 つ目のアカウント (ア
カウント A) は、最上位のアカウントです。たとえば、このアカウントは企業の IT 部門によって管理さ
れ、他のすべてのログファイルを 1 つのバケットに配置します。他の 2 つのアカウント (B と C) は、企業
の各事業部門に対応します。

このシナリオでは、1 つ目のシナリオと同様、3 つのアカウントのログファイルがすでに 1 つの Amazon 
S3 バケットに配置されていて、そのバケットに対するフルコントロール権限は、アカウント A が保有し
ているものとします。

最後に、この企業では、すべてのアカウント (A、B、C) のすべてのログファイルをサードパーティと共有
したいと考えています。このサードパーティーは、次の図のように、アカウント Z という AWS アカウン
トを使用するものとします。
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自社のすべてのログファイルをアカウント Z と共有するには、Amazon S3 バケットへのフルコントロール
を保有しているアカウント A で、以下の操作を実行する必要があります。

• アカウント Z 用の IAM ロールを作成します。方法: ロールの作成 (p. 331)
• アカウント Z 用に作成した IAM ロールに対してアクセスポリシーを作成し、アカウント A、B、C に

よって生成されたログファイルへの読み取り専用のアクセス権限が付与されるようにします。方法: アク
セスポリシーを作成してサードパーティにアクセス権限を付与する (p. 334)

• アカウント Z のユーザーに対し、ロールがプログラムによって割り当てられるようにし、各ユーザーが
適切なログファイルを取得できるようにします。ユーザーには、ロールを割り当てるためのアクセス許
可がアカウント Z の所有者によって付与されている必要があります。方法: IAM ユーザーに対するアク
セス許可ポリシーを作成する (p. 336)。さらに、アクセス許可を付与するアカウント所有者は管理者で
ある必要があり、割り当てられるアカウント A 内のロールの ARN を知っている必要があります。方法:
AssumeRole を呼び出す (p. 337)。

ロールの作成
複数のアカウントのログファイルを 1 つの Amazon S3 バケットに集約した場合、バケットのフルコント
ロール権限を持ったアカウント (この例では、アカウント A) のみが、バケット内のすべてのログファイル
に対する完全な読み取りアクセス権限を持つことになります。この例のアカウント B、C、Z は、付与さ
れるまで一切の権限を持ちません。したがって、あるアカウントから別のアカウントへと AWS CloudTrail 
ログファイルを共有する (つまり、このセクションで前述したシナリオ 1 やシナリオ 2 を完了する) に
は、クロスアカウントのアクセス権限を有効にする必要があります。これを行うは、IAM ロールと、それ
らのロールに関連付けるアクセスポリシーを作成します。

ロール
アクセス権限を付与する各アカウント用の IAM ロールを作成します。この例では、3 つのロール 
(B、C、Z の各アカウント用に 1 つずつ) を作成します。各 IAM ロールでは、アカウント A によって所有
されているリソース (ログファイル) に各アカウントがアクセスできるようにするための、アクセス権限
またはアクセス許可を定義します。アクセス許可は各ロールにアタッチされ、ロールが割り当てられた場
合にのみ、各アカウント (B、C、Z) に関連付けられます。IAM ロールのアクセス許可の管理の詳細につ
いては、IAM ユーザーガイドの「IAM ロール」を参照してください。ロールを割り当てる方法について
は、ロールを割り当てる (p. 335)を参照してください。
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ポリシー
作成する IAM ロールには、それぞれ 2 つのポリシーがあります。信頼ポリシーでは、信頼されたエンティ
ティまたはプリンシパルを指定します。この例では、アカウント B、C、Z が信頼されたエンティティであ
り、それらのアカウント内で適切なアクセス権限を持ったユーザーが、ロールを担当できます。

信頼ポリシーは、コンソールを使用してロールを作成したときに自動的に作成されます。SDK を使用して
ロールを作成する場合は、CreateRole API へのパラメータとして信頼ポリシーを指定する必要がありま
す。AWS CLI を使用してロールを作成する場合は、create-role AWS CLI コマンドで信頼ポリシーを
指定する必要があります。

ロールアクセス権限 (またはアクセス許可) ポリシーは、アカウント A の所有者として作成する必要があり
ます。このポリシーでは、プリンシパルや信頼されたエンティティが、どのアクションとリソース (この
例では、CloudTrail ログファイル) にアクセスできるのかを定義します。シナリオ 1 の場合は、ログファ
イルを生成したアカウントにログファイルアクセス権限が付与されます (「自分が所有するアカウントへ
のアクセスを許可するアカウントポリシーの作成 (p. 333)」で説明しています)。シナリオ 2 の場合は、
すべてのログファイルに対する読み取りアクセス権限がサードパーティに付与されます (「アクセスポリ
シーを作成してサードパーティにアクセス権限を付与する (p. 334)」で説明しています)。

IAM ポリシーの作成と操作の詳細については、IAM ユーザーガイドの「アクセス管理」を参照してくださ
い。

ロールの作成
コンソールを使用してロールを作成するには

1. AWS マネジメントコンソールに、アカウント A の管理者としてサインインします。
2. [IAM console] (IAM コンソール) に入ります。
3. ナビゲーションペインで [Roles (ロール) ] を選択します。
4. [ロールの作成] を選択します。
5. [Trusted entity type] (信頼できるエンティティタイプ) で、[AWS アカウント] を選択します。
6. [別の AWS アカウント] を選択します。
7. シナリオ 1 の場合は、次の操作を行って、所有するアカウント間のアクセスを提供します。

a. アクセス権限を付与するアカウント (B、C、または Z) の、12 桁のアカウント ID を入力します。
b. ロールを割り当てる前に、ユーザーに多要素認証を提供させる場合は、[Require MFA] ボックスをオ

ンにします。

シナリオ 2 の場合は、次の操作を行って、サードパーティアカウントにアクセス権限を提供します。こ
の例では、アカウント Z (サードパーティのログ分析業者) に対してこれらの手順を実行します。
a. アクセス権限を付与するアカウント (アカウント Z) の、12 桁のアカウント ID を入力します。
b. ロールを担当できるユーザーをより高度に制御できるようにするための、外部 ID を入力します。詳

細については、IAM ユーザーガイドの「AWS リソースへのアクセス権を第三者に付与するときに外
部 ID を使用する方法」を参照してください。

8. [Next] を選択して、このロールのアクセス許可を設定するポリシーをアタッチします。
9. [許可ポリシー] で、[AmazonS3ReadOnlyAccess] ポリス―を選択します。

Note

デフォルトで、[AmazonS3ReadOnlyAccess] ポリシーでは、アカウント内のすべての Amazon 
S3 バケットに対するリスト権限と取得権限が付与されます。

• そのアカウントのログファイルだけにアクセスできる権限 (シナリオ 1 の権限) を付与するには、自分
が所有するアカウントへのアクセスを許可するアカウントポリシーの作成 (p. 333) を参照してくだ
さい。
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スを許可するアカウントポリシーの作成

• Amazon S3 バケット内のすべてのログファイルにアクセスできる権限 (シナリオ 2 の権限) を付与す
るには、「アクセスポリシーを作成してサードパーティにアクセス権限を付与する (p. 334)」を参
照してください。

10.[次へ] を選択し、ロール名と説明を入力します。
11.新しいロールの名前と説明を入力し、[次へ] を選択します。
12.[Create role] (ロールの作成) を選択します。ロール作成プロセスが完了すると、作成したロールがロー

ルリストに表示されます。

自分が所有するアカウントへのアクセスを許可するア
カウントポリシーの作成
シナリオ 1 では、アカウント A の管理ユーザーは、CloudTrail がアカウント B および C のログファイル
を書き込む Amazon S3 バケットを完全に制御することができます。各ビジネスユニットのログファイル
を、それらを作成したビジネスユニットと共有します。ただし、ユニットが他のユニットのログファイル
を読み取ることはできないようにします。

たとえば、アカウント B のログファイルをアカウント B と共有し、アカウント C とは共有しない場合
は、アカウント A に、アカウント B が信頼されたアカウントであることを指定する新しい IAM ロールを
作成する必要があります。このロールの信頼ポリシーは、アカウント A によって作成されたロールを継承
できるようにアカウント B が信頼されることを指定し、次の例のようになります。コンソールを使用して
ロールを作成した場合は、信頼ポリシーが自動的に作成されます。SDK を使用してロールを作成する場
合は、CreateRole API へのパラメータとして信頼ポリシーを指定する必要があります。CLI を使用して
ロールを作成する場合は、create-role CLI コマンドで信頼ポリシーを指定する必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::account-B-id:root" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}     

アカウント B はアカウント B がログファイルを書き込んだ場所からのみ読み取ることができることを指定
するアクセスポリシーも作成する必要があります。アクセスポリシーは次のようになります。集約プロセ
ス中にアカウント B の CloudTrail をオンにした場合、[Resource] ARN にはアカウント B の 12 桁のアカ
ウント ID と指定したプレフィックス (存在する場合) が含まれます。プレフィックスを指定する方法につ
いては、「追加のアカウントで CloudTrail を有効にする (p. 322)」を参照してください。

Important

アクセスポリシーのプレフィックスが、アカウント B に対して をオンにしたときに指定したプレ
フィックスと完全に同じであることを確認する必要があります。そうでない場合は、アカウント 
A で IAM ロールのアクセスポリシーを編集して、アカウント B の実際のプレフィックスを組み込
む必要があります。ロールのアクセスポリシーのプレフィックスが、アカウント B で CloudTrail 
をオンにしたときに指定したプレフィックスと完全に同じではない場合、アカウント B はログ
ファイルにアクセスできません。
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:Get*", 
        "s3:List*" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/prefix/AWSLogs/account-B-id/*" 
    },  
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:Get*", 
        "s3:List*" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name" 
    } 
  ]
} 
   

アカウント C に対して作成するロールは、アカウント B 用に作成したロールとほぼ同じです。各アカウン
トが、CloudTrail によってそのアカウントのログファイルが書き込まれた場所からのみ読み取ることがで
きるように、各ロールのアクセスポリシーに適切なアカウント ID とプレフィックスが含まれている必要が
あります。

各アカウントのロールを作成し、適切な信頼ポリシーとアクセスポリシーを指定した後、また、各アカウ
ントの IAM ユーザーがそのアカウントの管理者によってアクセスを許可された後、アカウント B または C 
の IAM ユーザーは、プログラムによってロールを継承できます。

各アカウントのロールを作成し、適切な信頼ポリシーとアクセスポリシーを指定した後、新たに信頼され
たアカウント (B または C) の IAM ユーザーは、Amazon S3 バケットからのログファイルを読み取るため
にロールをプログラムによって継承する必要があります。

詳細については、「ロールを割り当てる (p. 335)」を参照してください。

アクセスポリシーを作成してサードパーティにアクセ
ス権限を付与する
アカウント A は、アカウント Z (シナリオ 2 のサードパーティ分析業者) 用の IAM ロールを作成する必要
があります。ロールを作成すると、AWS によって信頼関係が自動的に作成され、その信頼関係により、
アカウント Z がロールの割り当て先として信頼されます。アカウント Z がどのアクションを実行できる
かは、ロールのアクセスポリシーによって指定されます。ロールとロールポリシーの作成の詳細について
は、ロールの作成 (p. 331) を参照してください。

たとえば、AWS によって作成された信頼関係で、アカウント Z がアカウント A の作成したロールの割り
当て先として信頼済みと指定されているとします。次に示すのは、その場合の信頼ポリシーの例です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Sid": "", 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::account-Z-id:root"}, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
    }]
}
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アカウント Z 用のロールを作成する際に外部 ID を指定した場合は、アカウント Z によって割り当てられ
た一意の ID をテストする Condition 要素が、アクセスポリシー内に追加されます。このテストは、ロー
ルの割り当て時に実行されます。次の例では、アクセスポリシーに Condition 要素が含まれています。

詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS リソースへのアクセス権を第三者に付与するときに外部 
ID を使用する方法」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Sid": "", 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::account-Z-id:root"}, 
        "Action": "sts:AssumeRole", 
         "Condition": {"StringEquals": {"sts:ExternalId": "external-ID-issued-by-account-
Z"}}
    }]
}

また、アカウント A のアクセスポリシーを作成して、アカウント Z が Amazon S3 バケットからすべ
てのログを読み取れることを指定する必要もあります。アクセスポリシーは、次の例のようになりま
す。Resource 値の末尾のワイルドカード (*) は、アカウント Z が、アクセス権限を付与された S3 バ
ケット内の任意のログファイルにアクセスできることを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name" 
        } 
    ]
}

アカウント Z のロールを作成し、適切な信頼関係とアクセスポリシーを指定した後、アカウント Z 内の 
IAM ユーザーにプログラムでロールを割り当てて、ユーザーがバケットからログファイルを読み取れるよ
うにする必要があります。詳細については、「ロールを割り当てる (p. 335)」を参照してください。

ロールを割り当てる
各アカウントで作成したロールを担う、IAM ユーザーを個別に指定する必要があります。次に、各 IAM 
ユーザーに適切な権限が与えられていることを確認する必要があります。

IAM ユーザーとロール
アカウント A でシナリオ 1 および 2 に対して必要なロールとポリシーを作成した後、アカウント 
B、C、Z のそれぞれで IAM ユーザーを指定する必要があります。各 IAM ユーザーは、ログファイルにア
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クセスするための適切なロールをプログラムで割り当てられます。つまり、アカウント B のユーザーは
アカウント B 用に作成されたロールを、アカウント C のユーザーはアカウント C 用に作成されたロール
を、アカウント Z のユーザーはアカウント Z 用に作成されたロールを、それぞれ割り当てられます。ユー
ザーがロールを割り当てられるとき、AWS は、一時的な認証情報を返します。その後、ロールに関連する
アクセスポリシーによって付与された権限に応じて、ログファイルのリスト、取得、コピー、削除をリク
エストできます。

IAM ID の詳細については、「IAM ID (ユーザー、ユーザーグループ、ロール)」を参照してください。

シナリオ 1 と 2 の主な違いは、各シナリオで各 IAM ロールに対して作成するアクセスポリシーです。

• シナリオ 1 のアカウント B と C に対するアクセスポリシーでは、各アカウントは自分のログファイルの
読み取りのみを許可されます。詳細については、「自分が所有するアカウントへのアクセスを許可する
アカウントポリシーの作成 (p. 333)」を参照してください。

• シナリオ 2 のアカウント Z に対するアクセスポリシーでは、Amazon S3 バケットに集計されたすべて
のログファイルを読み取ることができます。詳細については、「アクセスポリシーを作成してサード
パーティにアクセス権限を付与する (p. 334)」を参照してください。

IAM ユーザーに対するアクセス許可ポリシーを作成する
ロールによって許可されるアクションを実行するには、IAM ユーザーに AWS STS の AssumeRole API を
呼び出す許可が必要です。 ユーザーごとのポリシーを編集し、ユーザーに適切なアクセス許可を付与する
必要があります。そのためには、IAM ユーザーにアタッチするポリシーの [リソース] 要素を設定します。
以下の例では、アカウント A によって以前に作成された Test という名前のロールを割り当てることを
ユーザーに許可する、アカウント B の IAM ユーザーに対するポリシーを示します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["sts:AssumeRole"], 
      "Resource": "arn:aws:iam::account-A-id:role/Test" 
    } 
  ]
} 
         

カスタマー管理ポリシーを編集するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
iam/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. ポリシーの一覧で、編集するポリシーの名前を選択します。[フィルターポリシー] メニューと検索

ボックスを使用して、ポリシーのリストをフィルタリングできます。
4. [Permissions (アクセス許可)] タブを選択し、[ポリシーの編集] を選択します。
5. 以下のいずれかを実行します。

• [Visual editor (ビジュアルエディタ)] タブを選択し、JSON 構文を理解することなくポリシーを変更
します。ポリシー内の各権限ブロックのサービス、アクション、リソース、またはオプションの条
件を変更することができます。また、ポリシーをインポートして、ポリシーの最下部に権限を追加
することもできます。ポリシードキュメントへの変更が完了したら、[ポリシーの確認] を選択しま
す。

• [JSON] タブを選択し、JSON テキストボックスにテキストを入力または貼り付けてポリシーを変
更します。また、ポリシーをインポートして、ポリシーの最下部に権限を追加することもできま
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す。ポリシーの検証中に生成されたセキュリティ警告、エラー、または一般的な警告を解決してか
ら、[ポリシーの確認] を選択します。

Note

いつでも [Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブと [JSON] タブを切り替えることができ
ます。ただし、[Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブで [Review policy] (ポリシーの確
認) を変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成してビジュアルエディタに合わせ
て最適化することがあります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ポリシーの再構
成」を参照してください。

6. [確認] ページで、ポリシーの [概要] を確認してから、[変更の保存] を選択して作業を保存します。
7. 最大 5 つのバージョンの管理ポリシーがすでにある場合は、[変更を保存] を選択すると、ダイアログ

ボックスが表示されます。新しいバージョンを保存するには、以前のバージョンを 1 つ以上削除する
必要があります。デフォルトのバージョンを削除することはできません。ポリシーのバージョンの詳
細については、「IAM ユーザーガイド」の「カスタマー管理ポリシーのデフォルトバージョンを設定
する」を参照してください。次のオプションから選択します。

• [最も古いデフォルトでないポリシーのバージョンの削除 (バージョン v# - # 日前に作成)] – このオプ
ションを使用して、削除予定のバージョンおよび作成日時を確認します。デフォルト以外のすべて
のバージョンの JSON のポリシードキュメントを表示するには、2 つ目のオプション [削除するバー
ジョンの選択] を選択します。

• [削除するバージョンの選択] – このオプションを使用して JSON ポリシードキュメントを表示し、
削除するバージョンを 1 つ以上選択します。

削除するバージョンを選択したら、[バージョンの削除と保存] を選択して、新しいポリシーバージョ
ンを保存します。

AssumeRole を呼び出す
AWS STS AssumeRole API を呼び出すアプリケーションを作成し、ロールセッション名、割り当てる
ロールの Amazon リソース番号 (ARN)、オプションの外部 ID を渡すことにより、アカウント B、C、Z の
ユーザーにロールを割り当てることができます。ロールセッション名は、アカウント A が割り当てるロー
ルを作成するときに、アカウント A によって定義されます。外部 ID は (ある場合)、アカウント Z によっ
て定義され、ロールの作成時に含めるようにアカウント A に渡されます。詳細については、IAM ユーザー
ガイドの「AWS リソースへのアクセス権を第三者に付与するときに外部 ID を使用する方法」を参照して
ください。IAM コンソールを開くことによって、アカウント A から ARN を取得できます。

IAM コンソールを使用してアカウント A で ARN の値を探すには

1. [Roles] を選択します。
2. 調べるロールを選択します。
3. [Summary] セクションで [Role ARN] を検索します。

AssumeRole API は、アカウント B、C、Z のユーザーがアカウント A のリソースにアクセスするために使
用できる一時的な認証情報を返します。この例でアクセスするリソースは、Amazon S3 バケットと、その
バケットに含まれるログファイルです。この一時的な認証情報には、ロールのアクセスポリシーで定義し
たアクセス許可があります。

次の Python の例 (AWS SDK for Python (Boto) を使用) では、AssumeRole を呼び出す方法、および返さ
れた一時的な認証情報を使用して、アカウント A によって管理されるすべての Amazon S3 バケットの一
覧を取得する方法を示します。

def list_buckets_from_assumed_role(user_key, assume_role_arn, session_name): 
    """ 
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ログファイルの共有を停止する

    Assumes a role that grants permission to list the Amazon S3 buckets in the account. 
    Uses the temporary credentials from the role to list the buckets that are owned 
    by the assumed role's account. 

    :param user_key: The access key of a user that has permission to assume the role. 
    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that 
                            grants access to list the other account's buckets. 
    :param session_name: The name of the STS session. 
    """ 
    sts_client = boto3.client( 
        'sts', aws_access_key_id=user_key.id, aws_secret_access_key=user_key.secret) 
    try: 
        response = sts_client.assume_role( 
            RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name) 
        temp_credentials = response['Credentials'] 
        print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.") 
    except ClientError as error: 
        print(f"Couldn't assume role {assume_role_arn}. Here's why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise 

    # Create an S3 resource that can access the account with the temporary credentials. 
    s3_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'], 
        aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'], 
        aws_session_token=temp_credentials['SessionToken']) 
    print(f"Listing buckets for the assumed role's account:") 
    try: 
        for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
            print(bucket.name) 
    except ClientError as error: 
        print(f"Couldn't list buckets for the account. Here's why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise

AWS アカウント間での CloudTrail ログファイルの共
有を停止する
他の AWS アカウント とのログファイルの共有を停止するには、「ロールの作成 (p. 331)」でそのアカ
ウント用に作成したロールを削除します。

1. アカウント A の管理者権限で、AWS Management Console にサインインします。
2. [IAM console] (IAM コンソール) に入ります。
3. ナビゲーションペインで [ロール] を選択します。
4. 削除したいロールを選択します。
5. [Delete] (削除) をクリックします。

CloudTrail ログファイルの整合性の検証
CloudTrail が配信した後でログファイルが変更、削除、または変更されなかったかどうかを判断する
には、CloudTrail ログファイルの整合性の検証を使用することができます。この機能は、業界標準のア
ルゴリズムを使用して構築されています。ハッシュ用の SHA-256 とデジタル署名用の RSA を備えた 
SHA-256。これにより、CloudTrail ログファイルを検出せずに変更、削除、または偽造することは計算上
実行不可能になります。AWS CLI を使用して CloudTrail が配信した場所のファイルを検証することができ
ます。

Version 1.0
338



AWS CloudTrail ユーザーガイド
使用する理由

使用する理由
検証されたログファイルは、セキュリティおよびフォレンシック調査で非常に重要です。たとえば、検証
されたログファイルを使用すると、ログファイル自体が変更されていないこと、または特定のユーザーの
認証情報が特定の API アクティビティを実行したことを確実にアサートできます。CloudTrail ログファイ
ルの整合性の検証プロセスでは、ログファイルが削除または変更されたかどうかを知ることもできます。
また、指定された期間内にログファイルがアカウントに配信されていないことを確実にアサートします。

使用方法
ログファイルの整合性の検証を有効にすると、CloudTrail は、配信するすべてのログファイルに対して
ハッシュを作成します。また、1 時間ごとに、CloudTrail は、過去 1 時間のログファイルを参照し、それ
ぞれのハッシュを含むファイルを作成して配信します。このファイルはダイジェストファイルと呼ばれ
ます。CloudTrail は、パブリックキーとプライベートキーペアのプライベートキーを使用して、各ダイ
ジェストファイルに署名します。配信後、パブリックキーを使用してダイジェストファイルを検証できま
す。CloudTrail は、AWS リージョンごとに異なるキーペアを使用します。

ダイジェストファイルは、CloudTrail ログファイルと同じ証跡に関連付けられた Amazon S3 バケットに配
信されます。ログファイルがすべてのリージョンまたは複数のアカウントから単一の Amazon S3 バケッ
トに配信された場合、CloudTrail は、ダイジェストファイルをそれらのリージョンとアカウントから同じ
バケットに配信します。

ダイジェストファイルは、ログファイルとは別のフォルダに格納されます。このようにダイジェストファ
イルとログファイルを分離することで、細かいセキュリティポリシーを適用することができ、既存のログ
処理ソリューションを変更せずに引き続き運用することができます。各ダイジェストファイルには、存在
する場合、前のダイジェストファイルのデジタル署名も含まれます。現在のダイジェストファイルの署名
は、ダイジェストファイル Amazon S3 オブジェクトのメタデータプロパティにあります。ダイジェスト
ファイルの内容の詳細については、「CloudTrail ダイジェストファイル構造 (p. 346)」を参照してくださ
い。

ログおよびダイジェストファイルの保存
CloudTrail のログファイルとダイジェストファイルは、Amazon S3 または S3 Glacier に、無期限に安全、
永続的、安価に保存できます。Amazon S3 に保存されているダイジェストファイルのセキュリティを強化
するために、Amazon S3 MFA Delete を使用することができます。

検証の有効化とファイルの検証
ログファイルの整合性の検証を有効にするには、AWS Management Console、AWS CLI、CloudTrail API 
を使用することができます。ログファイルの整合性検証を有効にすると、CloudTrail はダイジェストログ
ファイルを Amazon S3 バケットに配信できますが、ファイルの整合性は検証されません。詳細について
は、「CloudTrail のログファイルの整合性検証を有効にする (p. 339) 」を参照してください。

CloudTrail ログファイルの整合性を検証するには、AWS CLI を使用するか、独自のソリューションを作成
することができます。AWS CLI は、CloudTrail が配信した場所のファイルを検証します。Amazon S3 ま
たは他の場所のいずれかで、別の場所に移動したログを検証する場合、独自の検証ツールを作成すること
ができます。

AWS CLI を使用したログの検証についての詳細は、「AWS CLI でのCloudTrail ログファイルの整合性の
検証 (p. 340)」を参照してください。CloudTrail ログファイル検証のカスタム実装の開発についての詳細
は、「CloudTrail ログファイルの整合性検証のカスタム実装 (p. 350)」を参照してください。

CloudTrail のログファイルの整合性検証を有効にする
AWS Management Console、AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI)、または CloudTrail API 
を使用して、ログファイルの整合性検証を有効にできます。CloudTrail は、約 1 時間でダイジェストファ
イルの配信を開始します。

Version 1.0
339

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingMFADelete.html


AWS CloudTrail ユーザーガイド
AWS CLI でのCloudTrail ログファイルの整合性の検証

AWS Management Console
CloudTrail コンソールでログファイルの整合性検証を有効にするには、証跡を作成または更新するとき
に、[Enable log file validation] オプションで [Yes] を選択します。新しい証跡では、この機能はデフォルト
で有効になります。詳細については、「コンソールで証跡を作成および更新する (p. 85)」を参照してくだ
さい。

AWS CLI
AWS CLI でログファイルの整合性検証を有効にするには、--enable-log-file-validationcreate-
trail または update-trail コマンドで  オプションを使用します。ログファイルの整合性検証を無効にするに
は、--no-enable-log-file-validation オプションを使用します。

例

次の update-trail コマンドは、ログファイルの整合性検証を有効にして、指定された証跡の Amazon 
S3 バケットへのダイジェストファイルの配信を開始します。

aws cloudtrail update-trail --name your-trail-name --enable-log-file-validation

CloudTrail API
CloudTrail API でログファイルの整合性検証を有効にするには、CreateTrail または UpdateTrail を
呼び出すときに、EnableLogFileValidation リクエストパラメーターを true に設定します。

詳細については、AWS CloudTrail API リファレンスの「証跡の作成」および「証跡の更新」を参照してく
ださい。

AWS CLI でのCloudTrail ログファイルの整合性の検証
AWS Command Line Interface を使用してログを検証するには、CloudTrail validate-logs コマンド
を使用します。このコマンドは、Amazon S3 バケットに配信されたダイジェストファイルを使用して、
検証を実行します。ダイジェストファイルの詳細については、「CloudTrail ダイジェストファイル構
造 (p. 346)」を参照してください。

AWS CLI を使用すると、以下のタイプの変更を検出することができます。

• CloudTrail ログファイルの変更または削除
• CloudTrail ダイジェストファイルの変更または削除
• 上記の両方の変更または削除

Note

AWS CLI は、ダイジェストファイルによって参照されるログファイルのみを検証します。詳細に
ついては、「特定のファイルが CloudTrail によって配信されたかどうかを確認する (p. 345)」を
参照してください。

前提条件
AWS CLI を使用してログファイルの整合性を検証するには、次の条件を満たしている必要があります。

• AWS へのオンライン接続が必要です。
• ダイジェストファイルとログファイルを含む Amazon S3 バケットへの読み取りアクセスが必要です。
• ダイジェストファイルとログファイルは、CloudTrail が配信した元の Amazon S3 の場所から移動しては

いけません。
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Note

ローカルディスクにダウンロードしたログファイルは、AWS CLI で検証することはできません。
検証のために独自のツールを作成する際のガイダンスについては、「CloudTrail ログファイルの
整合性検証のカスタム実装 (p. 350)」を参照してください。

validate-logs
構文
次に、validate-logs の構文を示します。オプションパラメータは角括弧で示されます。

aws cloudtrail validate-logs --trail-arn <trailARN> --start-time <start-time> 
[--end-time <end-time>] [--s3-bucket <bucket-name>] [--s3-prefix <prefix>] [--
account-id <account-id>] [--verbose]

Note

validate-logs コマンドはリージョン固有です。特定のAWS リージョン のログを検証するに
は、--region グローバルオプションを指定する必要があります。

オプション
validate-logs のコマンドラインオプションは、次のとおりです。--trail-arn と --start-time
オプションは必須です。この --account-id オプションは、組織の証跡に追加で必要です。

--start-time

指定された UTC タイムスタンプ値またはその後に配信されるログファイルを検証するように指定しま
す。例えば、2015-01-08T05:21:42Z などです。

--end-time

必要に応じて、指定された UTC タイムスタンプ値、またはその前に配信されるログファイル
を検証するように指定します。デフォルト値は、現在の UTC 時間 (Date.now()) です。例え
ば、2015-01-08T12:31:41Z などです。

Note

指定された時間範囲では、validate-logs コマンドは、対応するダイジェストファイルで
参照されるログファイルのみをチェックします。Amazon S3 バケットの他のログファイル
は、チェックされません。詳細については、「特定のファイルが CloudTrail によって配信さ
れたかどうかを確認する (p. 345)」を参照してください。

--s3-bucket

必要に応じて、ダイジェストファイルが保存される Amazon S3 バケットを指定します。バケット名
が指定されていない場合は、AWS CLI は、DescribeTrails() を呼び出してバケット名を取得しま
す。

--s3-prefix

必要に応じて、ダイジェストファイルが保存される Amazon S3 プレフィックスを指定します。指定
されていない場合は、AWS CLI は、DescribeTrails() を呼び出して取得します。

Note

現在のプレフィックスが、指定した時間範囲内で使用されていたプレフィックスと異なる場
合にのみ、このオプションを使用してください。
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--account-id

オプションで、ログを検証するためのアカウントを指定します。このパラメータは、組織内の特定の
アカウントのログを検証するための組織証跡に必要です。

--trail-arn

検証する証跡の Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。証跡の ARN の形式を次に示します。

arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/MyTrailName

Note

証跡の証跡 ARN を取得するには、describe-trails を実行する前に validate-logs コ
マンドを使用することができます。
指定した時間範囲内で複数のバケットにログファイルが配信され、そのバケットのうち 1 つ
のみのログファイルに検証を限定する場合、証跡の ARN に加えてバケット名とプレフィック
スを指定することができます。

--verbose

必要に応じて、指定された時間範囲内のすべてのログまたはダイジェストファイルの検証情報を出力
します。出力は、ファイルが変更されていないか、変更または削除されたかどうかを示します。非詳
細モード (デフォルト) では、検証に失敗した場合にのみ情報が返されます。

例

次の例では、現在の証跡に設定された Amazon S3 バケットを使用し、詳細な出力を指定して、指定され
た開始時刻から現在までのログファイルを検証します。

aws cloudtrail validate-logs --start-time 2015-08-27T00:00:00Z --end-time 
 2015-08-28T00:00:00Z --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/my-trail-
name --verbose

validate-logs の仕組み

validate-logs コマンドは、指定された時間範囲で最新のダイジェストファイルを検証することによっ
て開始します。まず、ダイジェストファイルが属している場所からダウンロードされたことを検証しま
す。つまり、CLI が、S3 の場所 p1 からダイジェストファイル df1 をダウンロードすると、validate-logs 
は、p1 == df1.digestS3Bucket + '/' + df1.digestS3Object を確認します。

ダイジェストファイルの署名が有効である場合、ダイジェストファイルで参照されている各ログのハッ
シュ値をチェックします。次に、このコマンドは時間内に戻り、前のダイジェストファイルとその参照さ
れたログファイルを連続して検証します。start-time の指定した値まで、またはダイジェストチェーン
が終了するまで続きます。ダイジェストファイルが見つからない、または有効でない場合、検証不能な時
間範囲が出力が示されます。

検証結果
検証結果は、次の形式の要約ヘッダーで始まります。

Validating log files for trail trail_ARN  between time_stamp and time_stamp
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メイン出力の各行には、1 つのダイジェストまたはログファイルの検証結果が、次の形式で格納されま
す。

<Digest file | Log file> <S3 path> <Validation Message>

次の表は、ログファイルとダイジェストファイルの有効な検証メッセージを示しています。

ファイルタイプ 検証メッセージ 説明

Digest file valid ダイジェストファイルの署名は、有効です。参
照するログファイルをチェックすることができ
ます。このメッセージは詳細モードでのみ表示
されます。

Digest file INVALID: has been moved 
from its original location

ダイジェストファイルが取得されている S3 バ
ケットまたは S3 オブジェクトは、ダイジェ
ストファイル自体に記録されている S3バケッ
ト または S3 オブジェクトの場所と一致しませ
ん。

Digest file INVALID: invalid format ダイジェストファイルの形式が無効です。ダイ
ジェストファイルが表す時間範囲に対応するロ
グファイルは検証できません。

Digest file INVALID: not found ダイジェストファイルが見つかりませんでし
た。ダイジェストファイルが表す時間範囲に対
応するログファイルは検証できません。

Digest file INVALID: public key not 
found for fingerprint ###
######

ダイジェストファイルに記録されたフィンガー
プリントに対応するパブリックキーが見つかり
ませんでした。ダイジェストファイルが検証で
きません。

Digest file INVALID: signature 
verification failed

ダイジェストファイルの署名が有効ではありま
せん。ダイジェストファイルが有効ではないた
め、参照するログファイルを検証することはで
きず、その中の API アクティビティについてア
サーションを作成することはできません。

Digest file INVALID: Unable to 
load PKCS #1 key with 
fingerprint #########

指定されたフィンガープリントを持つ PKCS 
#1 形式の DER でエンコードされたパブリック
キーをロードできなかったため、ダイジェスト
ファイルを検証することはできません。

Log file valid ログファイルは検証され、配信後に変更されて
いません。このメッセージは詳細モードでのみ
表示されます。

Log file INVALID: hash value 
doesn't match

ログファイルのハッシュが一致しません。ログ
ファイルは、CloudTrail による配信後に変更さ
れています。

Log file INVALID: invalid format ログファイルの形式が無効です。ログファイル
を検証できません。

Log file INVALID: not found ログファイルが見つからず、検証できません。

出力には、返された結果に関する要約情報が含まれます。
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出力例

詳細

次の例の validate-logs コマンドは、--verbose フラグを使用して、それに続くサンプル出力を作成
します。[...] は、サンプル出力を省略したことを示します。

aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/
example-trail-name --start-time 2015-08-31T22:00:00Z --end-time 2015-09-01T19:17:29Z --
verbose

Validating log files for trail arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-
trail-name between 2015-08-31T22:00:00Z and 2015-09-01T19:17:29Z 
                                        
Digest file    s3://example-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T201728Z.json.gz valid
Log file       s3://example-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-
east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1925Z_WZZw1RymnjCRjxXc.json.gz 
 valid
Log file       s3://example-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-
east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1915Z_POuvV87nu6pfAV2W.json.gz 
 valid
Log file       s3://example-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-
east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1930Z_l2QgXhAKVm1QXiIA.json.gz 
 valid
Log file       s3://example-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-
east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1920Z_eQJteBBrfpBCqOqw.json.gz 
 valid
Log file       s3://example-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-
east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1950Z_9g5A6qlR2B5KaRdq.json.gz 
 valid
Log file       s3://example-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-
east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1920Z_i4DNCC12BuXd6Ru7.json.gz 
 valid
Log file       s3://example-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-
east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1915Z_Sg5caf2RH6Jdx0EJ.json.gz 
 valid
Digest file    s3://example-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T191728Z.json.gz valid
Log file       s3://example-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-
east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1910Z_YYSFiuFQk4nrtnEW.json.gz 
 valid
[...]
Log file       s3://example-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-east-2_20150901T1055Z_0Sfy6m9f6iBzmoPF.json.gz 
 valid
Log file       s3://example-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-east-2_20150901T1040Z_lLa3QzVLpOed7igR.json.gz 
 valid

Digest file    s3://example-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T101728Z.json.gz INVALID: signature verification failed

Digest file    s3://example-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T091728Z.json.gz valid
Log file       s3://example-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-east-2_20150901T0830Z_eaFvO3dwHo4NCqqc.json.gz 
 valid
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Digest file    s3://example-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T081728Z.json.gz valid
Digest file    s3://example-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T071728Z.json.gz valid
[...]
Log file       s3://example-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-
east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150831T2245Z_mbJkEO5kNcDnVhGh.json.gz 
 valid
Log file       s3://example-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-
east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150831T2225Z_IQ6kXy8sKU03RSPr.json.gz 
 valid
Log file       s3://example-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-
east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150831T2230Z_eRPVRTxHQ5498ROA.json.gz 
 valid
Log file       s3://example-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-
east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150831T2255Z_IlWawYZGvTWB5vYN.json.gz 
 valid
Digest file    s3://example-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150831T221728Z.json.gz valid

Results requested for 2015-08-31T22:00:00Z to 2015-09-01T19:17:29Z
Results found for 2015-08-31T22:17:28Z to 2015-09-01T20:17:28Z:

22/23 digest files valid, 1/23 digest files INVALID
63/63 log files valid

非詳細

次の例 validate-logs コマンドでは、--verbose フラグを使用しません。次の出力例では、1 つのエ
ラーが見つかりました。ヘッダー、エラー、要約情報のみが返されます。

aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/
example-trail-name --start-time 2015-08-31T22:00:00Z --end-time 2015-09-01T19:17:29Z

Validating log files for trail arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-
trail-name between 2015-08-31T22:00:00Z and 2015-09-01T19:17:29Z

Digest file s3://example-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T101728Z.json.gz INVALID: signature verification failed

Results requested for 2015-08-31T22:00:00Z to 2015-09-01T19:17:29Z
Results found for 2015-08-31T22:17:28Z to 2015-09-01T20:17:28Z:

22/23 digest files valid, 1/23 digest files INVALID
63/63 log files valid

特定のファイルが CloudTrail によって配信されたかどうかを確認
する
バケット内の特定のファイルが、CloudTrail によって配信されたかどうかをチェックするには、ファイル
を含む期間の詳細モードで validate-logs を実行します。ファイルが、validate-logs の出力に表示
される場合、ファイルは、CloudTrail によって配信されました。
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CloudTrail ダイジェストファイル構造
各ダイジェストファイルには、過去 1 時間の間に Amazon S3 バケットに送られたログファイルの名前、
これらのログファイルのハッシュ値、前のダイジェストファイルのデジタル署名が含まれます。現在のダ
イジェストファイルの署名は、ダイジェストファイルオブジェクトのメタデータプロパティに格納されま
す。デジタル署名とハッシュは、ログファイルおよびダイジェストファイル自体の整合性を検証するため
に使用されます。

ダイジェストファイルの場所
ダイジェストファイルは、次の構文で表される Amazon S3 バケットの場所に送られます。

s3://s3-bucket-name/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-id/CloudTrail-Digest/ 
     region/digest-end-year/digest-end-month/digest-end-date/ 
     aws-account-id_CloudTrail-Digest_region_trail-name_region_digest_end_timestamp.json.gz

Note

組織の証跡の場合、次のようにバケットの場所に組織ユニット ID も含まれます。

s3://s3-bucket-name/optional-prefix/AWSLogs/O-ID/aws-account-id/CloudTrail-Digest/ 
     region/digest-end-year/digest-end-month/digest-end-date/ 
     aws-account-id_CloudTrail-Digest_region_trail-
name_region_digest_end_timestamp.json.gz

ダイジェストファイルの内容の例
次に示すのは、CloudTrail ログの情報が含まれるダイジェストファイルの例です。

{ 
  "awsAccountId": "111122223333", 
  "digestStartTime": "2015-08-17T14:01:31Z", 
  "digestEndTime": "2015-08-17T15:01:31Z", 
  "digestS3Bucket": "S3-bucket-name", 
  "digestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_your-trail-name_us-
east-2_20150817T150131Z.json.gz", 
  "digestPublicKeyFingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff", 
  "digestSignatureAlgorithm": "SHA256withRSA", 
  "newestEventTime": "2015-08-17T14:52:27Z", 
  "oldestEventTime": "2015-08-17T14:42:27Z", 
  "previousDigestS3Bucket": "S3-bucket-name", 
  "previousDigestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_your-trail-name_us-
east-2_20150817T140131Z.json.gz", 
  "previousDigestHashValue": 
 "97fb791cf91ffc440d274f8190dbdd9aa09c34432aba82739df18b6d3c13df2d", 
  "previousDigestHashAlgorithm": "SHA-256", 
  "previousDigestSignature": 
 "50887ccffad4c002b97caa37cc9dc626e3c680207d41d27fa5835458e066e0d3652fc4dfc30937e4d5f4cc7f796e7a258fb50a43ac427f2237f6e505d4efaf373d156e15e3b68dea9f58111d395b62628d6bd367a9024d2183b5c5f6e19466d3a996b92df705bc997b8a0e13430f241d733cf95df4e41bb6c304c3f58363043572ea57a27085639ce187e679c0d81c7519b1184fa77fb7ab0b0e40a32dace6e1eefc3995c5ae182da49b62b26398cebb52a2201a6387b75b89c83e5570bcb9bba6c34a80f2f00a1c6ebe07d1ff149eccd812dc805bb3eeff6657db32a6cb48d2d096404eb76181877bc6ebb8cd0b23f823200155b2fd8848d428e46e8456328a", 
  "logFiles": [ 
    { 
      "s3Bucket": "S3-bucket-name", 
      "s3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail/us-
east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail_us-
east-2_20150817T1445Z_9nYN7gp2eWAJHIfT.json.gz", 
      "hashValue": "9bb6196fc6b84d6f075a56548feca262bd99ba3c2de41b618e5b6e22c1fc71f6", 
      "hashAlgorithm": "SHA-256", 
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      "newestEventTime": "2015-08-17T14:52:27Z", 
      "oldestEventTime": "2015-08-17T14:42:27Z" 
    } 
  ]
}

ダイジェストファイルのフィールドの説明
以下では、ダイジェストファイルの各フィールドについて説明します。

awsAccountId

ダイジェストファイルが配信された AWS アカウントの ID です。

digestStartTime

ダイジェストファイルがカバーする UTC 時間範囲の開始時刻です。CloudTrail によってログファイル
が配信された時刻がリファレンスとして取得されます。つまり、時間範囲が [Ta, Tb] の場合、Ta と 
Tb の間に顧客に配信されたすべてのログファイルが、ダイジェストに含まれます。

digestEndTime

ダイジェストファイルがカバーする UTC 時間範囲の終了時刻です。CloudTrail によってログファイル
が配信された時刻がリファレンスとして取得されます。つまり、時間範囲が [Ta, Tb] の場合、Ta と 
Tb の間に顧客に配信されたすべてのログファイルが、ダイジェストに含まれます。

digestS3Bucket

現在のダイジェストファイルの配信先であった Amazon S3 バケットの名前です。

digestS3Object

現在のダイジェストファイルの Amazon S3 オブジェクトキー (つまり、Amazon S3 バケットの場所) 
です。文字列の最初の 2 つのリージョンは、ダイジェストファイルの配信元のリージョンを示しま
す。最後のリージョン (your-trail-name の後) は、証跡のホームリージョンです。ホームリージョ
ンは、証跡が作成されたリージョンです。マルチリージョンの証跡の場合、このリージョンはダイ
ジェストファイル配信元のリージョンと異なる場合があります。

newestEventTime

ダイジェストに含まれるログファイルのすべてのイベントの中で最新のイベントの UTC 時刻です。

oldestEventTime

ダイジェストに含まれるログファイルのすべてのイベントの中で最も古いイベントの UTC 時刻です。

Note

ダイジェストファイルが遅れて配信された場合、oldestEventTime の値は
digestStartTime の値より前になります。

previousDigestS3Bucket

前のダイジェストファイルの配信先であった Amazon S3 バケットです。
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previousDigestS3Object

前のダイジェストファイルの Amazon S3 オブジェクトキー (つまり、Amazon S3 バケットの場所) で
す。

previousDigestHashValue

前のダイジェストファイルの圧縮されていない内容の 16 進エンコードされたハッシュ値です。

previousDigestHashAlgorithm

前のダイジェストファイルのハッシュ計算に使用されたハッシュアルゴリズムの名前です。

publicKeyFingerprint

このダイジェストファイルの署名に使用されたプライベートキーと一致するパブリックキーの 16 進
エンコードされたフィンガープリントです。AWS CLI または CloudTrail API を使用して、ダイジェス
トファイルに対応する時間範囲のパブリックキーを取得できます。返されたパブリックキーのうち、
フィンガープリントがこの値と一致するものを使用して、ダイジェストファイルを検証できます。ダ
イジェストファイルのパブリックキーを取得する方法については、AWS CLI の list-public-keys
コマンド、または CloudTrail の ListPublicKeys API を参照してください。

Note

CloudTrail は、リージョンごとに異なるプライベート/パブリックキーペアを使用します。各
ダイジェストファイルは、リージョンに固有のプライベートキーを使用して署名されます。
したがって、特定のリージョンからのダイジェストファイルを検証するときは、同じリー
ジョンで対応するパブリックキーを検索する必要があります。

digestSignatureAlgorithm

ダイジェストファイルの署名に使用されるアルゴリズムです。

logFiles.s3Bucket

ログファイルの Amazon S3 バケットの名前です。

logFiles.s3Object

現在のログファイルの Amazon S3 オブジェクトキーです。

logFiles.newestEventTime

ログファイルに含まれる最新のイベントの UTC 時刻です。この時刻は、ログファイル自体のタイムス
タンプにも対応しています。

logFiles.oldestEventTime

ログファイルに含まれる最も古いイベントの UTC 時刻です。

logFiles.hashValue

圧縮されていないログファイルの内容の 16 進エンコードされたハッシュ値です。
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logFiles.hashAlgorithm

ログファイルのハッシュ計算に使用されたハッシュアルゴリズムです。

開始ダイジェストファイル
ログファイルの整合性の検証が開始されると、開始ダイジェストファイルが生成されます。開始ダイジェ
ストファイルは、ログファイルの整合性の検証が再開されるときにも生成されます (ログファイルの整合
性検証をいったん無効にしてから再び有効にすることで、またはログ記録を停止してから検証を有効にし
てログ記録を再び開始することで)。開始ダイジェストファイルでは、前のダイジェストファイルに関する
以下のフィールドは null になります。

• previousDigestS3Bucket

• previousDigestS3Object

• previousDigestHashValue

• previousDigestHashAlgorithm

• previousDigestSignature

"空の" ダイジェストファイル
CloudTrail は、ダイジェストファイルが表す 1 時間の期間中にアカウントで API アクティビティが発生し
なかった場合でも、ダイジェストファイルを配信します。これは、ダイジェストファイルによって報告さ
れる 1 時間の間にログファイルが配信されなかったことをアサートする必要がある場合に役に立つことが
あります。

次の例では、API アクティビティが発生しなかった 1 時間を記録したダイジェストファイルの内容を示し
ます。ダイジェストファイルの内容の最後にある logFiles:[ ] フィールドが空であることに注意して
ください。

{ 
  "awsAccountId": "111122223333", 
  "digestStartTime": "2015-08-20T17:01:31Z", 
  "digestEndTime": "2015-08-20T18:01:31Z", 
  "digestS3Bucket": "example-bucket-name", 
  "digestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/20/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150820T180131Z.json.gz", 
  "digestPublicKeyFingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff", 
  "digestSignatureAlgorithm": "SHA256withRSA", 
  "newestEventTime": null, 
  "oldestEventTime": null, 
  "previousDigestS3Bucket": "example-bucket-name", 
  "previousDigestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/20/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150820T170131Z.json.gz", 
  "previousDigestHashValue": 
 "ed96c4bac9eaa8fe9716ca0e515da51938be651b1db31d781956416a9d05cdfa", 
  "previousDigestHashAlgorithm": "SHA-256", 
  "previousDigestSignature": 
 "82705525fb0fe7f919f9434e5b7138cb41793c776c7414f3520c0242902daa8cc8286b29263d2627f2f259471c745b1654af76e2073264b2510fd45236b3aea4d80c0e8e6455223d7bd54ff80af0edf22a5f14fa856626daec919f0591479aa4f213787ba1e1076328dcf8ff624e03a977fa5612dcf58594c590fd8c1c5b48bddf43fc84ecc00b41bedd0ff7f293c3e2de8dcdc78f98b03e17577f5822ba842399d69eb79921c0429773509520e08c8b518702d987dfbb3a4e5d8c5f17673ce1f989dfff82d4becf24e452f20d3bcac94ad50131f93e57f10155536acb54c60efbe9d57228c2b930bc6082b2318e3ccd36834a8e835b8d112dbf32145f445c11", 
  "logFiles": []
}
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ダイジェストファイルの署名
ダイジェストファイルの署名情報は、Amazon S3 ダイジェストファイルオブジェクトの 2 つのオブジェク
トメタデータプロパティにあります。各ダイジェストファイルには、次のメタデータエントリが含まれま
す。

• x-amz-meta-signature

ダイジェストファイルの署名の 16 進エンコードされた値です。以下に、署名の例を示します。

3be472336fa2989ef34de1b3c1bf851f59eb030eaff3e2fb6600a082a23f4c6a82966565b994f9de4a5989d053d9d15d20fc5c43e66358652d93326550a4acc5c5f541bb52e9b455897ab723bd7cbabfe963a406a41d600f3658f7a3135e5ed9fcae7b79bb5857d1e5eb78fcce8595ce0ade2f3ad1d9f2d62be7bc4660d83166ce24586489b7da9ee9883eaf0b9efabb5dd3cbba565cc4aab5c9c46c9fa7e9cda310afcc5e8adcd9e48d0597ec5f8174a52c3bebb3e845eeb1d18904fbf4cc14cd117080098e10022ddf55e017a9431446acad8560de0ba1e477af9f8a3048bc6196350adad0cc0cb4ab99b5e7c9944437a3c674a038009220684ced7be07b4f
28f1cc237f372264a51b611c01da429565def703539f4e71009051769469231bc22232fa260df02740047af532229885ea2b0e95ecd353326b7104941e0cbddb076a391f1fcf2923c19565f4841770a78723451aeb732ff1b6162dc40e601fc6720bc5325987942ebd817783b322f0ac77698523bf742fdea7aa44f4911b3101221b7e1233387f16a52077610498f4a1254211258e37da0fb4cb207aef593b4c1baa13674e85acc52046b3adb889e63331a66abac5de7e42ffdd6952987c31ae871650e130bd2e63bfe145b22bbd39ea192210f6df64d49b888a321e02d3fc4cf126accae30d2857ccd6b2286a7c9feba6c35c44161b24147d645e6ca26844ba
05d3ffcb5d2dd5dc28f8bb5b7993938e8a5f912a82b448a367eccb2ec0f198ba71e23eb0b97278cf65f3c8d1e652c6de33a22ca8428821ffc95bf8b726ba9f37cfbc20c54dc5bd6159bdea1c4d951b68cb8e0528852c55bb0c5e499ea60560f7c2bb3af7f694407da863a2594f7a2f2838cb09254afbaf8003587746e719a0437f85eeffae534f283f3837eb939a9bccc3c71573500661245891051231b580ac92d9e0e68c6f47ad38975f493e2c40e7f303353c4adc7d563ef1e875977afac2e085f0c824045d998c9543d8a3293ad3c063b7a109d0bfd84b0b1e3f72c4f057e744e6a2cf9cc97727b08584f44bfa47799c5072b60f0b619aea88a17de585e9 
             

• x-amz-meta-signature-algorithm

次に示すのは、ダイジェストの署名を生成するために使用されたアルゴリズムの値の例です。

SHA256withRSA

ダイジェストファイルの連鎖
各ダイジェストファイルに含まれる前のダイジェストファイルへの参照によって作成される "連鎖" によ
り、AWS CLI などの検証ツールはダイジェストファイルが削除された場合にそれを検出できます。また、
指定された時間範囲内のダイジェストファイルを、新しいものから順に連続的に検査することもできま
す。

Note

ログファイルの整合性検証を無効にすると、ダイジェストファイルのチェーンは 1 時間後に切
れます。CloudTrail は、ログファイルの整合性検証が無効になっていた期間中に配信されたログ
ファイルに対しては、ダイジェストファイルを作成しません。たとえば、1 月 1 日の正午にログ
ファイルの整合性検証を有効にし、1 月 2 日の正午にそれを無効にした後、1 月 10 日の正午に再
び有効にした場合、1 月 2 日正午から 1 月 10 日正午までの間に配信されたログファイルに対し
ては、ダイジェストファイルは作成されません。CloudTrail のログ記録を停止した場合、または
証跡を削除した場合も、同じようになります。

ログ記録を停止すると、または証跡を削除すると、CloudTrail は最終ダイジェストファイルを配信しま
す。このダイジェストファイルには、StopLogging イベントまでのイベントを対象とする残りのすべて
のログファイルに関する情報が含まれている場合があります。

CloudTrail ログファイルの整合性検証のカスタム実装
CloudTrail では、オープンで提供されている業界標準の暗号化アルゴリズムとハッシュ関数が使用される
ため、CloudTrail ログファイルの整合性を検証するために独自のツールを作成することができます。ログ
ファイルの整合性検証が有効になっているとき、CloudTrail によってダイジェストファイルが Amazon S3 
バケットに送られます。これらのファイルを使用して、独自の検証ソリューションを実装できます。ダイ
ジェストファイルについて詳しくは、「CloudTrail ダイジェストファイル構造 (p. 346)」を参照してくだ
さい。

このトピックでは、ダイジェストファイルの署名方法について説明し、ダイジェストファイルと、ダイ
ジェストファイルによって参照されるログファイルを検証するソリューションの実装に必要な手順を詳し
く示します。
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CloudTrail ダイジェストファイルの署名の方法を理解する
CloudTrail ダイジェストファイルは RSA デジタル署名で署名されます。CloudTrail は各ダイジェストファ
イルを次のように処理します。

1. 指定されたダイジェストファイルフィールド (次のセクションで説明) に基づいて、データに署名する文
字列を作成します。

2. リージョンに固有のプライベートキーを取得します。
3. 文字列の SHA-256 ハッシュとプライベートキーを RSA 署名アルゴリズムに渡すと、そこでデジタル署

名が作成されます。
4. 署名のバイトコードを 16 進形式にエンコードします。
5. デジタル署名を Amazon S3 ダイジェストファイルオブジェクトの x-amz-meta-signature メタデー

タプロパティに設定します。

データ署名文字列の内容
次の CloudTrail オブジェクトがデータ署名の文字列に含まれています。

• UTC 拡張形式のダイジェストファイル終了タイムスタンプ (例: 2015-05-08T07:19:37Z)
• 現在のダイジェストファイルの S3 パス
• 現在のダイジェストファイルの 16 進エンコードされた SHA-256 ハッシュ
• 以前のダイジェストファイルの 16 進エンコードされた署名

この文字列を計算するための形式と文字列の例は、このドキュメントの後半で示します。

カスタム検証を実装する手順
カスタム検証ソリューションを実装するときは、最初にダイジェストファイルを検証してから、その後
で、ダイジェストファイルが参照するログファイルを検証する必要があります。

ダイジェストファイルを検証する
ダイジェストファイルを検証するには、署名、対応するプライベートキーが署名に使用されたパブリック
キー、計算したデータ署名文字列が必要です。

1. ダイジェストファイルを取得します。
2. 本来の場所からダイジェストファイルが取得されたことを確認します。
3. ダイジェストファイルの 16 進エンコードされた署名を取得します。
4. パブリックキー (対応するプライベートキーがダイジェストファイルの署名に使用された) の 16 進エン

コードされたフィンガープリントを取得します。
5. ダイジェストファイルに対応する時間範囲のパブリックキーを取得します。
6. 取得したパブリックキーの中から、フィンガープリントがダイジェストファイルのフィンガープリント

と一致するパブリックキーを選択します。
7. ダイジェストファイルのハッシュや他のダイジェストファイルフィールドを使用して、ダイジェスト

ファイル署名の検証に使用されるデータ署名文字列を再作成します。
8. 文字列の SHA-256 ハッシュ、パブリックキー、署名を、パラメータとしてRSA 署名検証アルゴリズム

に渡して、署名を検証します。結果が true の場合、ダイジェストファイルは有効です。

ログファイルを検証する
ダイジェストファイルが有効であれば、そのダイジェストファイルが参照するログファイルそれぞれを検
証します。
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1. ログファイルの整合性を検証するには、未圧縮の内容に対して SHA-256 ハッシュ値を計算し、その結
果を、ダイジェストに 16 進数で記録されたログファイルのハッシュと比較します。ハッシュが一致す
る場合、ログファイルは有効です。

2. 現在のダイジェストファイルに含まれる以前のダイジェストファイルの情報を使用して、以前のダイ
ジェストファイルとそれに対応するログファイルを連続して検証します。

以下のセクションで、これらの手順について詳しく説明します。

A. ダイジェストファイルを取得する
最初の手順では、最新のダイジェストファイルを取得し、それを本来の場所から取得したことを確認し、
デジタル署名を確認し、パブリックキーのフィンガープリントを取得します。

1. S3 Get または AmazonS3Client クラス (例) を使用して、検証しようとする時間範囲の Amazon S3 バ
ケットから最新のダイジェストファイルを取得します。

2. ファイルの取得に使用した S3 バケットと S3 オブジェクトが、ダイジェストファイルそのものに記録
された S3 バケットと S3 オブジェクトの場所と一致することを確認します。

3. 次に、ダイジェストファイルのデジタル署名を、Amazon S3 のダイジェストファイルオブジェクトの
x-amz-meta-signature メタデータプロパティから取得します。

4. ダイジェストファイルで、ダイジェストファイルの署名に使用されたプライベートキーに対応するパブ
リックキーのフィンガープリントを digestPublicKeyFingerprint フィールドから取得します。

B. ダイジェストファイルの検証のためにパブリックキーを取得する
ダイジェストファイルを検証するためにパブリックキーを取得するには、AWS CLI または CloudTrail API 
を使用できます。どちらの場合も、検証しようとするダイジェストファイルの時間範囲 (開始時刻と終了
時刻) を指定します。指定した時間範囲について 1 つ以上のパブリックキーが返されることがあります。
返されたキーの有効な時間範囲が重複する可能性があります。

Note

CloudTrail では、リージョンごとに異なるプライベート/パブリックキーのペアが使用されるた
め、各ダイジェストファイルはリージョン固有のプライベートキーで署名されます。したがっ
て、特定のリージョンのダイジェストファイルを検証するときは、同じリージョンからパブリッ
クキーを取得する必要があります。

AWS CLI を使用してパブリックキーを取得する

AWS CLI を使用してダイジェストファイルのパブリックキーを取得するには、cloudtrail list-
public-keys コマンドを使用します。このコマンドの形式は次のとおりです。

aws cloudtrail list-public-keys [--start-time <start-time>] [--end-time <end-
time>]

start-time および end-time パラメータには UTC タイムスタンプを使用します。これらはオプションです。
指定しない場合、現在の時刻が使用され、現在アクティブなパブリックキー (1 つまたは複数) が返されま
す。

レスポンス例

レスポンスは、返されるキー (1 つまたは複数) を表す JSON オブジェクトのリストです。

{ 
    "publicKeyList": [ 
        { 
            "ValidityStartTime": "1436317441.0", 
            "ValidityEndTime": "1438909441.0", 
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            "Value": "MIIBCgKCAQEAn11L2YZ9h7onug2ILi1MWyHiMRsTQjfWE
+pHVRLk1QjfWhirG+lpOa8NrwQ/r7Ah5bNL6HepznOU9XTDSfmmnP97mqyc7z/upfZdS/AHhYcGaz7n6Wc/
RRBU6VmiPCrAUojuSk6/GjvA8iOPFsYDuBtviXarvuLPlrT9kAd4Lb+rFfR5peEgBEkhlzc5HuWO7S0y
+KunqxX6jQBnXGMtxmPBPP0FylgWGNdFtks/4YSKcgqwH0YDcawP9GGGDAeCIqPWIXDLG1jOjRRzWfCmD0iJUkz8vTsn4hq/5ZxRFE7UBAUiVcGbdnDdvVfhF9C3dQiDq3k7adQIziLT0cShgQIDAQAB", 
            "Fingerprint": "8eba5db5bea9b640d1c96a77256fe7f2" 
        }, 
        { 
            "ValidityStartTime": "1434589460.0", 
            "ValidityEndTime": "1437181460.0", 
            "Value": "MIIBCgKCAQEApfYL2FiZhpN74LNWVUzhR
+VheYhwhYm8w0n5Gf6i95ylW5kBAWKVEmnAQG7BvS5g9SMqFDQx52fW7NWV44IvfJ2xGXT
+wT+DgR6ZQ+6yxskQNqV5YcXj4Aa5Zz4jJfsYjDuO2MDTZNIzNvBNzaBJ+r2WIWAJ/
Xq54kyF63B6WE38vKuDE7nSd1FqQuEoNBFLPInvgggYe2Ym1Refe2z71wNcJ2kY
+q0h1BSHrSM8RWuJIw7MXwF9iQncg9jYzUlNJomozQzAG5wSRfbplcCYNY40xvGd/aAmO0m+Y
+XFMrKwtLCwseHPvj843qVno6x4BJN9bpWnoPo9sdsbGoiK3QIDAQAB", 
            "Fingerprint": "8933b39ddc64d26d8e14ffbf6566fee4" 
        }, 
        { 
            "ValidityStartTime": "1434589370.0", 
            "ValidityEndTime": "1437181370.0", 
            "Value": 
 "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAqlzPJbvZJ42UdcmLfPUqXYNfOs6I8lCfao/
tOs8CmzPOEdtLWugB9xoIUz78qVHdKIqxbaG4jWHfJBiOSSFBM0lt8cdVo4TnRa7oG9io5pysS6DJhBBAeXsicufsiFJR
+wrUNh8RSLxL4k6G1+BhLX20tJkZ/erT97tDGBujAelqseGg3vPZbTx9SMfOLN65PdLFudLP7Gat0Z9p5jw/
rjpclKfo9Bfc3heeBxWGKwBBOKnFAaN9V57pOaosCvPKmHd9bg7jsQkI9Xp22IzGLsTFJZYVA3KiTAElDMu80iFXPHEq9hKNbt9e4URFam
+1utKVEiLkR2disdCmPTK0VQIDAQAB", 
            "Fingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff" 
        } 
    ]
}

CloudTrail API を使用してパブリックキーを取得する

CloudTrail API を使用してダイジェストファイルのパブリックキーを取得するには、開始時刻と終了時刻
の値を ListPublicKeys API に渡します。この ListPublicKeys API は、指定された時間範囲内の、
対応するプライベートキーがダイジェストファイルの署名に使用されたパブリックキーを返します。API 
は、各パブリックキーに対応するフィンガープリントも返します。

ListPublicKeys

このセクションでは、ListPublicKeys API のリクエストパラメータとレスポンス要素について説明しま
す。

Note

ListPublicKeys のバイナリフィールドのエンコードは変更される可能性があります。

リクエストパラメータ

名前 説明

StartTime オプション。CloudTrail ダイジェストファイルのパブリックキーを検索する時
間範囲の開始時刻を UTC で指定します。StartTime が指定されない場合、現在
の時刻が使用され、現在のパブリックキーが返されます。

型: DateTime

EndTime オプション。CloudTrail ダイジェストファイルのパブリックキーを検索する時
間範囲の終了時刻を UTC で指定します。EndTime が指定されない場合、現在
の時刻が使用されます。

型: DateTime
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レスポンス要素

PublicKeyList は、次の要素を含む PublicKey オブジェクトの配列です。

名前 説明

Value DER エンコードされたパブリックキー値 (PKCS #1 形式)。

型: Blob

ValidityStartTime パブリックキーの有効期間の開始時刻。

型: DateTime

ValidityEndTime パブリックキーの有効期間の終了時刻。

型: DateTime

Fingerprint パブリックキーのフィンガープリント。フィンガープリントを使用して、ダイ
ジェストファイルの検証に使用する必要があるパブリックキーを特定できま
す。

型: 文字列

C. 検証に使用するパブリックキーを選択する

list-public-keys または ListPublicKeys によって取得されたパブリックキーの中から、ダイジェ
ストファイルの digestPublicKeyFingerprint フィールドに記録されているフィンガープリントと一
致するフィンガープリントのパブリックキーを選択します。これはダイジェストファイルの検証に使用す
るパブリックキーです。

D. データ署名文字列を再作成する

ダイジェストファイルの署名と、関連付けられたパブリックキーを取得しました。次は、データ署名文字
列を計算する必要があります。データ署名文字列の計算が完了すると、署名の検証に必要な入力を得られ
ます。

データ署名文字列は次の形式になります。

Data_To_Sign_String =  
  Digest_End_Timestamp_in_UTC_Extended_format + '\n' + 
  Current_Digest_File_S3_Path + '\n' + 
  Hex(Sha256(current-digest-file-content)) + '\n' + 
  Previous_digest_signature_in_hex  
             

例の Data_To_Sign_String を次に示します。

2015-08-12T04:01:31Z
S3-bucket-name/AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/08/12/111122223333_us-
east-2_CloudTrail-Digest_us-east-2_20150812T040131Z.json.gz
4ff08d7c6ecd6eb313257e839645d20363ee3784a2328a7d76b99b53cc9bcacd
6e8540b83c3ac86a0312d971a225361d28ed0af20d70c211a2d405e32abf529a8145c2966e3bb47362383a52441545ed091fb81
d4c7c09dd152b84e79099ce7a9ec35d2b264eb92eb6e090f1e5ec5d40ec8a0729c02ff57f9e30d5343a8591638f8b794972ce15bb3063a01972
98b0aee2c1c8af74ec620261529265e83a9834ebef6054979d3e9a6767dfa6fdb4ae153436c567d6ae208f988047ccfc8e5e41f7d0121e54ed66b1b904f80fb2ce304458a2a6b91685b699434b946c52589e9438f8ebe5a0d80522b2f043b3710b87d2cda43e5c1e0db921d8d540b9ad5f6d4$31b1f4a8ef2d758424329583897339493a082bb36e782143ee5464b4e3eb4ef6

この文字列を再作成した後、ダイジェストファイルを検証できます。
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E. ダイジェストファイルを検証する
再作成したデータ署名文字列の SHA-256 ハッシュ、デジタル署名、パブリックキーを、RSA 署名検証ア
ルゴリズムに渡します。出力が true の場合、ダイジェストファイルの署名が検証され、ダイジェストファ
イルは有効です。

F. ログファイルを検証する
ダイジェストファイルの検証が完了したら、ダイジェストファイルが参照するログファイルを検証
することができます。ダイジェストファイルにはログファイルの SHA-256 ハッシュが含まれていま
す。CloudTrail から送られた後にログファイルのいずれかが変更された場合、SHA-256 が変更され、ダイ
ジェストファイルの署名が一致しなくなります。

ログファイルの検証方法を次に示します。

1. ダイジェストファイルの logFiles.s3Bucket フィールドと logFiles.s3Object フィールドの S3 
の場所に関する情報を使用して、ログファイルの S3 Get を実行します。

2. S3 Get の操作が成功した場合は、ダイジェストファイルの logFiles 配列にリストされているログファ
イルに対して次の手順を繰り返します。
a. ダイジェストファイル内で、対応するログの logFiles.hashValue フィールドからファイルの元

のハッシュを取得します。
b. Hash the uncompressed contents of the log file with the hashing algorithm specified in
logFiles.hashAlgorithm 指定されたハッシュアルゴリズムを使用して、ログファイルの未圧縮
の内容をハッシュします。

c. 生成されたハッシュ値を、ダイジェストファイルのログのハッシュ値と比較します。ハッシュが一致
する場合、ログファイルは有効です。

G. その他のダイジェストファイルとログファイルを検証する
各ダイジェストファイルの次のフィールドには、以前のダイジェストファイルの場所と署名が含まれてい
ます。

• previousDigestS3Bucket
• previousDigestS3Object
• previousDigestSignature

この情報を使用して、以前のダイジェストファイルに順番にアクセスし、前のセクションの手順に従っ
て、それぞれの署名と参照先のログファイルを検証します。以前のダイジェストファイルの場合に 1 つ
異なるのは、ダイジェストファイルオブジェクトの Amazon S3 メタデータプロパティからデジタル署名
を取得する必要がないことです。以前のダイジェストファイルの署名は previousDigestSignature
フィールドにあります。

どちらが先になるとしても、最初のダイジェストファイルに到達するか、ダイジェストファイルのチェー
ンが途切れるまで、さかのぼることができます。

ダイジェストファイルとログファイルをオフラインで検証する
ダイジェストファイルとログファイルをオフラインで検証するとき、通常は前のセクションで説明した手
順に従います。ただし、次のことを考慮に入れる必要があります。

最新のダイジェストファイルの処理
最新 (つまり "現在") のダイジェストファイルのデジタル署名は、ダイジェストファイルオブジェクトの 
Amazon S3 メタデータプロパティにあります。オフラインのシナリオでは、現在のダイジェストファイル
のデジタル署名を取得できません。
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これに対処するには次の 2 つの方法があります。

• 以前のダイジェストファイルのデジタル署名は現在のダイジェストファイルに含まれるため、最後から 
2 番目のダイジェストファイルで検証を開始します。この方法では、最新のダイジェストファイルを検
証できません。

• 準備の手順として、現在のダイジェストファイルの署名をダイジェストファイルオブジェクトのメタ
データプロパティから取得し、オフラインで安全に保存します。このようにすれば、チェーン内の以前
のファイルだけでなく現在のダイジェストファイルも検証できるようになります。

パスの解決
s3Object や previousDigestS3Object など、ダウンロードしたダイジェストファイル内のフィー
ルドは、ログファイルとダイジェストファイルについて Amazon S3 のオンライン上の場所を指していま
す。オフラインソリューションでは、ダウンロードしたログファイルとダイジェストファイルの現在の場
所を指すようにこれらを再設定する方法を見つける必要があります。

パブリックキー
オフラインで検証するには、所定の時間範囲のログファイルの検証に必要なすべてのパブリックキーを最
初にオンラインで取得し (たとえば、ListPublicKeys を呼び出す)、オフラインで安全に保存する必要
があります。指定した最初の時間範囲外の他のファイルを検証するには、常にこの手順を繰り返す必要が
あります。

検証のサンプルスニペット
次に示すサンプルスニペットは、CloudTrail ダイジェストファイルとログファイルを検証するためのスケ
ルトンコードです。このスケルトンコードはオンラインでもオフラインでも使用できます。つまり、実装
する際に AWS とのオンライン接続を使用するかどうかはユーザーが決めることができます。推奨の実装
では、Java Cryptography Extension (JCE) と Bouncy Castle をセキュリティ プロバイダーとして使用して
います。

サンプルスニペットには次の内容が含まれます。

• ダイジェストファイルの署名の検証に使用されるデータ署名文字列を作成する方法。
• ダイジェストファイルの署名を確認する方法。
• ログファイルのハッシュを確認する方法。
• ダイジェストファイルのチェーンを検証するためのコード構造。

import java.util.Arrays;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.KeyFactory;
import java.security.PublicKey;
import java.security.Security;
import java.security.Signature;
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import org.json.JSONObject;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
import org.apache.commons.codec.binary.Hex; 
  
public class DigestFileValidator { 
  
    public void validateDigestFile(String digestS3Bucket, String digestS3Object, String 
 digestSignature) { 
  
        // Using the Bouncy Castle provider as a JCE security provider - http://
www.bouncycastle.org/ 
        Security.addProvider(new BouncyCastleProvider()); 
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        // Load the digest file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local copy 
        JSONObject digestFile = loadDigestFileInMemory(digestS3Bucket, digestS3Object); 
  
        // Check that the digest file has been retrieved from its original location 
        if (!digestFile.getString("digestS3Bucket").equals(digestS3Bucket) || 
                !digestFile.getString("digestS3Object").equals(digestS3Object)) { 
            System.err.println("Digest file has been moved from its original location."); 
        } else { 
            // Compute digest file hash 
            MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256"); 
            messageDigest.update(convertToByteArray(digestFile)); 
            byte[] digestFileHash = messageDigest.digest(); 
            messageDigest.reset(); 
  
            // Compute the data to sign 
            String dataToSign = String.format("%s%n%s/%s%n%s%n%s", 
                                digestFile.getString("digestEndTime"), 
                                digestFile.getString("digestS3Bucket"), 
 digestFile.getString("digestS3Object"), // Constructing the S3 path of the digest file as 
 part of the data to sign 
                                Hex.encodeHexString(digestFileHash), 
                                digestFile.getString("previousDigestSignature")); 
  
            byte[] signatureContent = Hex.decodeHex(digestSignature); 
  
            /* 
                NOTE:  
                To find the right public key to verify the signature, call CloudTrail 
 ListPublicKey API to get a list  
                of public keys, then match by the publicKeyFingerprint in the digest file. 
 Also, the public key bytes  
                returned from ListPublicKey API are DER encoded in PKCS#1 format: 
  
                PublicKeyInfo ::= SEQUENCE { 
                    algorithm       AlgorithmIdentifier, 
                    PublicKey       BIT STRING 
                } 
  
                AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE { 
                    algorithm       OBJECT IDENTIFIER, 
                    parameters      ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL 
                }                 
            */ 
            pkcs1PublicKeyBytes = 
 getPublicKey(digestFile.getString("digestPublicKeyFingerprint"))); 
  
            // Transform the PKCS#1 formatted public key to x.509 format. 
            RSAPublicKey rsaPublicKey = RSAPublicKey.getInstance(pkcs1PublicKeyBytes); 
            AlgorithmIdentifier rsaEncryption = new 
 AlgorithmIdentifier(PKCSObjectIdentifiers.rsaEncryption, null); 
            SubjectPublicKeyInfo publicKeyInfo = new SubjectPublicKeyInfo(rsaEncryption, 
 rsaPublicKey); 
  
            // Create the PublicKey object needed for the signature validation 
            PublicKey publicKey = KeyFactory.getInstance("RSA", "BC").generatePublic(new 
 X509EncodedKeySpec(publicKeyInfo.getEncoded())); 
  
            // Verify signature 
            Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA", "BC"); 
            signature.initVerify(publicKey); 
            signature.update(dataToSign.getBytes("UTF-8")); 
  
            if (signature.verify(signatureContent)) { 
                System.out.println("Digest file signature is valid, validating log 
 files…"); 
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                for (int i = 0; i < digestFile.getJSONArray("logFiles").length(); i++) { 
  
                    JSONObject logFileMetadata = 
 digestFile.getJSONArray("logFiles").getJSONObject(i); 
  
                    // Compute log file hash 
                    byte[] logFileContent = loadUncompressedLogFileInMemory( 
                                                logFileMetadata.getString("s3Bucket"), 
                                                logFileMetadata.getString("s3Object") 
                                            ); 
                    messageDigest.update(logFileContent); 
                     byte[] logFileHash = messageDigest.digest(); 
                    messageDigest.reset(); 
  
                    // Retrieve expected hash for the log file being processed 
                    byte[] expectedHash = 
 Hex.decodeHex(logFileMetadata.getString("hashValue")); 
  
                    boolean signaturesMatch = Arrays.equals(expectedHash, logFileHash); 
                    if (!signaturesMatch) { 
                        System.err.println(String.format("Log file: %s/%s hash doesn't 
 match.\tExpected: %s Actual: %s", 
                               logFileMetadata.getString("s3Bucket"), 
 logFileMetadata.getString("s3Object"), 
                               Hex.encodeHexString(expectedHash), 
 Hex.encodeHexString(logFileHash))); 
                    } else { 
                        System.out.println(String.format("Log file: %s/%s hash match", 
                               logFileMetadata.getString("s3Bucket"), 
 logFileMetadata.getString("s3Object"))); 
                    } 
                } 
  
            } else { 
                System.err.println("Digest signature failed validation."); 
            } 
  
            System.out.println("Digest file validation completed."); 
  
            if (chainValidationIsEnabled()) { 
                // This enables the digests' chain validation 
                validateDigestFile( 
                        digestFile.getString("previousDigestS3Bucket"), 
                        digestFile.getString("previousDigestS3Object"), 
                        digestFile.getString("previousDigestSignature")); 
            } 
        } 
    }
}

 

CloudTrail Processing Library の使用
この CloudTrail Processing Library は Java ライブラリで、AWS CloudTrail ログを処理する簡単な方法が
用意されています。ユーザーは、CloudTrail の SQS キューに関する設定の詳細を提供し、イベントを処理
するコードを記述します。CloudTrail Processing Library が残りを処理します。これにより Amazon SQS 
キューをポーリングし、キューメッセージの読み取りと解析、CloudTrail ログファイルのダウンロード、
ログファイル内のイベントの解析を行い、イベントを Java オブジェクトとしてコードに渡します。
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CloudTrail Processing Library は耐障害性が高く、スケーラブルです。ログファイルの並列処理を行うた
め、必要な数だけのログを処理することができます。ネットワークタイムアウトや、アクセスできないリ
ソースに関するネットワーク障害に対応します。

次のトピックでは、CloudTrail Processing Library を使用して Java プロジェクトの CloudTrail ログを処理
する方法を示します。

ライブラリは、Apache ライセンスの付いたオープンソースプロジェクトとして提供され、GitHub で入手
できます。https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library。ライブラリソースには、独自のプロ
ジェクトのベースとして使用できるサンプルコードが含まれます。

トピック
• 最小要件 (p. 359)
• CloudTrail ログを処理しています (p. 359)
• 高度なトピック (p. 363)
• その他のリソース (p. 367)

最小要件
CloudTrail Processing Library を使用するには、以下のものが必要です。

• AWS SDK for Java 1.11.830
• Java 1.8 (Java SE 8)

CloudTrail ログを処理しています
Java アプリケーションで CloudTrail ログを処理するには:

1. CloudTrail Processing Library をプロジェクトに追加する (p. 359)
2. CloudTrail Processing Library の設定 (p. 361)
3. イベントプロセッサを実装する (p. 362)
4. 処理エグゼキューターをインスタンス化して実行する (p. 363)

CloudTrail Processing Library をプロジェクトに追加する
CloudTrail Processing Library を使用するには、Java プロジェクトのクラスパスに追加します。

目次
• Apache Ant プロジェクトにライブラリを追加する (p. 359)
• Apache Maven プロジェクトにライブラリを追加する (p. 360)
• Eclipse プロジェクトにライブラリを追加する (p. 360)
• IntelliJ プロジェクトにライブラリを追加する (p. 360)

Apache Ant プロジェクトにライブラリを追加する

Apache Ant プロジェクトに CloudTrail Processing Library を追加するには

1. GitHub から CloudTrail Processing Library のソースコードをダウンロードまたはクローンします。

• https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library
2. 「README」で説明されているように、ソースから .jar ファイルを構築します。
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mvn clean install -Dgpg.skip=true

3. 作成された .jar ファイルをプロジェクトにコピーし、プロジェクトの build.xml ファイルに追加し
ます。以下はその例です。

<classpath> 
  <pathelement path="${classpath}"/> 
  <pathelement location="lib/aws-cloudtrail-processing-library-1.5.0.jar"/>
</classpath>

Apache Maven プロジェクトにライブラリを追加する

CloudTrail Processing Library は、Apache Maven で利用可能です。プロジェクトの pom.xml ファイルに
依存関係を 1 つ書くことで、プロジェクトに追加できます。

Maven プロジェクトに CloudTrail Processing Library を追加するには

• Maven プロジェクトの pom.xml ファイルを開き、次の依存関係を追加します。

<dependency> 
    <groupId>com.amazonaws</groupId> 
    <artifactId>aws-cloudtrail-processing-library</artifactId> 
    <version>1.5.0</version>
</dependency>

Eclipse プロジェクトにライブラリを追加する

Eclipse プロジェクトに CloudTrail Processing Library を追加するには

1. GitHub から CloudTrail Processing Library のソースコードをダウンロードまたはクローンします。

• https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library
2. 「README」で説明されているように、ソースから .jar ファイルを構築します。

mvn clean install -Dgpg.skip=true

3. 構築された aws-cloudtrail-processing-library-1.5.0.jar をプロジェクトのディレクトリ (通常は lib) に
コピーします。

4. Eclipse の [Project Explorer] でプロジェクト名を右クリックし、[Build Path]、[Configure] の順に選択
します。

5. [Java Build Path] ウィンドウで、[Libraries] タブを選択します。
6. [Add JARs...] (JAR を追加...) をクリックして、aws-cloudtrail-processing-library-1.5.0.jar をコピーした

パスに移動します。
7. [OK] を選択すると、プロジェクトに .jar が追加されます。

IntelliJ プロジェクトにライブラリを追加する

IntelliJ プロジェクトに CloudTrail Processing Library を追加するには

1. GitHub から CloudTrail Processing Library のソースコードをダウンロードまたはクローンします。
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• https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library
2. 「README」で説明されているように、ソースから .jar ファイルを構築します。

mvn clean install -Dgpg.skip=true

3. [File] で、[Project Structure] を選択します。
4. [Modules]、[Dependencies] の順に選択します。
5. [+ JARS or Directories] を選択し、構築した aws-cloudtrail-processing-library-1.5.0.jar

のパスに移動します。
6. [Apply]、[OK] の順に選択すると、プロジェクトに .jar が追加されます。

CloudTrail Processing Library の設定
実行時にロードされるクラスパスプロパティファイルを作成することにより、または
ClientConfiguration オブジェクトを作成してオプションを手動で設定することにより、CloudTrail 
Processing Library を設定できます。

プロパティファイルを提供する
アプリケーションに設定オプションを提供するクラスパスプロパティファイルを作成できます。次のサン
プルファイルでは、設定できるオプションを示します。

# AWS access key. (Required)
accessKey = your_access_key

# AWS secret key. (Required)
secretKey = your_secret_key

# The SQS URL used to pull CloudTrail notification from. (Required)
sqsUrl = your_sqs_queue_url

# The SQS end point specific to a region.
sqsRegion = us-east-1

# A period of time during which Amazon SQS prevents other consuming components
# from receiving and processing that message.
visibilityTimeout = 60

# The S3 region to use.
s3Region = us-east-1

# Number of threads used to download S3 files in parallel. Callbacks can be
# invoked from any thread.
threadCount = 1

# The time allowed, in seconds, for threads to shut down after
# AWSCloudTrailEventProcessingExecutor.stop() is called. If they are still
# running beyond this time, they will be forcibly terminated.
threadTerminationDelaySeconds = 60

# The maximum number of AWSCloudTrailClientEvents sent to a single invocation
# of processEvents().
maxEventsPerEmit = 10

# Whether to include raw event information in CloudTrailDeliveryInfo.
enableRawEventInfo = false

# Whether to delete SQS message when the CloudTrail Processing Library is unable to process 
 the notification.
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deleteMessageUponFailure = false

以下のパラメータは必須です。

• sqsUrl – CloudTrail 通知をプルする元の URL を提供します。この値を指定しない場
合、AWSCloudTrailProcessingExecutor が IllegalStateException をスローします。

• accessKey – アカウントの一意の識別子 (AKIAIOSFODNN7EXAMPLE など)。
• secretKey – アカウントの一意の識別子 (wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY など)。

accessKey パラメーターと secretKey パラメーターでは、ユーザーの代わりにライブラリが AWS にア
クセスできるように、ライブラリへの AWS 認証情報を指定します。

他のパラメータのデフォルト値は、ライブラリによって設定されます。詳細については、「AWS 
CloudTrail Processing Library リファレンス」を参照してください。

ClientConfiguration を作成する

クラスパスプロパティでオプションを設定する代わりに、次の例のよう
に、AWSCloudTrailProcessingExecutor オブジェクトでオプションを初期化して設定することによ
り、ClientConfiguration にオプションを提供できます。

ClientConfiguration basicConfig = new ClientConfiguration( 
    "http://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/queue2", 
    new DefaultAWSCredentialsProviderChain());

basicConfig.setEnableRawEventInfo(true);
basicConfig.setThreadCount(4);
basicConfig.setnEventsPerEmit(20);

イベントプロセッサを実装する
CloudTrail ログを処理するには、CloudTrail ログデータを受け取る EventsProcessor を実装する必要が
あります。以下に実装例を示します。

public class SampleEventsProcessor implements EventsProcessor { 

    public void process(List<CloudTrailEvent> events) { 
        int i = 0; 
        for (CloudTrailEvent event : events) { 
            System.out.println(String.format("Process event %d : %s", i++, 
 event.getEventData())); 
        } 
    }
}

EventsProcessor を実装するときは、AWSCloudTrailProcessingExecutor が CloudTrail 
イベントを送信するために使用する process() コールバックを実装します。イベント
は、CloudTrailClientEvent オブジェクトのリストで提供されます。

CloudTrailClientEvent オブジェクトによって提供される CloudTrailEvent と
CloudTrailEventMetadata を使用して、CloudTrail イベントと配信情報を読み取ることができます。

この簡単な例では、SampleEventsProcessor に渡された各イベントのイベント情報が表示されます。
実際の実装では、必要に応じてログを処理できます。AWSCloudTrailProcessingExecutor は、送信
するイベントがあり、実行している限りは、EventsProcessor へのイベントの送信を続けます。
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処理エグゼキューターをインスタンス化して実行する
EventsProcessor を作成し、CloudTrail の設定値を (プロパティファイルまたは
ClientConfiguration クラスを使用して) 設定した後は、これらの要素を使用すること
で、AWSCloudTrailProcessingExecutor を初期化して使用できます。

AWSCloudTrailProcessingExecutor を使用して CloudTrail イベントを処理するには

1. AWSCloudTrailProcessingExecutor.Builder オブジェクトをインスタンス化しま
す。Builder のコンストラクタは、EventsProcessor オブジェクトとクラスパスのプロパティ
ファイル名を受け取ります。

2. Builder の build() ファクトリメソッドを呼び出し、AWSCloudTrailProcessingExecutor オ
ブジェクトを設定して取得します。

3. AWSCloudTrailProcessingExecutor の start() および stop() メソッドと メソッドを使用し
て、CloudTrail イベントの処理を開始および終了します。

public class SampleApp { 
  public static void main(String[] args) throws InterruptedException { 
    AWSCloudTrailProcessingExecutor executor = new 
      AWSCloudTrailProcessingExecutor.Builder(new SampleEventsProcessor(), 
        "/myproject/cloudtrailprocessing.properties").build(); 

    executor.start(); 
    Thread.sleep(24 * 60 * 60 * 1000); // let it run for a while (optional) 
    executor.stop(); // optional 
  }
}

高度なトピック
トピック

• 処理するイベントのフィルタリング (p. 363)
• データイベントの処理 (p. 365)
• 進行状況のレポート (p. 365)
• エラー処理 (p. 366)

処理するイベントのフィルタリング
デフォルトでは、Amazon SQS キューの S3 バケット内のすべてのログと、それに含まれるすべてのイ
ベントが、EventsProcessor に送信されます。CloudTrail Processing Library で提供されるオプション
のインターフェイスを実装して、CloudTrail ログの取得に使用されるソースおよび処理対象のイベントを
フィルタリングできます。

SourceFilter

SourceFilter インターフェイスを実装して、提供されたソースからのログを処理するかどうかを
選択できます。SourceFilter で 1 つだけ宣言されているコールバックメソッド filterSource()
は、CloudTrailSource オブジェクトを受け取ります。ソースからのイベントが処理されないよう
にするには、false から filterSource() を返します。

CloudTrail Processing Library はライブラリが Amazon SQS キューでログをポーリングした後
で、filterSource() メソッドを呼び出します。これは、ライブラリがイベントのフィルタリング
またはログの処理を開始する前に発生します。

以下に実装例を示します。
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public class SampleSourceFilter implements SourceFilter{ 
  private static final int MAX_RECEIVED_COUNT = 3; 

  private static List<String> accountIDs ; 
  static { 
    accountIDs = new ArrayList<>(); 
    accountIDs.add("123456789012"); 
    accountIDs.add("234567890123"); 
  } 

  @Override 
  public boolean filterSource(CloudTrailSource source) throws CallbackException { 
    source = (SQSBasedSource) source; 
    Map<String, String> sourceAttributes = source.getSourceAttributes(); 

    String accountId = sourceAttributes.get( 
      SourceAttributeKeys.ACCOUNT_ID.getAttributeKey()); 

    String receivedCount = sourceAttributes.get( 
      SourceAttributeKeys.APPROXIMATE_RECEIVE_COUNT.getAttributeKey()); 

    int approximateReceivedCount = Integer.parseInt(receivedCount); 

    return approximateReceivedCount <= MAX_RECEIVED_COUNT && 
 accountIDs.contains(accountId); 
  }
}

独自の SourceFilter を提供しない場合に使用される DefaultSourceFilter では、すべての
ソースの処理が許可されます (常に true を返します)。

EventFilter

EventFilter インターフェイスを実装して、CloudTrail イベントをEventsProcessor に送信
するかどうかを選択できます。EventFilter で 1 つだけ宣言されているコールバックメソッ
ド、filterEvent() は、CloudTrailEvent オブジェクトを受け取ります。イベントが処理されな
いようにするには、false から filterEvent() を返します。

CloudTrail Processing Library はライブラリが Amazon SQS キューでログをポーリングし、ソースの
フィルタリングをした後で、filterEvent() メソッドを呼び出します。これは、ライブラリがログ
のイベント処理を開始する前に発生します。

次の実装例を参照してください。

public class SampleEventFilter implements EventFilter{ 

  private static final String EC2_EVENTS = "ec2.amazonaws.com"; 

  @Override 
  public boolean filterEvent(CloudTrailClientEvent clientEvent) throws 
 CallbackException { 
    CloudTrailEvent event = clientEvent.getEvent(); 

    String eventSource = event.getEventSource(); 
    String eventName = event.getEventName(); 

    return eventSource.equals(EC2_EVENTS) && eventName.startsWith("Delete"); 
  }
}

独自の EventFilter を提供しない場合に使用される DefaultEventFilter では、すべてのイベン
トの処理が許可されます (常に true を返します)。
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データイベントの処理
CloudTrail はデータイベントを処理するときに、整数 (int) であるか float (少数を含む数値) である
かにかかわらず元の形式で数値を保持します。データイベントのフィールドに整数を含むイベントで
は、CloudTrail は従来、これらの数値を浮動小数点数として処理していました。現在、CloudTrail はこれ
らのフィールドの数値を元の形式を維持して処理しています。

ベストプラクティスとして、自動化が中断されないように、CloudTrail データイベントの処理またはフィ
ルタリングに使用しているコードまたは自動化に柔軟に対応し、int および float のフォーマットされ
た数値の両方を許可します。最良の結果を得るには、CloudTrail Processing Library のバージョン 1.4.0 以
降を使用してください。

次のスニペット例ではデータイベントの ResponseParameters ブロックの desiredCount パラメータ
用にフォーマットされた float の数値、2.0 を示しています。

"eventName": "CreateService", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "000.00.00.00", 
    "userAgent": "console.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "clientToken": "EXAMPLE", 
        "cluster": "default", 
        "desiredCount": 2.0
...

次のスニペット例ではデータイベントの ResponseParameters ブロックの desiredCount パラメータ
用にフォーマットされた int の数値、2 を示しています。

"eventName": "CreateService", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "000.00.00.00", 
    "userAgent": "console.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "clientToken": "EXAMPLE", 
        "cluster": "default", 
        "desiredCount": 2
...

進行状況のレポート
ProgressReporter インターフェイスを実装して、CloudTrail Processing Library の進行状況レポー
トをカスタマイズします。ProgressReporterで宣言されている 2 つのメソッド reportStart() と
reportEnd() は、以下の操作の開始時と終了時に呼び出されます。

• Amazon SQS からのメッセージのポーリング
• Amazon SQS からのメッセージの解析
• CloudTrail ログの Amazon SQS ソースの処理
• Amazon SQS からのメッセージの削除
• CloudTrail ログファイルのダウンロード
• CloudTrail ログファイルの処理

どちらの方法でも、実行されたオペレーションに関する情報が含まれる ProgressStatus オブジェクト
を受信します。progressState メンバーは ProgressState 列挙のメンバーを保持し、それによって現
在のオペレーションが識別されます。このメンバーには、progressInfo メンバーの追加情報を含める
ことができます。さらに、reportStart() から返す任意のオブジェクトが reportEnd() に渡されるの
で、イベントが処理を開始した時刻などのコンテキスト情報を提供できます。
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次に示す実装の例では、操作が完了するまでにかかった時間についての情報を提供しています。

public class SampleProgressReporter implements ProgressReporter { 
  private static final Log logger = 
    LogFactory.getLog(DefaultProgressReporter.class); 

  @Override 
  public Object reportStart(ProgressStatus status) { 
    return new Date(); 
  } 

  @Override 
  public void reportEnd(ProgressStatus status, Object startDate) { 
    System.out.println(status.getProgressState().toString() + " is " + 
      status.getProgressInfo().isSuccess() + " , and latency is " + 
      Math.abs(((Date) startDate).getTime()-new Date().getTime()) + " 
      milliseconds."); 
  }
}

独自の ProgressReporter を実装しない場合に使用される DefaultExceptionHandler では、実行さ
れている状態の名前が表示されます。

エラー処理
ExceptionHandler インターフェイスを使用すると、ログ処理中に例外が発生したときに特別な処理を
提供できます。ExceptionHandler で 1 つだけ宣言されている handleException() メソッドは、発
生した例外についてのコンテキストを含む ProcessingLibraryException オブジェクトを受け取りま
す。

渡された ProcessingLibraryException の getStatus() メソッドを使用して、例外
発生時に実行された操作を明らかにし、操作のステータスに関する追加情報を取得できま
す。ProcessingLibraryException は Java の標準的な Exception クラスから派生しているので、い
ずれかの Exception メソッドを呼び出して例外に関する情報を取得することもできます。

次の実装例を参照してください。

public class SampleExceptionHandler implements ExceptionHandler{ 
  private static final Log logger = 
    LogFactory.getLog(DefaultProgressReporter.class); 

  @Override 
  public void handleException(ProcessingLibraryException exception) { 
    ProgressStatus status = exception.getStatus(); 
    ProgressState state = status.getProgressState(); 
    ProgressInfo info = status.getProgressInfo(); 

    System.err.println(String.format( 
      "Exception. Progress State: %s. Progress Information: %s.", state, info)); 
  }
}

独自の ExceptionHandler を提供しない場合に使用される DefaultExceptionHandler は、標準エ
ラーメッセージを表示します。

Note

この deleteMessageUponFailure パラメータが true の場合、CloudTrail Processing Library 
は一般的な例外処理と処理エラーとを区別せず、キューメッセージが削除される場合がありま
す。
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1. 例えば、SourceFilter を使用して、タイムスタンプでメッセージをフィルタリングしま
す。

2. ただし、CloudTrail ログファイルを受け取る S3 バケットにアクセスするために必要なアク
セス権限がありません。必要なアクセス権限がないため、AmazonServiceException がス
ローされます。CloudTrail Processing Library は、これを CallBackException で折り返し
ます。

3. DefaultExceptionHandler はこれをログとして記録しますが、必要なアクセス権限がな
いという根本原因を特定することはありません。メッセージに有効な CloudTrail ログファイ
ルが含まれている場合でも、CloudTrail Processing Library はこれを処理エラーとみなし、
メッセージを削除します。

メッセージを SourceFilter でフィルタリングするには、ExceptionHandler がサービスの例
外を処理エラーから区別できることを確認します。

その他のリソース
CloudTrail Processing Library の詳細については、以下を参照してください。

• CloudTrail Processing Library の GitHub プロジェクトには、CloudTrail Processing Library アプリケー
ションの実装方法を示すサンプルコードが含まれます。

• CloudTrail Processing Library Java パッケージドキュメント。
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設定
[Settings] (設定) ページを使用して、構成された CloudTrail の設定を確認できます。

設定にアクセスするには

1. CloudTrail コンソールの左側にあるナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
2. 必要に応じて設定を確認して更新します。

次の設定を使用できます。

• 組織の委任された管理者 (p. 368)

組織の委任された管理者
AWS Organizations 組織で CloudTrail を使用する場合、CloudTrail の委任された管理者として機能するよ
うに、組織内の任意のアカウントを割り当てることができます。このアカウントは、組織に代わって組織
の証跡やイベントデータストアを管理できます。委任された管理者は、管理アカウントと同じ管理タスク
を CloudTrail で実行できる組織のメンバーアカウントです。CloudTrail の委任された管理者を割り当てる
ことができるのは、組織の管理アカウントのみです。

委任された管理者を選択した場合、このメンバーアカウントには組織内のすべての証跡とイベントデータ
ストアに対する管理許可が付与されます。委任された管理者を追加しても、組織の証跡やイベントデータ
ストアの管理やオペレーションが中断されることはありません。

委任された管理者を初めて追加すると、CloudTrail は、サービスにリンクされたロールが組織の管理
アカウントにあるかどうかを確認します。サービスにリンクされたロールが管理アカウントにない場
合、CloudTrail は、サービスにリンクされたロールを管理アカウント用に作成します。サービスにリンク
されたロールの詳細については、「AWS CloudTrail のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 410)」
を参照してください。

CloudTrail の委任された管理者が行う操作方法を定義する、次の要素に注意してください。

管理アカウントは、委任された管理者が作成する CloudTrail 組織リソースの所有者のままです。

組織の管理アカウントは、委任された管理者が作成する CloudTrail 組織リソース (証跡やイベント
データストアなど) の所有者のままです。これにより、委任された管理者が変更された場合でも組織の
継続性が保たれます。

委任された管理者アカウントを削除しても、その管理者アカウントが作成した CloudTrail 組織リソースは
削除されません。

委任された管理者を削除しても、その委任された管理者によって作成された組織の証跡やイベント
データストアは削除されません。これは、委任された管理者によって作成されたか、管理アカウント
によって作成されたかにかかわらず、管理アカウントが常に CloudTrail 組織リソースの所有者として
機能するためです。

1 つの組織につき、最大 3 名の CloudTrail の委任された管理者を置くことができます。

1 つの組織につき、最大 3 名の CloudTrail の委任された管理者を置くことができます。委任された管
理者の削除の詳細については、「CloudTrail の委任された管理者を削除する (p. 370)」を参照してく
ださい。

トピック
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• 委任された管理者を割り当てるために必要な許可 (p. 369)
• CloudTrail の委任された管理者を追加する (p. 369)
• CloudTrail の委任された管理者を削除する (p. 370)

委任された管理者を割り当てるために必要な許可
CloudTrail の委任された管理者を割り当てるときは、CloudTrail で委任された管理者を追加および削除す
るための許可と、次のポリシーステートメントにリストされている特定の AWS Organizations API アク
ションおよび IAM の許可が必要です。

IAM ポリシーの最後に次のステートメントを追加することで、これらの許可を付与できます。

{ 
    "Sid": "Permissions", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "cloudtrail:RegisterOrganizationDelegatedAdmin", 
        "cloudtrail:DeregisterOrganizationDelegatedAdmin", 
        "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
        "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator", 
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
        "iam:CreateServiceLinkedRole", 
        "iam:GetRole" 
    ], 
    "Resource": "*"
}

CloudTrail の委任された管理者を追加する
委任された管理者を追加して、証跡やイベントデータストアなど、組織の CloudTrail リソースを管理でき
ます。

CloudTrail コンソールまたは AWS CLI を使用して、AWS 組織の CloudTrail の委任された管理者を追加で
きます。

委任された管理者を追加する前に、その管理者が組織にアカウントを持っていることを確認してくださ
い。組織の新しい AWS アカウントを作成する方法については、「組織内での AWS アカウントの作成」
を参照してください。既存の AWS アカウントを組織に招待する方法については、「組織への AWS アカ
ウントの招待」を参照してください。

CloudTrail Console

次の手順は、CloudTrail コンソールを使用して CloudTrail の委任された管理者を追加する方法を示し
ています。

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で 
CloudTrail コンソールを開きます。

2. CloudTrail コンソールの左側にあるナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Organization delegated administrators] (組織委任管理者) セクションで、[Register administrator]

(管理者を登録) を選択します。
4. 組織の証跡およびイベントデータストアの CloudTrail の委任された管理者として割り当てるアカ

ウントの 12 桁の AWS アカウント ID を入力します。
5. [Register administrator] (管理者を登録) を選択します。

委任された管理者を追加した後、委任された管理者アカウントを変更または削除するには、組織
の管理アカウントを使用するだけです。
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AWS CLI

次の例では、CloudTrail の委任された管理者を追加します。

aws cloudtrail register-organization-delegated-admin 
  --member-account-id="memberAccountId"

このコマンドは成功時に出力を生成しません。

CloudTrail の委任された管理者を削除する
CloudTrail コンソールまたは AWS CLI を使用して、CloudTrail の委任された管理者を削除できます。

CloudTrail Console

次の手順は、CloudTrail コンソールを使用して CloudTrail の委任された管理者を削除する方法を示し
ています。

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で 
CloudTrail コンソールを開きます。

2. CloudTrail コンソールの左側にあるナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Organization delegated administrators] (組織委任管理者) セクションで、削除する委任された管

理者を選択します。
4. [Remove administrator] (管理者を削除) を選択します。
5. 委任された管理者を削除することを確認し、[Remove administrator] (管理者を削除) を選択しま

す。

AWS CLI

次のコマンドは、CloudTrail の委任された管理者を削除します。

aws cloudtrail deregister-organization-delegated-admin 
  --delegated-admin-account-id="delegatedAdminAccountId"

このコマンドは成功時に出力を生成しません。
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データ保護

AWS CloudTrail でのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS と顧客の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリティ
およびクラウド内のセキュリティとして説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS 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を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。AWS CloudTrail に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細について
は、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してください。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。

このドキュメントは、CloudTrail を使用する際の責任共有モデルの適用方法を理解するのに役立ちます。
以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するように CloudTrail を設定す
る方法を示します。また、CloudTrail リソースのモニタリングや保護に他の AWS サービスを利用する方
法についても説明します。

トピック
• AWS CloudTrail でのデータ保護 (p. 371)
• AWS CloudTrail 向けの Identity and Access Management (p. 372)
• AWS CloudTrail のコンプライアンス検証 (p. 413)
• での耐障害性AWS CloudTrail (p. 414)
• AWS CloudTrail でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 415)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 415)
• AWS CloudTrailでのセキュリティのベストプラクティス (p. 416)
• AWS KMS キーによる CloudTrail ログファイルの暗号化 (SSE-KMS) (p. 419)

AWS CloudTrail でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS CloudTrail でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明されている
ように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任を
負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持する責
任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが含
まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照してく
ださい。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共有
モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。
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• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 が最低必要であり、TLS 1.3 をお勧めしま

す。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK 
を使用して CloudTrail などの AWS のサービス を使用する場合も含まれます。名前に使用する自由記述の
テキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サー
バーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含め
ないことを強くお勧めします。

デフォルトでは Amazon S3 のサーバー側の暗号化 (SSE) を使用して、CloudTrail イベントログファイル
が暗号化されます。ログファイルを AWS Key Management Service (AWS KMS) キーで暗号化する選択も
できます。 バケットにログファイルを任意の期間、保存することができます。また、Amazon S3 ライフ
サイクルのルールを定義して、自動的にログファイルをアーカイブまたは削除することもできます。ログ
ファイルの配信と確認に関する通知が必要な場合は、Amazon SNS 通知を設定できます。

以下のセキュリティのベストプラクティスも CloudTrail でのデータ保護に対処します。

• AWS KMS キーによる CloudTrail ログファイルの暗号化 (SSE-KMS) (p. 419)
• CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー (p. 397)
• CloudTrail ログファイルの整合性の検証 (p. 338)
• AWS アカウント間での CloudTrail ログファイルを共有する (p. 328)

CloudTrail ログファイルは Amazon S3 の 1 つまたは複数のバケットに保存されているため、Amazon 
Simple Storage Service ユーザーガイドのデータ保護情報も確認する必要があります。詳細については、
「Amazon S3 におけるデータ保護」を参照してください。

AWS CloudTrail 向けの Identity and Access 
Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に CloudTrail リソース
の使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS 
のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 373)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 373)
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対象者

• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 376)
• AWS CloudTrail と IAM の連携について (p. 377)
• AWS CloudTrail のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 384)
• AWS CloudTrail リソースベースのポリシーの例 (p. 395)
• CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー (p. 397)
• CloudTrail Lake クエリ結果の Amazon S3 バケットポリシー (p. 402)
• CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー (p. 404)
• AWS CloudTrail アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 408)
• AWS CloudTrail のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 410)
• AWS の AWS CloudTrail 管理ポリシー (p. 412)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、CloudTrail で行う作業によって異なります。

サービスユーザー – ジョブを実行するために CloudTrail サービスを使用する場合は、管理者から必要な
アクセス許可と認証情報が与えられます。作業を実行するためにさらに多くの CloudTrail 機能を使用する
とき、追加のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者
に適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。CloudTrail の機能にアクセスできない場合は、「AWS 
CloudTrail アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 408)」を参照してくださ
い。

サービス管理者 - 社内の CloudTrail リソースを担当している場合は、通常、CloudTrail へのフルアクセス
があります。サービスのユーザーがどの CloudTrail 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管理者
の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必要があ
ります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。お客様の会社で CloudTrail 
で IAM を利用する方法の詳細については、「AWS CloudTrail と IAM の連携について (p. 377)」を参照し
てください。

IAM 管理者 - 管理者は、CloudTrail へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認する
場合があります。IAM で使用できる CloudTrail アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、
「AWS CloudTrail のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 384)」を参照してください。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
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を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
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永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、サービス認証リ
ファレンスの「AWS CloudTrail のアクション、リソース、および条件キー」をご参照ください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
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にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。
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アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

AWS CloudTrail と IAM の連携について
IAM を使用して CloudTrail へのアクセスを管理する前に、CloudTrail で利用できる IAM の機能を確認して
ください。

AWS CloudTrail で使用できる IAM の機能

IAM 機能 CloudTrail のサポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 378) はい
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IAM 機能 CloudTrail のサポート

リソースベースのポリシー (p. 378) 部分的

ポリシーアクション (p. 379) はい

ポリシーリソース (p. 380) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 381) いいえ

ACL (p. 382) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 382) はい

一時的な認証情報 (p. 383) はい

プリンシパル許可 (p. 383) はい

サービスロール (p. 383) はい

サービスにリンクされたロール (p. 383) はい

大部分の IAM 機能が CloudTrail やその他の AWS のサービスとどのように連携するかの概要については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM と連携する AWS のサービス」を参照してください。

CloudTrail のアイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

CloudTrail のアイデンティティベースのポリシー例

CloudTrail アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「AWS CloudTrail のアイデンティ
ティベースのポリシーの例 (p. 384)」を参照してください。

CloudTrail 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート 部分的

リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
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リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

CloudTrail は、AWS の外部にあるイベントソースと CloudTrail Lake との統合に使用されるチャネルに
関するリソースベースのポリシーをサポートしています。チャネルのリソースベースのポリシーでは、
チャネル上で PutAuditEvents を呼び出して送信先のイベントデータストアにイベントを送信できる
プリンシパルエンティティ (アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーションユーザー) を定義しま
す。CloudTrail Lake との統合の作成の詳細については、「AWS 外のイベントソースとの統合を作成す
る (p. 183)」を参照してください。

Note

現在、CloudTrail Lake は、中東 (UAE) を除く AWS リージョン CloudTrail Lake を利用できるす
べての商用での統合をサポートしています。CloudTrail Lake がサポートされているリージョンに
ついては、「CloudTrail Lake でサポートされるリージョン (p. 168)」を参照してください。

例

CloudTrail リソースベースのポリシーの例を表示するには、「AWS CloudTrail リソースベースのポリシー
の例 (p. 395)」を参照してください。

CloudTrail のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

CloudTrail アクションのリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「AWS CloudTrail で定
義されるアクション」を参照してください。

CloudTrail のポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックスを使用します。
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cloudtrail

たとえば、ListTags API オペレーションを使用して証跡のタグを一覧表示する権限を付与するには、ポ
リシーに cloudtrail:ListTags アクションを含めます。ポリシーステートメントには、Action また
は NotAction 要素を含める必要があります。CloudTrail は、このサービスで実行できるタスクを記述す
る独自のアクションのセットを定義します。

単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "cloudtrail:AddTags", 
      "cloudtrail:ListTags", 
      "cloudtrail:RemoveTags

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。たとえば、Get という
単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

"Action": "cloudtrail:Get*"

CloudTrail のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

CloudTrail リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の
「AWS CloudTrail で定義されるリソース」を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN を
指定できるかについては、AWS CloudTrail で定義されるアクションを参照してください。

CloudTrail には、証跡、イベントデータストア、チャネルの 3 つのリソースタイプがあります。リソース
にはそれぞれ、一意の Amazon リソースネーム (ARN) が関連付けられています。ポリシーでは、ARN を
使用して、ポリシーを適用するリソースを識別します。CloudTrail では、現在、しばしばサブリソースと
呼ばれる他のリソースタイプはサポートされていません。

CloudTrail 証跡リソースには次のような ARN があります。

arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:trail/{TrailName}
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CloudTrail イベントデータストアリソースには次のような ARN があります。

arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:eventdatastore/{EventDataStoreId}

CloudTrail チャネルリソースには次のような ARN があります。

arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:channel/{ChannelId}

ARN の形式の詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と AWS サービスの名前空間」を参照し
てください。

例えば、ID 123456789012 を持つ AWS アカウント では、お客様のステートメントで米国東部 (オハイ
オ) リージョンに存在する「My-Trail」という名前の証跡を指定するには、次の ARN を使用します。

"Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-Trail"

その AWS リージョン の特定のアカウントに属するすべての証跡を指定するには、ワイルドカード (*) を
使用します。

"Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/*"

リソースの作成など、一部の CloudTrail アクションは、特定のリソースで実行できません。このような場
合は、ワイルドカード (*) を使用する必要があります。

"Resource": "*"

CloudTrail API アクションの多くが複数のリソースと関連します。例えば、CreateTrail にはログファイ
ルを保存するための Amazon S3 バケットが必要です。したがって、ユーザーにはそのバケットへ書き込
みするためのアクセス許可が必要です。複数のリソースを単一のステートメントで指定するには、ARN を
カンマで区切ります。

"Resource": [ 
      "resource1", 
      "resource2"

CloudTrail のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート いいえ

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。
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条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照してく
ださい。

CloudTrail は独自の条件キーを定義しませんが、一部のグローバル条件キーの使用をサポートしていま
す。すべてのAWSグローバル条件キーを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS グローバル条件コ
ンテキストキー」を参照してください。

CloudTrail の条件キーのリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「AWS CloudTrail の
条件キー」を参照してください。どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できるかについては、
「AWS CloudTrail で定義されるアクション」を参照してください。

CloudTrail の ACL

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

CloudTrail を使用した ABAC

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

CloudTrail リソースにタグをアタッチすることはできますが、CloudTrail がサポートするのは、タグに基
づいた CloudTrail Lake (p. 167) イベントデータストアへのアクセスの制御のみです。タグに基づいて証跡
へのアクセスを制御することはできません。

タグを CloudTrail リソースにアタッチすることも、CloudTrail へのリクエストでタグを渡すこともでき
ます。CloudTrail リソースのタグ付けの詳細については、「証跡の作成 (p. 85) と AWS Command Line 
Interface で証跡を作成、更新、管理する (p. 106)」を参照してください。
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CloudTrail での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

CloudTrail のプリンシパル権限

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行するための許可が必要です。アクションがポリシーで追加の依存アクションを必
要とするかどうかを確認するには、サービス認証リファレンスの「AWS CloudTrail のアクション、リソー
ス、および条件キー」をご参照ください。

CloudTrail のサービスロール

サービスロールに対するサポート はい

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロール
です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Warning

サービスロールのアクセス許可を変更すると、CloudTrail の機能が破損する可能性がありま
す。CloudTrail が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

CloudTrail のサービスにリンクされたロール

サービスにリンクされたロールのサポート はい

サービスリンクロールは、AWS のサービス にリンクされているサービスロールの一種です。サービス
は、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクさ
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れたロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービス
にリンクされたロールの許可を表示できますが、編集することはできません。

CloudTrail では AWS Organizations との統合のためのサービスリンクのロールがサポートされています。
このロールは、組織証跡またはイベントデータストアの作成に必要です。組織証跡とイベントデータは、
組織内のすべてのAWS アカウントのログイベントを保存します。CloudTrail サービスにリンクされた
ロールの作成または管理の詳細については、「AWS CloudTrail のサービスにリンクされたロールの使
用 (p. 410)」を参照してください。

AWS CloudTrail のアイデンティティベースのポリ
シーの例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには、CloudTrail リソースを作成または変更するアクセス許可は
ありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS 
API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行
するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロールに 
IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

CloudTrail が定義するアクションとリソースタイプ (リソースタイプごとの ARN の形式を含む) の詳細
については、「サービス認証リファレンス」の「AWS CloudTrail のアクション、リソース、および条件
キー」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 384)
• 例: 指定した証跡の許可および拒否アクション (p. 385)
• 例: 特定の証跡に対するアクションのポリシーの作成と適用 (p. 386)
• 例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除するためのアクセスの拒否 (p. 388)
• CloudTrail コンソールの使用 (p. 389)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 390)
• CloudTrail ユーザーにカスタムのアクセス許可を付与する (p. 391)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、アカウント内で、CloudTrail リソースを作成、アクセス、または削除できるかど
うかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発生する可能性が
あります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下のガイドラインと
推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
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SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

CloudTrail には、ポリシーステートメントの Condition 要素で使用できるサービス固有のコンテキスト
キーはありません。

例: 指定した証跡の許可および拒否アクション
次の例では、ポリシーを持つユーザーが証跡のステータスと設定を表示し、My-First-Trail という名
前の証跡のログ記録を開始および停止できるようにするポリシーを示します。この証跡は、米国東部 (オ
ハイオ) リージョン (そのホームリージョン) で ID 123456789012 を持つ AWS アカウント で作成されま
した。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "cloudtrail:StartLogging", 
              "cloudtrail:StopLogging", 
              "cloudtrail:GetTrail", 
              "cloudtrail:GetTrailStatus", 
              "cloudtrail:GetEventSelectors" 
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-First-Trail" 
          ] 
      } 
  ]
}

以下の例は、My-First-Trail という名前でないトレイルについて CloudTrail アクションを明示的に拒
否するポリシーを示しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
          "Effect": "Deny", 
          "Action": [ 
              "cloudtrail:*" 
          ], 
          "NotResource": [ 
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              "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-First-Trail" 
          ] 
      } 
  ]
}

例: 特定の証跡に対するアクションのポリシーの作成と適用
アクセス許可とポリシーを使用して、ユーザーが CloudTrail 証跡に対して特定のアクションを実行できる
かどうかを制御できます。

たとえば、社内のデベロッパーグループのユーザーが、特定の証跡のログ記録を開始または停止しないよ
うにしようとする場合です。ただし、証跡でDescribeTrailsおよびGetTrailStatusアクションを実
行する権限を付与しようと思う場合もあります。また、デベロッパーグループのユーザー自らが管理する
証跡では、StartLogging アクションまたは StopLogging アクションを実行する必要があります。

2 つのポリシーステートメントを作成し、それらを IAM に作成するデベロッパーグループにアタッチする
ことができます。IAM のグループの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM グループ」を参照して
ください。

最初のポリシーでは、指定する証跡 ARN の StartLogging アクションと StopLogging アクションを
拒否します。次の例で、証跡 ARN は arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/
Example-Trail です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Stmt1446057698000", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:StartLogging", 
                "cloudtrail:StopLogging" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail" 
            ] 
        } 
    ]
}

2 番目のポリシーでは、すべての CloudTrail リソースに対する DescribeTrails アクションと
GetTrailStatus アクションを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Stmt1446072643000", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:DescribeTrails", 
                "cloudtrail:GetTrail", 
                "cloudtrail:GetTrailStatus" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
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}

デベロッパーグループのユーザーが、最初のポリシーに指定された証跡に対してログ記録を開始または終
了しようとした場合、そのユーザーはアクセス拒否の例外を受け取ります。デベロッパーグループのユー
ザーは、自らが作成して管理する証跡のログ記録を開始および停止することはできます。

次の例は、devgroup という名前の AWS CLI プロファイルで構成されたデベロッパーグループを示しま
す。最初に、devgroup のユーザーが describe-trails コマンドを実行します。

$ aws --profile devgroup cloudtrail describe-trails

コマンドは以下の出力で正常に完了しました。

{ 
    "trailList": [ 
        { 
            "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
            "Name": "Default",  
            "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail",  
            "IsMultiRegionTrail": false,  
            "S3BucketName": "myS3bucket ",  
            "HomeRegion": "us-east-2" 
        } 
    ]
}

次に、このユーザーは、最初のポリシーに指定された証跡に対する get-trail-status コマンドを実行
します。

$ aws --profile devgroup cloudtrail get-trail-status --name Example-Trail

コマンドは以下の出力で正常に完了しました。

{ 
    "LatestDeliveryTime": 1449517556.256,  
    "LatestDeliveryAttemptTime": "2015-12-07T19:45:56Z",  
    "LatestNotificationAttemptSucceeded": "",  
    "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-12-07T19:45:56Z",  
    "IsLogging": true,  
    "TimeLoggingStarted": "2015-12-07T19:36:27Z",  
    "StartLoggingTime": 1449516987.685,  
    "StopLoggingTime": 1449516977.332,  
    "LatestNotificationAttemptTime": "",  
    "TimeLoggingStopped": "2015-12-07T19:36:17Z"
}

さらに、devgroup グループのユーザーが同じ証跡に対して stop-logging コマンドを実行します。

$ aws --profile devgroup cloudtrail stop-logging --name Example-Trail

このコマンドでは次のようなアクセス拒否の例外が返されます。

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the StopLogging operation: 
 Unknown

このユーザーは同じ証跡に対して start-logging コマンドを実行します。
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$ aws --profile devgroup cloudtrail start-logging --name Example-Trail

再びこのコマンドでは次のようなアクセス拒否の例外が返されます。

A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the StartLogging operation: 
 Unknown 

例: タグに基づいたイベントデータストアを作成または削除する
ためのアクセスの拒否
次のポリシー例では、次の条件のうち少なくとも 1 つが満たされない場合
は、CreateEventDataStoreでイベントデータストアを作成する権限が拒否されます。

• イベントデータストア自体にはstageのタグキーが適用されていません
• ステージタグの値はalpha、beta、gamma、またはprodのいずれでもありません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "cloudtrail:CreateEventDataStore", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:RequestTag/stage": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "cloudtrail:CreateEventDataStore", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringNotEquals": { 
                    "aws:RequestTag/stage": [ 
                        "alpha", 
                        "beta", 
                        "gamma", 
                        "prod" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

以下のポリシー例では、イベントデータストアに prod の値の stage タグがある場
合、DeleteEventDataStoreのイベントデータストアを削除するアクセス許可は拒否されます。このよ
うなポリシーで、イベントデータストアが誤って削除されないように保護することができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "cloudtrail:DeleteEventDataStore", 
            "Resource": "*", 
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            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/stage": "prod" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

CloudTrail コンソールの使用
AWS CloudTrail コンソールにアクセスするには、最小限の許可が必要です。これらのアクセス許可によ
り、AWS アカウント の CloudTrail リソースの詳細を一覧表示できます。最小限必要な許可よりも制限が
厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエンティティ (ユーザーま
たはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

CloudTrail 管理のためのアクセス許可の付与
IAM ロール、またはユーザーが証跡、イベントデータストア、チャネルなどの CloudTrail リソースを管理
できるようにするには、CloudTrail タスクに関連付けられているアクションを実行するための明示的なア
クセス許可を付与する必要があります。ほとんどの場合では、事前定義されたアクセス許可を含む AWS 
管理ポリシーを使用することができます。

Note

CloudTrail の管理タスクを実行するためにユーザーに付与するアクセス許可は、Amazon 
S3 バケットにログファイルを配信、または Amazon SNS トピックに通知を送信するため
に、CloudTrail に必要なアクセス許可と同じではありません。これらのアクセス許可の詳細につ
いては、「CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー (p. 397)」を参照してください。
Amazon CloudWatch Logs との統合を設定した場合、CloudTrail には Amazon CloudWatch Logs 
ロググループにイベントを配信するためのロールも必要です。CloudTrail が使用するロールを作
成する必要があります。詳細については、CloudTrail コンソールで Amazon CloudWatch Logs 情
報を表示および設定するアクセス許可を付与する (p. 394) および CloudWatch Logs へのイベン
トの送信 (p. 295) を参照してください。

次の AWS 管理ポリシーは、CloudTrail で利用できます。

• AWSCloudTrail_FullAccess — このポリシーは、証跡、イベントデータストア、チャネルなどの 
CloudTrail リソース上の CloudTrail アクションへのフルアクセスを提供します。このポリシー
は、CloudTrail 証跡、イベントデータストア、およびチャネルを作成、更新、削除するために必要なア
クセス許可を提供します。

また、これらのポリシーには、Amazon S3 バケット、CloudWatch Logs のロググループ、
および証跡の Amazon SNS トピックを管理するためのアクセス許可も提供します。ただ
し、AWSCloudTrail_FullAccess管理ポリシーは、Amazon S3 バケット、CloudWatch Logs ログの
ロググループ、または Amazon SNS トピックを削除するためのアクセス許可は提供していません。他の 
AWS サービスの管理ポリシーについては、「AWS 管理ポリシーリファレンスガイド」を参照してくだ
さい。

Note

AWSCloudTrail_FullAccess ポリシーは、お客様の AWS アカウント で広く共有することを意図
したものではありません。このロールを持つユーザーは、AWS アカウント で最も機密かつ重
要な監査機能を無効にしたり、再設定したりすることができます。このため、このポリシーは
アカウント管理者にのみ適用する必要があります。このポリシーの使用を厳重に管理および監
視する必要があります。
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• AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess — このポリシーは最近のイベントやイベント履歴を含む CloudTrail 
コンソールを表示する権限を付与します。また、このポリシーにより、既存の証跡、イベントデータ
ストア、およびチャネルを表示することもできます。このポリシーが適用されているロールとユーザー
はイベント履歴をダウンロードできますが、証跡、イベントデータストア、またはチャンネルを作成ま
たは更新することはできません。

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サードパー
ティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー

ザー用ロールの作成」を参照してください。
• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。

「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従います。

その他のリソース

IAM を使用してユーザーやロールなどの ID にアカウント内のリソースへのアクセスを許可する方法の詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でセットアップする」および「AWS リソースのアクセス
管理」を参照してください。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
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                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

CloudTrail ユーザーにカスタムのアクセス許可を付与する
CloudTrail ポリシーによって、CloudTrail を使用して作業するユーザーにアクセス許可を付与します。
ユーザーにそれぞれ異なるアクセス許可を付与する必要がある場合、CloudTrail ポリシーは IAM グループ
にアタッチすることも各ユーザーにアタッチすることもできます。ポリシーを編集して、特定のアクセス
許可を含めたり除外したりすることができます。独自のカスタムポリシーを作成することもできます。ポ
リシーとは、ユーザーが実行を許可されているアクションと、ユーザーが実行を許可されているアクショ
ンの対象となるリソースを定義する JSON ドキュメントです。個別の例については、「例: 指定した証跡
の許可および拒否アクション (p. 385)」および「例: 特定の証跡に対するアクションのポリシーの作成と
適用 (p. 386)」を参照してください。

目次
• 読み取り専用アクセス (p. 391)
• フルアクセス (p. 392)
• CloudTrail コンソールで AWS Config 情報を表示するアクセス許可を付与する (p. 394)
• CloudTrail コンソールで Amazon CloudWatch Logs 情報を表示および設定するアクセス許可を付与す

る (p. 394)
• 追加情報 (p. 395)

読み取り専用アクセス

次の例は、CloudTrail 証跡に対する読み取り専用アクセスを許可するポリシーです。これはマネージドポ
リシー AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess に相当します。これによってユーザーに付与されるアクセス許可
は証跡の情報を見るためのもので、証跡を作成または更新することはできません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:Get*", 
                "cloudtrail:Describe*", 
                "cloudtrail:List*", 
                "cloudtrail:LookupEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

このポリシーステートメントの Effect 要素で、アクションが許可されるか拒否されるかを指定しま
す。Action 要素には、ユーザーによる実行を許可する特定のアクションを指定します。Resource 要
素には、それらのアクションをユーザーが実行する対象の AWS リソースを指定します。CloudTrail アク
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ションへのアクセスを制御するポリシーの場合、Resource 要素には通常は * を設定します。これは "す
べてのリソース" を意味するワイルドカードです。

Action 要素の値は、サービスがサポートする API に対応しています。アクションの前に cloudtrail:
を付けることで、CloudTrail のアクションを指すことを示します。次の例に示すように、* ワイルドカー
ド文字を Action 要素で使用できます。

• "Action": ["cloudtrail:*Logging"]

これは、"Logging" が末尾に付いているすべての CloudTrail アクション 
(StartLogging、StopLogging) を許可します。

• "Action": ["cloudtrail:*"]

これは、すべての CloudTrail アクションを許可しますが、他の AWS サービスのアクションは許可しま
せん。

• "Action": ["*"]

これは、すべての AWS アクションを許可します。このアクセス許可は、アカウントの AWS 管理者と
して行動するユーザーに適しています。

読み取り専用ポリシーでは、CreateTrail、UpdateTrail、StartLogging、StopLogging の各アク
ションのアクセス許可はユーザーに付与されません。このポリシーを持つユーザーは、証跡の作成、証跡
の更新、ログ記録のオンとオフの切り替えを行うことはできません。CloudTrail アクションの完全なリス
トについては、「AWS CloudTrail API リファレンス」を参照してください。

フルアクセス

次の例に示すのは、CloudTrail へのフルアクセスを付与するポリシーです。これはマネージドポリシー
AWSCloudTrail_FullAccess に相当します。これは、すべての CloudTrail アクションを実行するアクセス
許可をユーザーに付与します。また、ユーザーは Amazon S3 と AWS Lambda でデータイベントを記録
し、Amazon S3 バケットでファイルを管理し、CloudWatch Logs が CloudTrail ログイベントを監視する
方法をモニタリングし、ユーザーが関連付けられているアカウントで Amazon SNS トピックを管理できま
す。

Important

AWSCloudTrail_FullAccess ポリシーまたは同等の許可は、AWS アカウント間で広く共有するこ
とを意図したものではありません。このロールまたは同等のアクセスを持つユーザーは、AWS ア
カウントの最も機密かつ重要な監査機能を無効にしたり、再設定したりすることができます。そ
のため、このポリシーはアカウント管理者にのみ適用され、このポリシーの使用は厳密に制御お
よび監視する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:AddPermission", 
                "sns:CreateTopic", 
                "sns:SetTopicAttributes", 
                "sns:GetTopicAttributes" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:sns:*:*:aws-cloudtrail-logs*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "sns:ListTopics" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:CreateBucket", 
                "s3:PutBucketPolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::aws-cloudtrail-logs*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketPolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cloudtrail:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-cloudtrail-logs*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:GetRolePolicy", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "cloudtrail.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:CreateKey", 
                "kms:CreateAlias", 
                "kms:ListKeys", 
                "kms:ListAliases" 
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            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "lambda:ListFunctions" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:ListGlobalTables", 
                "dynamodb:ListTables" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

CloudTrail コンソールで AWS Config 情報を表示するアクセス許可を付与する

イベント情報は、そのイベントに関連するリソースを含めて、CloudTrail コンソールで表示することが
できます。これらのリソースでは、AWS Config アイコンを選択すると、そのリソースのタイムライン
を AWS Config コンソールで表示できます。次のポリシーをユーザーにアタッチすると、読み取り専用の 
AWS Config アクセスが付与されます。このポリシーでは、AWS Config の設定を変更するアクセス許可は
付与されません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "config:Get*", 
            "config:Describe*", 
            "config:List*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }]
}

詳細については、「AWS Config で参照されたリソースの表示 (p. 62)」を参照してください。

CloudTrail コンソールで Amazon CloudWatch Logs 情報を表示および設定するア
クセス許可を付与する

十分なアクセス許可がある場合は、CloudTrail コンソールで CloudWatch Logs へのイベントの配信を表
示および設定できます。これらは、CloudTrail 管理者に付与されているものを超える可能性があるアクセ
ス許可です。CloudTrail と CloudWatch Logs の統合を設定および管理する管理者にこのポリシーをアタッ
チします。このポリシーは、CloudTrail または CloudWatch Logs で直接アクセス許可を付与するのではな
く、CloudTrail がイベントを CloudWatch Logs グループに正常に配信するために想定するロールを作成お
よび設定するために必要なアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:CreateRole", 

Version 1.0
394



AWS CloudTrail ユーザーガイド
リソースベースのポリシーの例

            "iam:PutRolePolicy", 
            "iam:AttachRolePolicy", 
            "iam:ListRoles", 
            "iam:GetRolePolicy", 
            "iam:GetUser" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }]
}

詳細については、「Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイルをモニタリングす
る (p. 295)」を参照してください。

追加情報

IAM を使用してユーザーやロールなどの ID にアカウント内のリソースへのアクセスを許可する方法の詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「はじめに」および「AWS リソースのアクセス管理」を参照して
ください。

AWS CloudTrail リソースベースのポリシーの例
Note

現在、CloudTrail Lake は、中東 (UAE) を除く AWS リージョン CloudTrail Lake を利用できるす
べての商用での統合をサポートしています。CloudTrail Lake がサポートされているリージョンに
ついては、「CloudTrail Lake でサポートされるリージョン (p. 168)」を参照してください。

CloudTrail は、CloudTrail Lake 統合に使用される CloudTrail チャネルのリソースベースのアクセス許可ポ
リシーをサポートしています。CloudTrail Lake との統合の作成の詳細については、「AWS 外のイベント
ソースとの統合を作成する (p. 183)」を参照してください。

ポリシーに必要な情報は、統合タイプによって決まります。

• 直接統合の場合、CloudTrail ではポリシーにパートナーの AWS アカウント ID を含める必要があり、
パートナーから提供された固有の外部 ID を入力する必要があります。CloudTrail コンソールを使用して
統合を作成すると、CloudTrail はパートナーの AWS アカウント ID をリソースポリシーに自動的に追加
します。ポリシーに必要な AWS アカウント 番号の取得方法については、パートナーのドキュメントを
参照してください。

• ソリューション統合では、少なくとも 1 つの AWS アカウント ID をプリンシパルとして指定する必要が
あります。また、混乱した代理問題を防ぐために、オプションの外部 ID を入力することもできます。

リソースベースのポリシーの要件は次のとおりです。

• ポリシーで定義されているリソース ARN は、ポリシーがアタッチされているチャネル ARN と一致する
必要があります。

• ポリシーには、 1 つのアクションのみを含めます。cloudtrail-data:PutAuditEvents
• ポリシーには、少なくとも 1 つのステートメントを含めます。ポリシーには、最大 20 個のステートメ

ントを記述できます。
• 各ステートメントには、少なくとも 1 つのプリンシパルを含めます。1 つのステートメントには、最大 

50 個のプリンシパルを記述できます。

所有者によるリソースへのアクセスがポリシーで拒否されていない限り、チャネル所有者はチャネルで
PutAuditEvents API を呼び出すことができます。
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トピック
• 例: プリンシパルへのチャネルアクセス権の付与 (p. 396)
• 例: 外部 ID を使用して混乱した代理問題を防止する (p. 396)

例: プリンシパルへのチャネルアクセス権の付与
次の例では、ARN arn:aws:iam::111122223333:root、arn:aws:iam::444455556666:root、お
よび arn:aws:iam::123456789012:root を持つプリンシパルに、ARN arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:777788889999:channel/EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b を使用して 
CloudTrail チャネルの PutAuditEvents API を呼び出すアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": 
    [ 
        { 
            "Sid": "ChannelPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": 
            { 
                "AWS": 
                [ 
                    "arn:aws:iam::111122223333:root", 
                    "arn:aws:iam::444455556666:root", 
                    "arn:aws:iam::123456789012:root" 
                ] 
            }, 
            "Action": "cloudtrail-data:PutAuditEvents", 
            "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/
EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b" 
        } 
    ]
}

例: 外部 ID を使用して混乱した代理問題を防止する
次の例では、外部 ID を使用して混乱した代理問題に対処し防止しています。混乱した代理問題は、アク
ションを実行する許可を持たないエンティティが、より特権のあるエンティティにアクションを実行する
ように強制できるセキュリティの問題です。

統合パートナーはポリシーで使用する外部 ID を作成します。次に、統合の作成の一環として、統合パート
ナーは外部 ID を提供します。値は、パスフレーズやアカウント番号など、一意であればどんな文字列でも
かまいません。

この例では、ARN arn:aws:iam::111122223333:root、arn:aws:iam::444455556666:root、お
よび arn:aws:iam::123456789012:root を持つプリンシパルに、ポリシーで定義された外部 ID 値が
PutAuditEvents API の呼び出しに含まれていれば CloudTrail チャネルリソースで PutAuditEvents API 
を呼び出すことができるアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": 
    [ 
        { 
            "Sid": "ChannelPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": 
            { 
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                "AWS": 
                [ 
                    "arn:aws:iam::111122223333:root", 
                    "arn:aws:iam::444455556666:root", 
                    "arn:aws:iam::123456789012:root" 
                ] 
            }, 
            "Action": "cloudtrail-data:PutAuditEvents", 
            "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/
EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b", 
            "Condition": 
            { 
                "StringEquals": 
                { 
                    "cloudtrail:ExternalId": "uniquePartnerExternalID" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー
デフォルトでは、Amazon S3 バケットとオブジェクトはプライベートです。リソース所有者 (バケットを
作成した AWS アカウント) のみが、バケットとそれに含まれるオブジェクトにアクセスできます。リソー
ス所有者は、アクセスポリシーを記述することで他のリソースおよびユーザーにアクセス権限を付与する
ことができます。

Amazon S3 バケットを作成または変更して組織の証跡のログファイルを受け取れるようにするには、バ
ケットポリシーを変更する必要があります。詳細については、「AWS Command Line Interface による組
織の証跡の作成 (p. 145)」を参照してください。

S3 バケットにログファイルを配信するためには、CloudTrail に必要なアクセス権限がある必要があり、リ
クエスタ支払いバケットとして設定することはできません。

CloudTrail は、ポリシーに以下のフィールドを追加します。

• 許可された SID。
• バケット名。
• CloudTrail のサービスプリンシパル名。
• バケット名、プレフィックス (指定した場合)、AWS アカウント ID を含む、ログファイルが格納されて

いるフォルダの名前。

セキュリティのベストプラクティスとして、aws:SourceArn 条件キーを Amazon S3 バケットポリシー
に追加します。IAM グローバル条件キー aws:SourceArn は、CloudTrail が特定の 1 つまたは複数の証跡
に対してのみ S3 バケットに書き込めるようにするのに役立ちます。aws:SourceArn の値は常に、ログ
を格納するためにバケットを使用している証跡の ARN (または証跡 ARN の配列) になります。既存の証跡
の S3 バケットポリシーに aws:SourceArn 条件キーを必ず追加してください。

次のポリシーは、CloudTrail がサポートされているリージョンからログファイルをバケットに書き込
むことを許可します。myBucketName、[optionalPrefix]/、myAccountID、region、および
trailName を設定に適切な値に置き換えます。

S3 バケットポリシー

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"}, 
            "Action": "s3:GetBucketAcl", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"}, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/[optionalPrefix]/AWSLogs/myAccountID/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control", 
                    "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

の詳細については、「AWS リージョン」を参照してください。CloudTrail がサポートされているリージョ
ン (p. 18)

目次
• CloudTrail ログ配信の既存のバケットを指定する (p. 398)
• 他のアカウントからログファイルを受信 (p. 399)
• 組織の証跡のログファイルを保存するために使用する Amazon S3 バケットを作成または更新す

る (p. 145)
• Amazon S3 バケットポリシーのトラブルシューティング (p. 400)

• 一般的な Amazon S3 ポリシー設定のエラー (p. 400)
• 既存のバケットのプレフィックスを変更する (p. 401)

• その他のリソース (p. 402)

CloudTrail ログ配信の既存のバケットを指定する
ログファイル配信の保存場所として既存の S3 バケットを指定した場合、CloudTrail がバケットに書き込む
ことを許可するバケットにポリシーをアタッチする必要があります。

Note

ベストプラクティスとして、CloudTrail ログ用に専用 S3 バケットを使用します。

必要な CloudTrail ポリシーを Amazon S3 バケットに追加するには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. CloudTrail でログファイルを配信するバケットを選択し、[Permissions] (アクセス許可) を選択しま

す。
3. Edit (編集) を選択します。
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4. S3 bucket policy (p. 397) を [Bucket Policy Editor] ウィンドウにコピーします。イタリック体のプ
レースホルダーを、バケット、プレフィックス、アカウント番号の名前に置き換えます。証跡の作成
時にプレフィックスを指定した場合は、ここに含めます。プレフィックスは、バケットにフォルダの
ような組織を作成する S3 オブジェクトキーへのオプションの追加です。

Note

既存のバケットにすでに 1 つ以上のポリシーがアタッチされている場合は、そのポリシーに 
CloudTrail アクセスのステートメントを追加します。バケットにアクセスするユーザーに適
していることを確認するために、作成したアクセス権限のセットを評価します。

他のアカウントからログファイルを受信
ログファイルを複数の AWS アカウントから単一の S3 バケットに配信するように CloudTrail を設定でき
ます。詳細については、「複数のアカウントから CloudTrail ログファイルを受け取る (p. 320)」を参照し
てください。

組織の証跡のログファイルを保存するために使用する Amazon 
S3 バケットを作成または更新する
組織の証跡のログファイルを受信するには、Amazon S3 バケットを指定する必要があります。このバケッ
トには、CloudTrail が組織のログファイルをバケットに入れることを許可するポリシーが必要です。

以下は、myOrganizationBucket という名前の Amazon S3 バケットのポリシーの例です。こ
のバケットは ID 1111111111 を持つ AWS アカウントで、組織の証跡のログ記録を可能にする ID
o-exampleorgid を持つ組織の管理アカウントです。また、証跡が組織の証跡からそのアカウン
トの証跡のみに変更された場合に、アカウント 111111111111 のログを記録することもできま
す。myOrganizationBucket、111111111111、region、および trailName を設定に適切な値に置
き換えます。

ポリシー例には、Amazon S3 バケットポリシーの aws:SourceArn 条件キーが含まれています。IAM グ
ローバル条件キー aws:SourceArn は、CloudTrail が特定の 1 つまたは複数の証跡に対してのみ S3 バ
ケットに書き込めるようにするのに役立ちます。組織の証跡の場合、aws:SourceArn の値は管理アカウ
ントで保持され、管理アカウント ID を使用する証跡の ARN である必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "cloudtrail.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": "s3:GetBucketAcl", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myOrganizationBucket", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/trailName" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
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                "Service": [ 
                    "cloudtrail.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myOrganizationBucket/AWSLogs/111111111111/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control", 
                    "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/trailName" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailOrganizationWrite20150319", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                    "cloudtrail.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myOrganizationBucket/AWSLogs/o-exampleorgid/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control", 
                    "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/trailName" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

このポリシー例では、メンバーアカウントのユーザーが組織用に作成されたログファイルにアクセスする
ことを許可していません。デフォルトでは、組織のログファイルは管理アカウントにのみアクセスできま
す。メンバーアカウントの IAM ユーザーに対して Amazon S3 バケットへの読み取りアクセスを許可する
方法については、「AWS アカウント間での CloudTrail ログファイルを共有する (p. 328)」を参照してくだ
さい。

Amazon S3 バケットポリシーのトラブルシューティング
以下のセクションでは、S3 バケットポリシーをトラブルシューティングする方法について説明します。

一般的な Amazon S3 ポリシー設定のエラー

証跡の作成または更新の一部として新しいバケットを作成すると、CloudTrail は必要なアク
セス権限をバケットにアタッチします。このバケットポリシーでは、サービスプリンシパル
名、"cloudtrail.amazonaws.com" を使用します。これにより、CloudTrail がすべてのリージョンの
ログを配信できるようになります。

CloudTrail が、リージョンのログを配信していない場合、バケットには各リージョンの CloudTrail アカウ
ント ID を指定する古いポリシーがある可能性があります。このポリシーは、指定されたリージョンのみ
で、ログを配信するためのアクセス権限を CloudTrail 与えます。

ベストプラクティスとして、CloudTrail サービスプリンシパルでアクセス権限を使用するよう
にポリシーを更新します。これを行うには、アカウント ID ARN をサービスプリンシパル名
"cloudtrail.amazonaws.com" に置き換えます。これにより、現在および新しいリージョンのロ
グを配信する CloudTrail にアクセス権限が与えられます。セキュリティのベストプラクティスとし
て、Amazon S3 バケットポリシーに aws:SourceArn または aws:SourceAccount 条件キーを追加しま
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す。これにより、S3 バケットへの不正なアカウントアクセスを防止できます。既存の証跡がある場合は、
必ず 1つまたは複数の条件キーを追加してください。次の例は、推奨されるポリシーの設定を示していま
す。myBucketName、[optionalPrefix]/、myAccountID、region、および trailName を設定に適
切な値に置き換えます。

Example サービスプリンシパル名を使用したバケットポリシーの例

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"}, 
            "Action": "s3:GetBucketAcl", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"}, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/[optionalPrefix]/AWSLogs/myAccountID/*", 
            "Condition": {"StringEquals": { 
                "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control", 
                "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

既存のバケットのプレフィックスを変更する
証跡からログを受け取る S3 バケットのログファイルプレフィックスを追加、変更、または削除しよう
とすると、次のエラー 「There is a problem with the bucket policy (バケットバケットポリシーに問題が
あります) 」が表示されることがあります。その場合、バケットポリシーに問題があります。誤ったプレ
フィックスを使用しているバケットポリシーは、証跡がログをバケットに配信されないようにすることが
できます。この問題を解決するには、Amazon S3 コンソールを使用して、バケットポリシーのプレフィッ
クスを更新し、CloudTrail コンソールを使用して、証跡のバケットに同じプレフィックスを指定します。

Amazon S3 バケットのログファイルプレフィックスを更新するには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. プレフィックスを変更するバケットを選択し、[Permissions] (アクセス許可) を選択します。
3. Edit (編集) を選択します。
4. バケットポリシーで、s3:PutObject アクションの下で、Resource エントリを編集して、必要に応

じてログファイルprefix/ を追加、変更、削除します。

"Action": "s3:PutObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/prefix/AWSLogs/myAccountID/*",

5. [Save] (保存) を選択します。
6. CloudTrail コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/) を開きます。
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7. 証跡を選択し、Storage location の場合は鉛筆アイコンをクリックして、バケットの設定を編集しま
す。

8. S3 バケット の場合は、変更するプレフィックスを持つバケットを選択します。
9. Log file prefix の場合は、バケットポリシーに入力したプレフィックスに一致するようにプレフィック

スを更新します。
10. [Save] (保存) を選択します。

その他のリソース
S3 バケットおよびポリシーの詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」を参
照してください。

CloudTrail Lake クエリ結果の Amazon S3 バケットポ
リシー
デフォルトでは、Amazon S3 バケットとオブジェクトはプライベートです。リソース所有者 (バケットを
作成した AWS アカウント) のみが、バケットとそれに含まれるオブジェクトにアクセスできます。リソー
ス所有者は、アクセスポリシーを記述することで他のリソースおよびユーザーにアクセス権限を付与する
ことができます。

S3 バケットに CloudTrail Lake ファイルを配信するためには、CloudTrail に必要なアクセス権限がある必
要があり、[Requester Pays] (リクエスタ支払い) バケットとして設定することはできません。

CloudTrail は、ポリシーに以下のフィールドを追加します。

• 許可された SID。
• バケット名。
• CloudTrail のサービスプリンシパル名。

セキュリティのベストプラクティスとして、aws:SourceArn 条件キーを Amazon S3 バケットポリシー
に追加します。IAM グローバル条件キー aws:SourceArn は、CloudTrail がイベントデータストアに対し
てのみ S3 バケットに書き込めるようにするのに役立ちます。

次のポリシーでは、CloudTrail がサポートされているリージョンからログファイルをバケットに書き込む
ことを許可します。myBucketName、myAccountId、myQueryRunningRegion を、ご使用の設定に適
した値に置き換えてます。myAccountID　は CloudTrail で使われている AWS アカウント ID であり、S3 
バケットの AWS アカウント ID とは異なる場合があります。

Note

これが組織のイベントデータストアである場合は、管理アカウントの AWS アカウント ID を使用
する必要があります。

S3 バケットポリシー

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailLake1", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"}, 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject*", 
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                "s3:Abort*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::myBucketName", 
                "arn:aws:s3:::myBucketName/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:sourceAccount": "myAccountID", 
                    "aws:sourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:myQueryRunningRegion:myAccountID:eventdatastore/*" 
                } 
            }      
        }, 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailLake2", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"Service":"cloudtrail.amazonaws.com"}, 
            "Action": "s3:GetBucketAcl", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:sourceAccount": "myAccountID", 
                    "aws:sourceArn": 
 "arn:aws:cloudtrail:myQueryRunningRegion:myAccountID:eventdatastore/*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
} 
     

目次
• CloudTrail Lake クエリ結果の既存のバケットを指定する (p. 403)
• その他のリソース (p. 404)

CloudTrail Lake クエリ結果の既存のバケットを指定する
CloudTrail Lake クエリ結果配信のストレージの場所として既存の S3 バケットを指定した場合
は、CloudTrail がクエリ結果をバケットに配信できるようにするポリシーをバケットにアタッチする必要
があります。

Note

ベストプラクティスとして、CloudTrail Lake クエリ結果専用 S3 バケットを使用します。

必要な CloudTrail ポリシーを Amazon S3 バケットに追加するには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. CloudTrail Lake クエリ結果ファイルを配信するバケットを選択し、[Permissions] (アクセス許可) を選

択します。
3. Edit (編集) を選択します。
4. S3 bucket policy for query results (p. 402) を [Bucket Policy Editor] ウィンドウにコピーします。イタ

リック体のプレースホルダーを、バケット、リージョン、アカウント ID の名前に置き換えます。

Note

既存のバケットにすでに 1 つ以上のポリシーがアタッチされている場合は、そのポリシーに 
CloudTrail アクセスのステートメントを追加します。バケットにアクセスするユーザーに適
していることを確認するために、作成したアクセス権限のセットを評価します。
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その他のリソース
S3 バケットポリシーの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「バケットポ
リシーの使用」を参照してください。

CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー
SNS トピックに通知を送信するには、CloudTrail が必要なアクセス許可を持っている必要がありま
す。Amazon SNS トピックを CloudTrail コンソールでの証跡の作成あるいは更新の一部として作成すると
き、CloudTrail はバケットに必要なアクセス権限を自動的にアタッチします。

Important

セキュリティのベストプラクティスとして、SNS トピックへのアクセスを制限するために、SNS 
通知を送信する証跡を作成または更新した後、SNS トピックにアタッチされている IAM ポリシー
を手動で編集して条件キーを追加することを強くお勧めします。詳細については、このトピック
の「the section called “SNS トピックポリシーのセキュリティのベストプラクティス” (p. 405)」
を参照してください。

CloudTrail は、次のフィールドを使用して、ポリシーに次のステートメントを追加します。

• 許可された SID。
• CloudTrail のサービスプリンシパル名。
• SNS トピック (リージョン、アカウント ID、およびトピック名を含む)。

次のポリシーを使用すると、CloudTrail はサポートされているリージョンからログファイルの配信に関
する通知を送信できるようになります。詳細については、「CloudTrail がサポートされているリージョ
ン (p. 18) 」を参照してください。これは、証跡を作成または更新し、SNS 通知を有効にするときに新規
または既存の SNS トピックポリシーにアタッチされるデフォルトのポリシーです。

SNS トピックポリシー

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20131101", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "SNS:Publish", 
            "Resource": "arn:aws:sns:region:SNSTopicOwnerAccountId:SNSTopicName" 
        } 
    ]
}

AWS KMS で暗号化された Amazon SNS トピックを使用して通知を送信するには、以下のステートメント
を AWS KMS key のポリシーに追加して、イベントソース (CloudTrail) と暗号化されたトピックの間の互
換性も保つ必要があります。

KMS キーポリシー

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
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            "Principal": { 
                "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:GenerateDataKey*", 
                "kms:Decrypt" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

詳細については、「AWS サービスと暗号化されたトピックのイベントソース間の互換性を保つ」を参照し
てください。

目次
• SNS トピックポリシーのセキュリティのベストプラクティス (p. 405)
• 通知の送信用に既存のトピックを指定する (p. 407)
• SNS トピックポリシーのトラブルシューティング (p. 407)

• 一般的な SNS ポリシー設定のエラー (p. 407)
• その他のリソース (p. 408)

SNS トピックポリシーのセキュリティのベストプラクティス
デフォルトでは、CloudTrail が Amazon SNS トピックにアタッチする IAM ポリシーステートメントによ
り、CloudTrail サービスプリンシパルが ARN によって識別される SNS トピックに発行できるようになり
ます。攻撃者が SNS トピックにアクセスしたり、CloudTrail に代わってトピック受信者に通知を送信した
りすることを防ぐには、CloudTrail SNS トピックポリシーを手動で編集して、aws:SourceArn 条件キー
を CloudTrail によってアタッチされたポリシーステートメントに追加します。このキーの値は、証跡の 
ARN、または SNS トピックを使用している証跡 ARN の配列です。特定の証跡 ID と証跡を所有するアカ
ウント ID の両方が含まれているため、SNS トピックへのアクセスは証跡を管理するアクセス許可を持つ
アカウントのみに制限されます。SNS トピックポリシーに条件キーを追加する前に、CloudTrail コンソー
ルの証跡の設定から SNS トピック名を取得します。

aws:SourceAccount 条件キーもサポートされていますが、推奨されません。

aws:SourceArn 条件キーを SNS トピックポリシーに追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Topics] (トピック) を選択します。
3. 証跡設定に表示される SNS トピックを選択し、[編集] を選択します。
4. [アクセスポリシー] を展開します。
5. アクセスポリシー JSON エディタで、次の例のようなブロックを探します。

    { 
      "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "SNS:Publish", 
      "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-
logs-111122223333-61bbe496" 
    }

6. 次の例に示すように、条件 aws:SourceArn 用の新しいブロックを追加します。の
値aws:SourceArnは、SNS に通知を送信するトレイルの ARN です。
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    { 
      "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "SNS:Publish", 
      "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-
logs-111122223333-61bbe496", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/Trail3" 
        } 
      } 
    }

7. SNS トピックポリシーの編集が終了したら、[変更の保存] を選択します。

aws:SourceAccount 条件キーを SNS トピックポリシーに追加するには

1. https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Topics] (トピック) を選択します。
3. 証跡設定に表示される SNS トピックを選択し、[編集] を選択します。
4. [アクセスポリシー] を展開します。
5. アクセスポリシー JSON エディタで、次の例のようなブロックを探します。

    { 
      "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "SNS:Publish", 
      "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-
logs-111122223333-61bbe496" 
    }

6. 次の例に示すように、条件 aws:SourceAccount 用の新しいブロックを追加しま
す。aws:SourceAccount の値は CloudTrail 証跡を所有するアカウントの ID です。この例で
は、SNS トピックへのアクセスを、AWS アカウント123456789012 にサインインできるユーザーの
みです。

    { 
      "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "SNS:Publish", 
      "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-
logs-111122223333-61bbe496", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "123456789012" 
        } 
      } 
    }

7. SNS トピックポリシーの編集が終了したら、[変更の保存] を選択します。
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通知の送信用に既存のトピックを指定する
Amazon SNS コンソールでAmazon SNS トピックのトピックポリシーへのアクセス許可を手動で追加した
後、CloudTrail コンソールでトピックを指定できます。

SNS トピックポリシーを手動で更新するには

1. https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソールを開きます。
2. [Topics] を選択し、トピックを選択します。
3. [Other topic actions]、[Edit topic policy] の順に選択します。
4. [Advanced view] を選択し、リージョン、アカウント ID、およびトピック名の適切な値を使用し

て、SNS topic policy (p. 404) からステートメントを追加します。
5. [ポリシーの更新] を選択します。
6. トピックが暗号化されたトピックの場合は、kms:GenerateDataKey* および kms:Decrypt のアク

セス許可を CloudTrail に付与する必要があります。詳細については、「Encrypted SNS topic KMS key 
policy (p. 404) 」を参照してください。

7. CloudTrail コンソールに戻り、証跡のトピックを指定します。

SNS トピックポリシーのトラブルシューティング
以下のセクションでは、SNS トピックポリシーをトラブルシューティングする方法について説明します。

一般的な SNS ポリシー設定のエラー

証跡を作成または更新する操作の一部として新しいトピックを作成した場合、CloudTrail によって必要な
アクセス許可がトピックにアタッチされます。トピックポリシーでは、"cloudtrail.amazonaws.com"
というサービスプリンシパル名が使用され、これにより、CloudTrail がすべてのリージョンについて通知
を送信できるようになります。

CloudTrail が特定のリージョンについて通知を送信していない場合は、そのトピックで、リージョンごと
に CloudTrail アカウント ID を指定する古いポリシーが使用されている可能性があります。このポリシー
では、指定されたリージョンについてのみ通知を送信できる CloudTrail にアクセス許可が付与されます。

次のトピックポリシーを使用した場合、CloudTrail は、指定された 9 つのリージョンについてのみ、通知
を送信できるようになります。

Example アカウント ID を使用したトピックポリシー

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20131101", 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"AWS": [ 
            "arn:aws:iam::903692715234:root", 
            "arn:aws:iam::035351147821:root", 
            "arn:aws:iam::859597730677:root", 
            "arn:aws:iam::814480443879:root", 
            "arn:aws:iam::216624486486:root", 
            "arn:aws:iam::086441151436:root", 
            "arn:aws:iam::388731089494:root", 
            "arn:aws:iam::284668455005:root", 
            "arn:aws:iam::113285607260:root" 
        ]}, 
        "Action": "SNS:Publish", 
        "Resource": "aws:arn:sns:us-east-1:123456789012:myTopic" 
    }]
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}

このポリシーは、個々の CloudTrail アカウント ID に基づいたアクセス権限を使用します。新しいリー
ジョンについて通知を配信するには、ポリシーを手動で更新して、そのリージョンの CloudTrail アカウン
ト ID を含める必要があります。例えば、CloudTrail が 米国東部 (オハイオ) のサポートを追加したので、
そのリージョンのアカウント ID ARN "arn:aws:iam::475085895292:root" を追加してポリシーを更
新する必要があります。

ベストプラクティスとして、CloudTrail サービスプリンシパルでアクセス権限を使用するよう
にポリシーを更新します。これを行うには、アカウント ID ARN をサービスプリンシパル名
"cloudtrail.amazonaws.com" に置き換えます。

これにより、現在のリージョンと新しいリージョンについて通知を送信するためのアクセス許可が 
CloudTrail に付与されます。以下に示しているのは、以前のポリシーの最新バージョンです。

Example サービスプリンシパル名を使用したトピックポリシー

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20131101", 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"}, 
        "Action": "SNS:Publish", 
        "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic" 
    }]
}

ポリシーの値が正しいことを確認します。

• [Resource] フィールドに、トピックの所有者のアカウント番号を指定します。自分で作成したトピッ
クについては、自分のアカウント番号を指定します。

• リージョンと SNS トピック名の適切な値を指定します。

その他のリソース
Amazon SNS トピックおよびそのサブスクライブの詳細については、「Amazon Simple Notification 
Service デベロッパーガイド」を参照してください。

AWS CloudTrail アイデンティティとアクセスに関す
るトラブルシューティング
次の情報は、CloudTrail と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役立ち
ます。

トピック
• CloudTrail でアクションを実行する権限がない (p. 408)
• iam:PassRole を実行する権限がない (p. 409)
• 自分の AWS アカウント 外のユーザーに CloudTrail リソースへのアクセスを許可したい (p. 410)

CloudTrail でアクションを実行する権限がない
あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。
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次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある my-example-widget リ
ソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な cloudtrail:GetWidget
アクセス許可を持っていない場合に発生するものです。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 cloudtrail:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、cloudtrail:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのアクセ
スを許可するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

AWS Management Console から、アクションを実行することが認可されていないと通知された場合、管理
者に問い合わせ、サポートを依頼する必要があります。管理者は、サインイン認証情報を提供した担当者
です。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーが証跡の詳細を表示するためにコンソールを使
用しようとしたが、適切な CloudTrail マネージドポリシー (AWSCloudTrail_FullAccess もしくは
AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess)、または同等の許可がそのユーザーのアカウントに適用されていない場
合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 cloudtrail:GetTrailStatus on resource: My-Trail

この場合、マテオは管理者に自分のポリシーを更新して、コンソール内の証跡情報とステータスにアクセ
スできるようにするよう依頼します。

IAM ユーザーまたは AWSCloudTrail_FullAccess マネージドポリシーまたはそれと同等の許可を持つ
ロールでサインインしていて、AWS Config または Amazon CloudWatch Logs の証跡との統合を設定
できない場合、これらのサービスとの統合に必要な許可が不足している可能性があります。詳細につい
ては、CloudTrail コンソールで AWS Config 情報を表示するアクセス許可を付与する (p. 394) および
CloudTrail コンソールで Amazon CloudWatch Logs 情報を表示および設定するアクセス許可を付与す
る (p. 394) を参照してください。

iam:PassRole を実行する権限がない
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
CloudTrail にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例に示すエラーは、marymajor という名前の IAM ユーザーがコンソールを使用して CloudTrail で
アクションを実行しようとした場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、
サービスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可があり
ません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。
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自分の AWS アカウント 外のユーザーに CloudTrail リソースへ
のアクセスを許可したい
ロールを作成し、複数の AWS アカウント 間で CloudTrail 情報を共有できます。詳細については、「AWS 
アカウント間での CloudTrail ログファイルを共有する (p. 328)」を参照してください。

他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• CloudTrail でこれらの機能がサポートされるかどうかを確認するには、「AWS CloudTrail と IAM の連携
について (p. 377)」を参照してください。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

AWS CloudTrail のサービスにリンクされたロールの
使用
AWS CloudTrail は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用し
ます。サービスにリンクされたロールは、CloudTrail に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールで
す。サービスにリンクされたロールは、CloudTrail によって事前定義されており、お客様の代わりにサー
ビスから他の AWS のサービスを呼び出す必要のある許可がすべて含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなる
ため、CloudTrail の設定が簡単になります。CloudTrail は、サービスにリンクされたロールのアクセス許
可を定義します。特に定義されている場合を除き、CloudTrail のみがそのロールを引き受けることができ
ます。定義されたアクセス許可には、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーが含まれ、そのアクセス許可
ポリシーを他の IAM エンティティに添付することはできません。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、IAM で機能する AWS サービ
スを参照し、サービスにリンクされたロール列ではいのサービスを探してください。サービスにリンクさ
れたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、[Yes] (はい) リンクを選択します。

CloudTrail のサービスにリンクされたロールの許可
CloudTrail は、AWSServiceRoleForCloudTrail という名前のサービスにリンクされたロールを使用しま
す。このサービスにリンクされたロールは、組織の証跡機能をサポートするために使用されます。

サービスにリンクされた AWSServiceRoleForCloudTrail ロールは、以下のサービスを信頼してロールを引
き受けます。

• cloudtrail.amazonaws.com
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このロールは、CloudTrail の組織の証跡の作成と管理をサポートするために使用されます。詳細について
は、「組織の証跡の作成 (p. 135)」を参照してください。

ロールのアクセス許可ポリシーは、指定したリソースに対して以下のアクションを完了することを 
CloudTrail に許可します。

• すべての CloudTrail リソースに対するアクション:
• All

• すべての Organizations リソースに対するアクション:
• organizations:DescribeAccount
• organizations:DescribeOrganizations
• organizations:ListAccounts
• organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization

• CloudTrail サービスプリンシパルのすべての Organizations リソースに対するアクション:
• organizations:ListDelegatedAdministrators

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「サービスにリンクされたロールの許可」を参照してください。

CloudTrail のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console、AWS 
CLI、または AWS API で組織の証跡を作成すると、CloudTrail によってサービスにリンクされたロールが
自動的に作成されます。

このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウ
ントにロールを再作成できます。組織の証跡を作成すると、CloudTrail によってサービスにリンクされた
ロールが再び作成されます。

CloudTrail のサービスにリンクされたロールの編集
CloudTrail では、サービスにリンクされた AWSServiceRoleForCloudTrail ロールを編集することはできま
せん。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可
能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集は
できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスリンクロールの編集」を参照してくだ
さい。

CloudTrail のサービスにリンクされたロールの削除
AWSServiceRoleForCloudTrail ロールを手動で削除する必要はありません。AWS アカウントが 
Organizations 組織から削除された場合、AWSServiceRoleForCloudTrail ロールはその AWS アカウントか
ら自動的に削除されます。組織管理アカウントの サービスにリンクされた AWSServiceRoleForCloudTrail 
ロールからポリシーをデタッチまたは削除するには、組織からアカウントを削除する必要があります。

サービスリンクロールは、IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して手動で削除すること
もできます。そのためにはまず、サービスにリンクされたロールのリソースをクリーンアップする必要が
あります。その後で、そのロールを手動で削除できます。

Note

リソースを削除する際に、CloudTrail サービスでロールが使用されている場合、削除は失敗する
ことがあります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してください。

AWSServiceRoleForCloudTrail ロールで使用されているリソースを削除するには、以下のいずれかの処理
を行うことができます。
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• Organizations の組織から AWS アカウントを削除します。
• 証跡を更新し、組織の証跡を停止させる必要があります。
• 証跡を削除します。

詳細については、「組織の証跡の作成 (p. 135)」、「証跡の更新 (p. 97)」、および「証跡の削除 (p. 105)」
を参照してください。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、サービスにリンクされた 
AWSServiceRoleForCloudTrail ロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サー
ビスリンクロールの削除」を参照してください。

サービスにリンクされた CloudTrail ロールでサポートされるリー
ジョン
CloudTrail は、CloudTrail および Organizations の両方が利用できるすべてのリージョンで、サービスにリ
ンクされたロールの使用をサポートします。詳細については、「AWS リージョンとエンドポイント」を参
照してください。

AWS の AWS CloudTrail 管理ポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネー
ジドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージド
ポリシーを作成するには、時間と専門知識が必要です。AWS マネージドポリシーを使用することで、
すぐに使用を開始できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めてお
り、AWS アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、
すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上
げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリ
シーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しない
ため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS は、複数のサービスにまたがるジョブ機能の特徴に対するマネージドポリシーもサポートし
ています。例えば、ReadOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリ
ソースへの読み取り専用アクセスを許可します。サービスが新しい機能を起動する場合、AWS は、新たな
オペレーションとリソース用に、読み取り専用の許可を追加します。職務機能ポリシーのリストと説明に
ついては、「IAM ユーザーガイド」の「ジョブ機能の AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess
AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess ポリシーがロールに関連付けられているユーザー ID は、CloudTrail 
で読み取り専用アクション (証跡、 CloudTrail Lake イベントデータストア、Lake クエリに対する
Get*、List*、Describe* アクションなど) を実行できます。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• cloudtrail – ユーザーアイデンティティが、 CloudTrail コンソール、AWS SDK、および AWS CLI で
読み取り専用の API オペレーションを実行することを許可します。これには、GetEventDataStores
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などの Get* オペレーション、ListTrails などの List* オペレーション、DescribeTrails などの
Describe* オペレーションが含まれます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:Get*", 
                "cloudtrail:Describe*", 
                "cloudtrail:List*", 
                "cloudtrail:LookupEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

CloudTrail の AWS マネージドポリシーへの更新
CloudTrail の AWS マネージドポリシーの更新に関する詳細を表示します。このページへの変更に関する
自動アラートについては、CloudTrail の「ドキュメント履歴 (p. 476)」ページで RSS フィードを購読し
てください。

変更 説明 日付

AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess (p. 412)
- 既存のポリシーを更新する

CloudTrail 
は、AWSCloudTrailReadOnlyAccess
ポリシーの名前を
AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess
に変更しました。また、ポ
リシーの許可のスコープは 
CloudTrail アクションに縮小さ
れました。Amazon S3、AWS 
KMS、または AWS Lambda アク
ションの許可は含まれなくなり
ました。

2022 年 6 月 6 日

CloudTrail が変更の追跡を開始し
ました

CloudTrail が AWS マネージドポ
リシーの変更の追跡を開始しま
した。

2022 年 6 月 6 日

AWS CloudTrail のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、複数の AWS CloudTrail コンプライアンスプログラムの一
環として AWS のセキュリティとコンプライアンスを評価します。これらのプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などが含まれます。

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。
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AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

での耐障害性AWS CloudTrail
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビリ
ティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプ
リケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来
の単一または 複数のデータセンターインフラストラクチャ よりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れ
ています。特に地理的に離れた場所間で CloudTrail ログファイルをレプリケートする必要がある場合は、
証跡 Amazon S3 バケットに Cross-Region Replication を使用できます。これにより、さまざまな AWS 
リージョンにあるバケット間でオブジェクトを自動的に非同期コピーできます。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

CloudTrail では、AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバックアップの
ニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。

すべての AWS リージョンのイベントをログに記録する証跡

すべての AWS リージョンに証跡を適用すると CloudTrail はアカウント内の他のすべての AWS リージョ
ンに同じ設定の証跡を作成します。AWS が新しいリージョンを追加すると、その証跡設定は自動的に新し
いリージョンに作成されます。

CloudTrail ログデータのバージョン、ライフサイクル設定、およびオブジェクトロック保護

CloudTrail はログファイルの保存に Amazon S3 バケットを使用するため、Amazon S3 が提供する機能を
使用してデータの耐障害性とバックアップのニーズをサポートすることもできます。詳細については、
「Amazon S3 の耐障害性」を参照してください。
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AWS CloudTrail でのインフラストラクチャセキュ
リティ

マネージドサービスとして、AWS CloudTrail は、「セキュリティ、ID、およびコンプライアンスのベスト
プラクティス」ページで説明されている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順によって保護さ
れます。

AWS が公開した API コールを使用して、ネットワーク経由で CloudTrail にアクセスします。クライア
ントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降が
推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされて
いる必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされて
います。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

以下のセキュリティのベストプラクティスも CloudTrail でのインフラストラクチャのセキュリティに対処
します。

• 証跡アクセス用の Amazon VPC エンドポイントを検討してください。 (p. 162)
• Amazon S3 バケットアクセス用の Amazon VPC エンドポイントの検討 詳細については、「Amazon S3 

の VPC エンドポイント用のバケットポリシーの例」を参照してください。
• CloudTrail ログファイルが格納されているすべての Amazon S3 バケットを識別して監査しま

す。CloudTrail 証跡と CloudTrail ログファイルを含む Amazon S3 バケットの両方を識別するのに役立
つタグを使用することを検討してください。その後、CloudTrail リソースのリソースグループを使用で
きます。詳細については、「AWS Resource Groups」を参照してください。

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理問題とは、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。AWS では、サービス間で
のなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間でのなりすましは、1 つの
サービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可能
性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でその
許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これを
防ぐため、AWS では、アカウント内のリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルですべ
てのサービスのデータを保護するために役立つツールを提供しています。

リソースポリシーで aws:SourceArn および aws:SourceAccount のグローバル条件コンテキスト
キーを使用して、AWS CloudTrail が別のサービスに付与する許可をそのリソースに制限することをお勧
めします。クロスサービスのアクセスにリソースを 1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を
使用します。クロスサービスが使用できるように、アカウント内の任意のリソースを関連づけたい場合
は、aws:SourceAccount を使用します。

混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定しな
がら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの完
全な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件
キー aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード (*) を使用します。例
えば、"arn:aws:cloudtrail:*:AccountID:trail/*" です。ワイルドカードを含める場合
は、StringLike 条件演算子も使用する必要があります。

aws:SourceArn の値は、リソースを使用している証跡、イベントデータストア、またはチャネルの ARN 
でなければなりません。
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次の例は、CloudTrail で aws:SourceArn および aws:SourceAccount のグローバル条件コンテ
キストキーを使用して、混乱した代理問題 (CloudTrail Lake クエリ結果の Amazon S3 バケットポリ
シー (p. 402)) を回避する方法を示しています。

AWS CloudTrailでのセキュリティのベストプラク
ティス

AWS CloudTrail には、独自のセキュリティポリシーを開発および実装する際に考慮する必要のあるいくつ
かのセキュリティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一般的なガイドラインであり、
完全なセキュリティソリューションに相当するものではありません。これらのベストプラクティスは顧客
の環境に必ずしも適切または十分でない可能性があるので、処方箋ではなく、あくまで有用な検討事項と
お考えください。

トピック
• CloudTrail 検出に関するセキュリティのベストプラクティス (p. 416)
• CloudTrail 予防的セキュリティのベストプラクティス (p. 417)

CloudTrail 検出に関するセキュリティのベストプラク
ティス
証跡の作成

AWS アカウントのイベントの継続的な記録については、証跡を作成します。CloudTrail は証跡を作成せず
に CloudTrail コンソールで管理イベントの 90 日間のイベント履歴情報を提供していますが、これは永久
的な記録ではなく、すべてのタイプのイベントについての情報を提供しているわけではありません。進行
中のレコード、および指定したすべてのイベントタイプを含むレコードの場合は、指定した Amazon S3 
バケットにログファイルを配信する証跡を作成する必要があります。

CloudTrail データを管理しやすいように、すべての AWS リージョン で管理イベントをログに記録する 1 
つの証跡を作成すること、および Amazon S3 バケットアクティビティや AWS Lambda 関数など、リソー
スの特定のイベントタイプを記録する追加の証跡を作成することを検討してください。

以下に示しているのは、実行できるいくつかのステップです。

• AWS アカウントの証跡を作成します。 (p. 86)
• 組織の証跡を作成します。 (p. 135)

証跡をすべての AWS リージョン に適用します

AWS アカウントで IAM ID 、またはサービスが実行したイベントの完全な記録を取得するには、すべての 
AWS リージョン でイベントをログに記録するように各証跡を設定する必要があります。すべての AWS 
リージョン でイベントをログに記録することで、AWS アカウントで発生したすべてのイベントが、発生
した AWS リージョンにかかわらず、ログに記録されます。これには、そのサービスに固有の AWS リー
ジョンに記録されるグローバルサービスイベント (p. 16)のログ記録が含まれます。すべてのリージョンに
適用される証跡を作成すると、CloudTrail は、各リージョンでイベントを記録し、指定した S3 バケット
に CloudTrail イベントログファイルを配信します。すべてのリージョンに適用される証跡を作成した後で 
AWS リージョンを追加した場合、その新しいリージョンは自動的に含まれ、そのリージョンのイベントが
ログに記録されます。これは、CloudTrail コンソールで証跡を作成するときのデフォルトのオプションで
す。

以下に示しているのは、実行できるいくつかのステップです。

• AWS アカウントの証跡を作成します。 (p. 86)
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• 既存の証跡を更新して (p. 97) すべての AWS リージョン でイベントを記録します。
• AWS Config で multi-region-cloud-trail-enabled ルールを使用して、作成されたすべての証跡がすべての 

AWS リージョン でイベントを記録するように継続的な検出コントロールを実装します。

CloudTrail ログファイルの整合性を有効にする

検証されたログファイルは、セキュリティおよびフォレンシック調査で特に重要です。たとえば、検証
されたログファイルを使用すると、ログファイル自体が変更されていないこと、または特定の IAM ID の
認証情報が特定の API アクティビティを実行したことを確実にアサートできます。CloudTrail ログファ
イルの整合性の検証プロセスでは、ログファイルが削除または変更されたかどうかを知ることもできま
す。また、指定された期間内にログファイルがアカウントに配信されていないことを確実にアサートしま
す。CloudTrail ログファイルの整合性の検証では、ハッシュ用の SHA-256 とデジタル署名用の RSA を持
つ SHA-256 という業界標準のアルゴリズムを使用します。これにより、CloudTrail ログファイルを検出せ
ずに変更、削除、または偽造することは計算上実行不可能になります。詳細については、「検証の有効化
とファイルの検証 (p. 339)」を参照してください。

Amazon CloudWatch Logs との統合

CloudWatch Logs を使用すると、CloudTrail によってキャプチャされた特定のイベントに関するアラート
を監視および受信できます。CloudWatch Logs に送信されるイベントは証跡によって記録されるように設
定されているため、監視するイベントタイプ (管理イベントやデータイベント) を記録するために証跡を設
定してください。

例えば、失敗した AWS Management Console サインインイベント (p. 314)など、主要なセキュリティおよ
びネットワーク関連の管理イベントをモニタリングできます。

以下に示しているのは、実行できるいくつかのステップです。

• 例 CloudTrail の CloudWatch Logs ログの統合 (p. 311) を確認します。
• CloudWatch Logs にイベントを送信するように (p. 295)証跡を設定します。
• AWS Config の cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled ルールを使用して、モニタリングのためにすべての

証跡が CloudWatch Logs にイベントを送信するように、継続的な検出コントロールを実装することを検
討してください。

使用AWS Security Hub

AWS Security Hubを使用して、セキュリティのベストプラクティスに関連する CloudTrail の使用状況をモ
ニタリングします。Security Hub は、検出セキュリティコントロールを使用してリソース設定とセキュリ
ティ標準を評価し、お客様がさまざまなコンプライアンスフレームワークに準拠できるようサポートしま
す。Security Hub を使用して CloudTrail リソースを評価する方法の詳細については、「AWS Security Hub 
ユーザーガイド」の「AWS CloudTrail コントロール」を参照してください。

CloudTrail 予防的セキュリティのベストプラクティス
CloudTrail の以下のベストプラクティスはセキュリティ問題を防ぐのに役立ちます。

専有および一元化された Amazon S3 バケットへのログ

CloudTrail ログファイルは、IAM ID、または AWS サービスによって実行されたアクションの監査ログで
す。これらのログの整合性、完全性、および可用性は、フォレンジックおよび監査目的にとって非常に重
要です。専有および一元化された Amazon S3 バケットにログに記録することで、厳格なセキュリティ管
理、アクセス、および役割分担を実施できます。

以下に示しているのは、実行できるいくつかのステップです。

• ログアーカイブアカウントとして別の AWS アカウントを作成します。AWS Organizations を使用する
場合は、このアカウントを組織に登録し、組織内のすべての AWS アカウントのデータを記録するため
の組織証跡を作成する (p. 135)ことを検討してください。
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• Organizations を使用せずに複数の AWS アカウントのデータをログに記録する場合は、このログアーカ
イブアカウントにアクティビティを記録するための証跡を作成 (p. 86)します。このアカウントへのアク
セスを、アカウントおよび監査データへのアクセス権限を有する信頼された管理ユーザーだけに制限し
ます。

• 証跡の作成の一環として、組織の証跡でも、単一の AWS アカウントの証跡でも、この証跡のログファ
イルを保存するための専用の Amazon S3 バケットを作成します。

• 複数の AWS アカウントのアクティビティを記録する場合、AWS アカウントアクティビティを記録する
すべての AWS アカウントの記録とログファイルの保存を許可するバケットのポリシーを変更 (p. 321)し
ます。

• 組織証跡を使用していない場合は、ログアーカイブアカウントで Amazon S3 バケットを指定して、す
べての AWS アカウントで証跡を作成します。

AWS KMS で管理されたキーを使用したサーバー側の暗号化

デフォルトでは、CloudTrail によってバケットに配信されるログファイルは、Amazon の Amazon S3 で
管理された暗号化キーによるサーバー側の暗号化 (SSE-S3) によって暗号化されます。直接管理可能なセ
キュリティレイヤーを提供するには、代わりに CloudTrail ログファイルのAWS KMS によって管理された
キー (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化 を使用できます。CloudTrail で SSE-KMS を使用するに
は、AWS KMS key とも呼ばれる KMS キーを作成して管理します。

Note

SSE-KMS とログファイルの検証を使用していて、SSE-KMS で暗号化されたファイルのみを許
可するように Amazon S3 バケットポリシーを変更した場合は、次の例のポリシー行に示すよう
に、バケットポリシーを AES256 暗号化を特に許可するように変更しない限り、そのバケットを
活用する証跡を作成することはできません。

"StringNotEquals": { "s3:x-amz-server-side-encryption": ["aws:kms", "AES256"] } 

以下に示しているのは、実行できるいくつかのステップです。

• SSE-KMS を使用してログファイルを暗号化する利点を確認します (p. 419)。
• ログファイルの暗号化に使用する KMS を作成します (p. 421)。
• 証跡のログファイル暗号化を設定します。 (p. 431)
• AWS Config の cloud-trail-encryption-enabled ルールを使用して、すべての証跡が SSE-KMS でログファ

イルを暗号化するように、継続的な検出コントロールを実装することを検討してください。

デフォルトの Amazon SNS トピックポリシーに条件キーを追加する

Amazon SNS に通知を送信するように証跡を設定すると、CloudTrail は SNS トピックアクセスポリ
シーに、CloudTrail が SNS トピックにコンテンツを送信できるようにするポリシーステートメント
を追加します。セキュリティのベストプラクティスとして、aws:SourceArn (またはオプションで
aws:SourceAccount) 条件キーを CloudTrail ポリシーステートメントに追加することが奨励されま
す。これにより、SNS トピックへの不正なアカウントアクセスを防止できます。詳細については、
「CloudTrail の Amazon SNS トピックポリシー (p. 404)」を参照してください。

ログファイルを保存する Amazon S3 バケットへの最小特権のアクセス権限を実装する

CloudTrail 証跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログに記録します。これらのログファイル
には、IAM ID、および AWS サービスによって実行されたアクションの監査ログが含まれています。これ
らのログファイルの整合性と完全性は、監査とフォレンジック用に非常に重要です。整合性を確実にする
ために、CloudTrail ログファイルを保存するために使用される Amazon S3 バケットへのアクセスを作成ま
たは変更するときは、最小権限の原則に従う必要があります。

次のステップを実行します。
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• ログファイルを保存するすべてのバケットの Amazon S3 バケットポリシー (p. 397)を確認し、必要に
応じてそれを調整して不要なアクセスを削除します。このバケットポリシーは、CloudTrail コンソール
を使用して証跡を作成した場合に生成されますが、手動で作成および管理することもできます。

• セキュリティのベストプラクティスとして、バケットポリシーに aws:SourceArn 条件キーを手動で追
加してください。　 詳細については、「CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー (p. 397)」を参照
してください。

• 同じ Amazon S3 バケットを使用して複数の AWS アカウントのログファイルを保存している場合は、複
数のアカウントのログファイルを受信する (p. 320)ためのガイダンスに従ってください。

• 組織証跡を使用している場合は、組織証跡 (p. 135)のガイダンスに従っていることを確認し、AWS 
Command Line Interface による組織の証跡の作成 (p. 145) の組織証跡の Amazon S3 バケットのポリ
シー例を確認してください。

• Amazon S3 セキュリティのドキュメントとバケットを保護するためのチュートリアルの例を確認してく
ださい。

ログファイルを保存する Amazon S3 バケットで MFA Delete を有効にする

多要素認証 (MFA)を設定すると、バケットのバージョニング状態を変更しようとしたり、バケット内の
オブジェクトのバージョンを削除しようとすると、追加の認証が必要になります。これにより、ユーザー
が Amazon S3 オブジェクトを永続的に削除する権限を持つ IAM ユーザーのパスワードを取得した場合で
も、ログ ファイルを危険にさらす可能性のある操作を防止できます。

以下に示しているのは、実行できるいくつかのステップです。

• MFA Delete のガイダンスを確認します。
• MFA を要求する Amazon S3 バケットポリシーの追加します

ログファイルを保存する Amazon S3 バケットにオブジェクトライフサイクル管理を設定する

CloudTrail 証跡のデフォルトでは、証跡に対して設定された Amazon S3 バケットにログファイルは無期限
に保存されます。Amazon S3 オブジェクトライフサイクル管理ルールを使用して、独自の保持ポリシーを
定義し、ビジネスおよび監査のニーズをより適切に満たせるようになります。たとえば、1 年以上経過し
ているログファイルを Amazon Glacier にアーカイブしたり、一定の時間が経過した後にログファイルを
削除できます。

AWSCloudTrail_FullAccess ポリシーへのアクセスを制限する

AWSCloudTrail_FullAccess (p. 392) ポリシーを持つユーザーは、自分の AWS アカウントで最も機密性
の高い重要な監査機能を無効したり再設定することができます。このポリシーは、AWS アカウントの IAM 
ID に共有または広く適用されることを想定していません。このポリシーの適用は、AWS アカウント管理
者として行動すると思われるできるだけ少ない個人に制限してください。

AWS KMS キーによる CloudTrail ログファイルの暗
号化 (SSE-KMS)

デフォルトでは、CloudTrail によってバケットに配信されるログファイルは、Amazon の Amazon S3 で
管理された暗号化キーによるサーバー側の暗号化 (SSE-S3) によって暗号化されます。直接管理可能なセ
キュリティレイヤーを提供するには、代わりに CloudTrail ログファイルのAWS KMS キー (SSE-KMS) を
使用したサーバー側の暗号化を使用できます。

Note

サーバー側の暗号化を有効にすると、ログファイルが暗号化されますが、SSE-KMS を使用した
ダイジェストファイルは暗号化されません。ダイジェストファイルは、Amazon S3 で管理された
暗号化キー (SSE-S3) を使用して暗号化されます。
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S3 バケットキーで既存の S3 バケットを使用している場合は、CloudTrail は AWS KMS アクショ
ン GenerateDataKey および DescribeKey を使用する、キーポリシーの許可を付与されてい
なければなりません。もし cloudtrail.amazonaws.com にキーポリシーの許可が与えられて
いない場合、証跡の作成や更新は行なえません。

CloudTrail で SSE-KMS を使用するには、AWS KMS key とも呼ばれる KMS キーを作成して管理しま
す。CloudTrail ログファイルの暗号化と復号に、どのユーザーがキーを使用できるかを決定するポリシー
をキーにアタッチします。復号は、S3 を通じてシームレスです。キーの承認されたユーザーが CloudTrail 
ログファイルを読み取ると、S3 は復号を管理し、許可されたユーザーは暗号化されていない形式でログ
ファイルを読み取ることができます。

このアプローチには以下の利点があります。

• KMS キー暗号化キーを自分で作成して管理することができます。
• 単一の KMS キーを使用して、すべてのリージョンの複数のアカウントのログファイルを暗号化および

復号できます。
• CloudTrail ログファイルを暗号化および復号するためにキーを使用できるユーザーを制御できます。要

件に応じて、組織のユーザーにキーのアクセス権限を割り当てることができます。
• セキュリティが強化されました。この機能では、ログファイルを読み取るために、次のアクセス許可が

必要です。
• ユーザーには、ログファイルを含むバケットに対する S3 の読み取り権限が必要です。
• ユーザーには、KMS キーポリシーによるアクセス許可の復号化を許可するポリシーまたは役割も適用

する必要があります。
• S3 では、KMS キーの使用を許可されたユーザーからの要求に対してログファイルが自動的に復号され

るため、CloudTrail ログファイルの SSE-KMS 暗号化は、 CloudTrail ログデータを読み取るアプリケー
ションとの下位互換性があります。

Note

作成する KMS キーは、ログファイルを受け取る Amazon S3 バケットと同じ AWS リージョンに
作成する必要があります。例えば、ログファイルが 米国東部 (オハイオ) リージョンのバケット
に保存される場合は、そのリージョンで作成された KMS キーを作成または選択する必要があり
ます。Amazon S3 バケットのリージョンを確認するには、Amazon S3 コンソールでそのプロパ
ティを調べます。

ログファイルの暗号化を有効にする
Note

CloudTrail コンソールで KMS キーを作成すると、CloudTrail により必要な KMS キーポリシー
セクションが追加されます。IAM コンソールまたは AWS CLI でキーを作成、または必要なポリ
シーセクションを手動で追加する必要がある場合は、次の手順に従ってください。

CloudTrail ログファイルに対して SSE-KMS 暗号化を有効にするには、次の必要な手順を実行します。

1. KMS キーを作成します。

• AWS Management Console を使用した KMS キーの作成の詳細については、AWS Key 
Management Service デベロッパーガイドの「キーの作成」を参照してください。

• AWS CLI を使用した KMS キーの作成の詳細については、「create-key」を参照してください。

Note

選択する KMS キーは、ログファイルを受け取る S3 バケットと同じリージョンにある必要
があります。S3 バケットのリージョンを確認するには、S3 コンソールでバケットのプロパ
ティを調べます。
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2. CloudTrail で暗号化を有効にし、ユーザーがログファイルを復号できるようにするポリシーセクショ
ンをキーに追加します。

• ポリシーに含める内容の詳細については、「CloudTrail の AWS KMS キーポリシーの設
定 (p. 421)」を参照してください。

Warning

ログファイルを読み取る必要があるすべてのユーザーに対して、ポリシーに復号のアクセ
ス権限を含めるようにしてください。証跡の設定にキーを追加する前にこの手順を実行し
ない場合、復号のアクセス権限のないユーザーは、それらにアクセス権限を付与するまで
暗号化されたファイルを読み取ることができません。

• IAM コンソールを使用したポリシーの編集の詳細については、AWS Key Management Service デベ
ロッパーガイドの「キーポリシーの編集」を参照してください。

• AWS CLI を使用してポリシーを KMS キーにアタッチする方法については、「put-key-policy」を参
照してください。

3. CloudTrail のポリシーを変更した KMS キーを使用するために証跡を更新します。

• CloudTrail コンソールを使用して、証跡の設定を更新するには、「KMS キーを使用するようにリ
ソースを更新する (p. 431)」を参照してください。

• AWS CLI を使用して、証跡の設定を更新するには、「AWS CLI を使用して CloudTrail ログファイ
ルの暗号化の有効と無効を切り替える (p. 434)」を参照してください。

CloudTrail は、AWS KMS マルチリージョンキーもサポートしています。マルチリージョンキーの詳細に
ついては、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「マルチリージョンキーを使用する」を
参照してください。

次のセクションでは、CloudTrail で使用するために KMS キーポリシーが必要とするポリシーセクションに
ついて説明します。

KMS キーを作成するためのアクセス許可の付与
AWSKeyManagementServicePowerUser ポリシーで AWS KMS key を作成するアクセス許可をユーザー
に与えることができます。

KMS キーを作成するためのアクセス許可を付与するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. 権限を付与するグループまたはユーザーを選択します。
3. [Permissions]、[Attach Policy] の順に選択します。
4. AWSKeyManagementServicePowerUser を検索し、ポリシーを選択して、[ポリシーのアタッチ] を選

択します。

これで、ユーザーは KMS キーを作成するアクセス許可を持つようになりました。ユーザー用のカス
タムポリシーを作成する場合は、IAM ユーザーガイドの「カスタマー管理ポリシーの作成」を参照し
てください。

CloudTrail の AWS KMS キーポリシーの設定
AWS KMS key を作成するには 3 つの方法があります。

• CloudTrail コンソール
• AWS マネジメントコンソール
• AWS CLI
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Note

CloudTrail コンソールで KMS キーを作成すると、CloudTrail により必要な KMS キーポリシーが
追加されます。ポリシーステートメントを手動で追加する必要はありません。「CloudTrail コン
ソールで作成されたデフォルトの KMS キーポリシー (p. 429)」を参照してください。

AWS マネジメントまたは AWS CLI で KMS キーを作成する場合、ポリシーセクションをキーに追加して 
CloudTrail で使用できるようにする必要があります。このポリシーは、CloudTrail がキーを使用してログ
ファイルおよびイベントデータストアを暗号化し、指定したユーザーが暗号化されていない形式でログ
ファイルを読み取れるようにする必要があります。

以下のリソースを参照してください。

• AWS CLI で KMS キーを作成するには、「create-key」を参照してください。
• CloudTrail の KMS キーポリシーを編集するには、AWS Key Management Service デベロッパーガイ

ドの「キーポリシーの編集」を参照してください。
• CloudTrail の AWS KMS の使用方法に関する技術的な詳細については、AWS Key Management Service 

デベロッパーガイドの「AWS CloudTrail の AWS KMS 使用方法」を参照してください。

CloudTrail での使用に必要な KMS キーポリシーセクション
AWS マネジメントコンソールまたは AWS CLI を使用して KMS キーを作成した場合は、CloudTrail と連
携するために、少なくとも次のステートメントを KMS キーポリシーに追加する必要があります。

トピック
• 証跡用の KMS キーポリシーの必須要素 (p. 422)
• イベントデータストア用の KMS キーポリシーの必須要素 (p. 423)

証跡用の KMS キーポリシーの必須要素

1. CloudTrail のログ暗号化のアクセス許可を有効にします。「暗号化権限の付与 (p. 423)」を参照してく
ださい。

2. CloudTrail のログ復号化のアクセス許可を有効にします。「復号の権限を付与する (p. 425)」を参照し
てください。S3 バケットキーで既存の S3 バケットを使用している場合は、SSE-KMS 暗号化を有効に
した証跡を作成または更新するために、kms:Decrypt アクセス許可が必要です。

3. CloudTrail を有効にして KMS キープロパティを記述します。「CloudTrail を有効にして KMS キープロ
パティを記述する (p. 428)」を参照してください。

セキュリティのベストプラクティスとして、KMS キーポリシーに aws:SourceArn 条件キーを追加しま
す。IAM グローバル条件キー aws:SourceArn は、CloudTrail が特定の 1 つまたは複数の証跡に対しての
み KMS キーを使用できるようにするのに役立ちます。aws:SourceArn の値は、常に KMS キーを使用し
ている証跡 ARN (または証跡 ARN の配列) です。既存の証跡用の KMS キーポリシーに aws:SourceArn
条件キーを必ず追加してください。

aws:SourceAccount 条件キーもサポートされていますが、推奨されません。aws:SourceAccount の
値は、証跡の所有者のアカウント ID、または組織の証跡の場合は管理アカウント ID です。

Important

新しいセクションを KMS キーポリシーに追加するときは、ポリシー内の既存のセクションを変
更しないでください。
証跡で暗号化が有効になっていて、KMS キーが無効になっている場合、または KMS キーポリ
シーが CloudTrail 用に正しく設定されていない場合、CloudTrail はログを配信できません。
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イベントデータストア用の KMS キーポリシーの必須要素

1. CloudTrail のログ暗号化のアクセス許可を有効にします。「暗号化権限の付与 (p. 423)」を参照してく
ださい。

2. CloudTrail のログ復号化のアクセス許可を有効にします。「復号の権限を付与する (p. 425)」を参照し
てください。

3. KMS キーを使用してイベントデータストアデータを暗号化および復号するための許可をユーザーおよ
びロールに付与します。

イベントデータストアを作成して KMS キーで暗号化する場合、または KMS キーで暗号化するイベン
トデータストアに対してクエリを実行する場合は、KMS キーに対する書き込みアクセス権が必要で
す。KMS キーポリシーは CloudTrail にアクセスできる必要があり、イベントデータストアに対してオ
ペレーション (クエリなど) を実行するユーザーは KMS キーを管理できる必要があります。

4. CloudTrail を有効にして KMS キープロパティを記述します。「CloudTrail を有効にして KMS キープロ
パティを記述する (p. 428)」を参照してください。

aws:SourceArn および aws:SourceAccount 条件キーは、イベントデータストアの KMS キーポリシー
ではサポートされていません。

Important

新しいセクションを KMS キーポリシーに追加するときは、ポリシー内の既存のセクションを変
更しないでください。
イベントデータストアで暗号化が有効になっていて、KMS キーが無効になっているか、もしくは
削除されている場合、または KMS キーポリシーが CloudTrail のために正しく設定されていない
場合、CloudTrail はイベントデータストアにイベントを配信できません。

暗号化権限の付与
Example CloudTrail に特定のアカウントに代わってログを暗号化する権限を与える

CloudTrail には、KMS キーを使用して特定のアカウントに代わってログを暗号化する明示的な
権限が必要です。アカウントを指定するには、KMS キーポリシーに次の必須のステートメン
トを追加して、account-id、region、および trailName を設定に適切な値に置き換えま
す。EncryptionContext セクションにアカウント ID を追加して、これらのアカウントで CloudTrail に
より KMS キーを使用してログファイルを暗号化できます。

セキュリティのベストプラクティスとして、証跡用の KMS キーポリシーに aws:SourceArn 条件キーを
追加します。IAM グローバル条件キー aws:SourceArn は、CloudTrail が特定の 1 つまたは複数の証跡に
対してのみ KMS キーを使用できるようにするのに役立ちます。

{ 
   "Sid": "Allow CloudTrail to encrypt logs", 
   "Effect": "Allow", 
   "Principal": { 
       "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "kms:GenerateDataKey*", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "AWS:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name" 
         }, 
         "StringLike": { 
             "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:*:account-
id:trail/*" 
         } 
    }
}
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CloudTrail Lake イベントデータストアログの暗号化に使用される KMS キーのポリシーは、条件キー
aws:SourceArn または aws:SourceAccount を使用できません。イベントデータストアの KMS キーポ
リシーの例を次に示します。

{ 
    "Sid": "Allow CloudTrail to encrypt event data store", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
     }, 
     "Action": [ 
        "kms:GenerateDataKey", 
        "kms:Decrypt" 
      ], 
      "Resource": "*"
}

Example

次のポリシーステートメントの例は、別のアカウントが KMS キーを使用して CloudTrail ログを暗号化す
る方法を示しています。

シナリオ

• KMS キーは、アカウント 111111111111 にあります。
• 自分も アカウント 222222222222 も両方ともログを暗号化します。

このポリシーでは、キーで暗号化する 1 つ以上のアカウントを CloudTrail EncryptionContext に追加しま
す。これにより、CloudTrail は指定したアカウントのログのみを暗号化するためにキーを使用するように
制限されます。アカウント 222222222222 のルートにログを暗号化する権限を与えると、アカウント管
理者に権限を委任して、必要な権限をそのアカウント内の他のユーザーに暗号化します。アカウント管理
者は、これらの IAM ユーザーに関連するポリシーを変更することでこれを行います。

セキュリティのベストプラクティスとして、KMS キーポリシーに aws:SourceArn 条件キーを追加しま
す。IAM グローバル条件キー aws:SourceArn は、CloudTrail が指定された証跡に対してのみ KMS キー
を使用することを保証するのに役立ちます。この条件は、イベントデータストアの KMS キーポリシーで
はサポートされていません。

KMS キーポリシーステートメント:

{ 
  "Sid": "Enable CloudTrail encrypt permissions", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
  }, 
  "Action": "kms:GenerateDataKey*", 
  "Resource": "*", 
  "Condition": { 
    "StringLike": { 
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": [ 
        "arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*", 
        "arn:aws:cloudtrail:*:222222222222:trail/*" 
      ] 
    }, 
    "StringEquals": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name" 
    } 
  }
}
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CloudTrail で使用する KMS キーポリシーの編集の詳細については、AWS Key Management Service デベ
ロッパーガイドの「キーポリシーの編集」を参照してください。

復号の権限を付与する
CloudTrail 設定に KMS キーを追加する前に、必要なすべてのユーザーに復号する権限を与えることが重要
です 暗号化の許可はあっても、復号の許可がないユーザーは、暗号化されたログを読み取ることはできま
せん。S3 バケットキーで既存の S3 バケットを使用している場合は、SSE-KMS 暗号化を有効にした証跡
を作成または更新するために、kms:Decrypt アクセス許可が必要です。

CloudTrail のログ復号化のアクセス許可を有効にする

CloudTrail が暗号化したログファイルを読むには、キーのユーザーに明示的な権限を与える必要がありま
す。ユーザーが暗号化されたログを読み取れるようにするには、次の必要なステートメントを KMS キー
ポリシーに追加し、Principal セクションを変更して、KMS キーを使用して復号できるすべてのプリン
シパル のための行を追加します。

{ 
  "Sid": "Enable CloudTrail log decrypt permissions", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/username" 
  }, 
  "Action": "kms:Decrypt", 
  "Resource": "*", 
  "Condition": { 
    "Null": { 
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false" 
    } 
  }
}

CloudTrail サービスプリンシパルが証跡ログを復号することを許可するために必要なポリシーの例を次に
示します。

{ 
      "Sid": "Allow CloudTrail to decrypt a trail", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
          "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
        }, 
      "Action": "kms:Decrypt", 
      "Resource": "*"
}

CloudTrail Lake イベントデータストアで使用される KMS キーの復号ポリシーは、次のようになりま
す。Principal の値として指定されたユーザーまたはロールの ARN には、イベントデータストアの作成
または更新、クエリの実行、またはクエリ結果の取得を行うための復号許可が必要です。

{ 
      "Sid": "Enable user key permissions for event data stores" 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
          "AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/username" 
      }, 
      "Action": [ 
          "kms:Decrypt", 
          "kms:GenerateDataKey" 
      ], 
      "Resource": "*" 
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  }

CloudTrail サービスプリンシパルがイベントデータストアログを復号することを許可するために必要なポ
リシーの例を次に示します。

{ 
      "Sid": "Allow CloudTrail to decrypt an event data store", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
          "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
        }, 
      "Action": "kms:Decrypt", 
      "Resource": "*"
}

アカウントのユーザーが KMS キーで証跡ログを復号することを許可する

例

このポリシーステートメントは、アカウント内のユーザー、またはロールがキーを使用してアカウントの 
S3 バケットの暗号化されたログを読み取ることを許可する方法を示しています。

Example シナリオ

• KMS キー、S3 バケット、および IAM ユーザーの Bob は、アカウント 111111111111 にあります。
• S3 バケットの CloudTrail ログを復号するアクセス許可を IAM ユーザーの Bob に与えます。

キーポリシーでは、IAM ユーザーである Bob の CloudTrail ログ復号権限を有効にします。

KMS キーポリシーステートメント:

{ 
  "Sid": "Enable CloudTrail log decrypt permissions", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:user/Bob" 
  }, 
  "Action": "kms:Decrypt", 
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id", 
  "Condition": { 
    "Null": { 
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false" 
    } 
  }
}

他のアカウントのユーザーが KMS キーで証跡ログを復号することを許可する

他のアカウントのユーザーが KMS キーを使用して証跡ログを復号することを許可しつつ、イベントデー
タストアログは復号できないようにすることができます。キーポリシーに必要な変更は、S3 バケットが自
分のアカウントにあるか、または別のアカウントにあるかによって異なります。

別のアカウントのバケットのユーザーがログを復号する権限を与える

例

このポリシーステートメントは、別のアカウントの IAM ユーザーまたはロールに、キーを使用して、他の
アカウントの S3 バケットから暗号化されたログを読み取る権限を与える方法を示しています。
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シナリオ

• KMS キーは、アカウント 111111111111 にあります。
• IAM ユーザーである Alice と S3 バケットは、アカウント 222222222222 にあります。

この場合、CloudTrail にアカウント 222222222222 にあるログを復号する権限を付与し、Alice の IAM 
ユーザーポリシーに、アカウント 111111111111 にある自分のキー KeyA を使用する権限を付与しま
す。

KMS キーポリシーステートメント:

{ 
  "Sid": "Enable encrypted CloudTrail log read access", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "AWS": [ 
      "arn:aws:iam::222222222222:root" 
    ] 
  }, 
  "Action": "kms:Decrypt", 
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id", 
  "Condition": { 
    "Null": { 
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false" 
    } 
  }
}

Alice の IAM ユーザーポリシーステートメント:

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "kms:Decrypt", 
      "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111111111111:key/KeyA" 
    } 
  ]
}

別のアカウントのユーザーがバケットから証跡ログを復号することを許可する

Example

このポリシーは、S3 バケットから暗号化されたログを読み取るために、別のアカウントがキー使用する方
法を示しています。

Example シナリオ

• KMS キーと S3 バケットは、アカウント 111111111111 にあります。
• バケットからログを読み取るユーザーは、アカウント 222222222222 にあります。

このシナリオを有効にするには、アカウントの IAM ロール CloudTrailReadRole の復号化権限を有効にし
て、他のアカウントにそのロールを引き継ぐ権限を与えます。

KMS キーポリシーステートメント:

{ 
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  "Sid": "Enable encrypted CloudTrail log read access", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "AWS": [ 
      "arn:aws:iam::11111111111:role/CloudTrailReadRole" 
    ] 
  }, 
  "Action": "kms:Decrypt", 
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id", 
  "Condition": { 
    "Null": { 
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false" 
    } 
  }
}

CloudTrailReadRole 信頼エンティティポリシーステートメント:

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
   { 
     "Sid": "Allow CloudTrail access", 
     "Effect": "Allow", 
     "Principal": { 
       "AWS": "arn:aws:iam::222222222222:root" 
     }, 
     "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ] 
 }

CloudTrail で使用する KMS キーポリシーの編集については、「AWS Key Management Service デベロッ
パーガイド」の「キーポリシーの編集」を参照してください。

CloudTrail を有効にして KMS キープロパティを記述する
CloudTrail には、KMS キーのプロパティを記述する能力が必要です。この機能を有効にするには、以下の
必要なステートメントをそのまま KMS キーポリシーに追加します。このステートメントは、指定した以
外の権限を CloudTrail に与えることはありません。

セキュリティのベストプラクティスとして、KMS キーポリシーに aws:SourceArn 条件キーを追加しま
す。IAM グローバル条件キー aws:SourceArn は、CloudTrail が特定の 1 つまたは複数の証跡に対しての
み KMS キーを使用できるようにするのに役立ちます。

{ 
  "Sid": "Allow CloudTrail access", 
  "Effect": "Allow", 
  "Principal": { 
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
  }, 
  "Action": "kms:DescribeKey", 
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id", 
  "Condition": { 
    "StringEquals": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name" 
    } 
  }
}

KMS キーポリシーの編集の詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの
「キーポリシーの編集」を参照してください。
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CloudTrail コンソールで作成されたデフォルトの KMS キーポリ
シー
CloudTrail コンソールで AWS KMS key を作成すると、次のポリシーが自動的に作成されます。このポリ
シーでは、次の権限が付与されます。

• KMS キーの AWS アカウント (ルート) 権限を付与します。
• CloudTrail に KMS キーのログファイルの暗号化と、KMS キーの記述を許可します。
• 指定されたアカウント内のすべてのユーザーがログファイルを復号する権限を付与する
• 指定されたアカウント内のすべてのユーザーが KMS キーの KMS エイリアスを作成する権限を付与する
• 証跡を作成したアカウントのアカウント ID に対するクロスアカウントログ復号化を有効にします。

トピック
• CloudTrail Lake イベントデータストアのデフォルト KMS キーポリシー  (p. 429)
• 証跡のデフォルト KMS キーポリシー (p. 430)

CloudTrail Lake イベントデータストアのデフォルト KMS キーポリシー

CloudTrail Lake のイベントデータストアで使用する AWS KMS key のために作成されたデフォルトポリ
シーを次に示します。

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Id": "Key policy created by CloudTrail", 
      "Statement": [ 
        { 
          "Sid": "The key created by CloudTrail to encrypt event data stores. Created ${new 
 Date().toUTCString()}", 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": { 
            "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
          }, 
          "Action": [ 
            "kms:GenerateDataKey", 
            "kms:Decrypt" 
          ], 
          "Resource": "*" 
        }, 
        { 
          "Sid": "Enable IAM user permissions", 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": { 
            "AWS": "arn:aws:iam::account-id:root" 
          }, 
          "Action": "kms:*", 
          "Resource": "*" 
        }, 
        { 
          "Sid": "Enable user to have permissions", 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": { 
            "AWS" : "arn:aws:sts::account-id:role-arn" 
          }, 
          "Action": [ 
            "kms:Decrypt", 
            "kms:GenerateDataKey" 
           ], 
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          "Resource": "*" 
        } 
      ] 
    }

証跡のデフォルト KMS キーポリシー

証跡で使用する AWS KMS key のために作成されたデフォルトポリシーを次に示します。

Note

このポリシーには、クロスアカウントが KMS キーを使用してログファイルを復号することを許
可するステートメントが含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "Key policy created by CloudTrail", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Enable IAM user permissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "arn:aws:iam::account-id:root", 
                    "arn:aws:iam::account-id:user/username" 
                ] 
            }, 
            "Action": "kms:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow CloudTrail to encrypt logs", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
             }, 
            "Action": "kms:GenerateDataKey*", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "AWS:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-
name" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": 
 "arn:aws:cloudtrail:*:account-id:trail/*" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow CloudTrail to describe key", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
             }, 
            "Action": "kms:DescribeKey", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow principals in the account to decrypt log files", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "*" 
             }, 
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            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:ReEncryptFrom" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "kms:CallerAccount": "account-id" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": 
 "arn:aws:cloudtrail:*:account-id:trail/*" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow alias creation during setup", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "*" 
             }, 
            "Action": "kms:CreateAlias", 
            "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "kms:ViaService": "ec2.region.amazonaws.com", 
                    "kms:CallerAccount": "account-id" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "Enable cross account log decryption", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "*" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:ReEncryptFrom" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "kms:CallerAccount": "account-id" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": 
 "arn:aws:cloudtrail:*:account-id:trail/*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

KMS キーを使用するようにリソースを更新する
AWS CloudTrail コンソールで、AWS Key Management Service キーを使用するように証跡またはイベン
トデータストアを更新します。独自の KMS キーを使用すると、暗号化と復号に AWS KMS のコストがか
かることに注意してください。詳細については、「AWS Key Management Service 料金」を参照してくだ
さい。

トピック
• KMS キーを使用するように証跡を更新する (p. 432)
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• KMS キーを使用するようにイベントデータストアを更新する (p. 433)

KMS キーを使用するように証跡を更新する
CloudTrail で変更した AWS KMS key を使用するために証跡を更新するには、CloudTrail コンソールで次
の手順を完了します。

Note

以下の手順を使用して証跡を更新すると、ログファイルが暗号化されますが、SSE-KMS を使用
したダイジェストファイルは暗号化されません。ダイジェストファイルは、Amazon S3 で管理さ
れた暗号化キー (SSE-S3) を使用して暗号化されます。
S3 バケットキーで既存の S3 バケットを使用している場合は、CloudTrail は AWS KMS アクショ
ン GenerateDataKey および DescribeKey を使用する、キーポリシーの許可を付与されてい
なければなりません。もし cloudtrail.amazonaws.com にキーポリシーの許可が与えられて
いない場合、証跡の作成や更新は行なえません。

AWS CLI を使用して証跡を更新するには、「AWS CLI を使用して CloudTrail ログファイルの暗号化の有
効と無効を切り替える (p. 434)」を参照してください。

KMS キーを使用するために証跡を更新するには

1. AWS Management Console にサインインし、CloudTrail コンソールを開きます (https://
console.aws.amazon.com/cloudtrail/)。

2. [Trails] を選択し、証跡名を選択します。
3. [General details] で、[Edit] を選択します。
4. [Log file SSE-KMS encryption] (ログファイルの SSE-KMS 暗号化) で、SSE-S3 暗号化を使用する代わ

りに SSE-KMS 暗号化を使用してログファイルを暗号化する場合は、[Enabled] (有効) を選択します。
デフォルトは [Enabled] です。SSE-KMS 暗号化を有効にしない場合、ログは SSE-S3 暗号化を使用
して暗号化されます。SSE-KMS 暗号化の詳細については、「AWS Key Management Service (SSE-
KMS) によるサーバー側の暗号化の使用」を参照してください。SSE-S3 暗号化の詳細については、
「Amazon S3 が管理する暗号化キーによるサーバー側の暗号化 (SSE−S3) の使用」を参照してくださ
い。

[Existing] を選択して AWS KMS key の証跡を更新します。ログファイルを受け取る S3 バケットと
同じリージョンにある KMS キーを選択します。S3 バケットのリージョンを確認するには、S3 コン
ソールでそのプロパティを確認します。

Note

別のアカウントのキーの ARN を入力することもできます。詳細については、「KMS キー
を使用するようにリソースを更新する (p. 431)」を参照してください。このキーポリシー
は、CloudTrail がキーを使用してログファイルを暗号化し、指定したユーザーが暗号化され
ていない形式でログファイルを読み取れるようにする必要があります。キーポリシーを手動
で編集する方法については、CloudTrail の AWS KMS キーポリシーの設定 (p. 421) を参照
してください。

[AWS KMS Alias] で、CloudTrail で使用するポリシーを変更したエイリアス
を、alias/MyAliasName の形式で指定します。詳細については、「KMS キーを使用するようにリ
ソースを更新する (p. 431)」を参照してください。

エイリアス名、ARN、グローバルに一意のキー ID を入力できます。KMS キーが、別のアカウントに
属している場合は、そのキーポリシーに使用可能なアクセス権限があることを確認します。値は、以
下の形式のいずれかになります。

• エイリアス名: alias/MyAliasName
• エイリアス ARN: arn:aws:kms:region:123456789012:alias/MyAliasName
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• キー ARN:
arn:aws:kms:region:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012

• グローバルに一意のキー ID: 12345678-1234-1234-1234-123456789012
5. [証跡の作成] を選択します。

Note

選択した KMS キーが無効になっているか、削除が保留されている場合は、その KMS キーで
証跡を保存することはできません。KMS キーを有効にするか、別の CMK を選択できます。
詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「キー状態: KMS 
キーへの影響」を参照してください。

KMS キーを使用するようにイベントデータストアを更新する
CloudTrail で変更した AWS KMS key を使用するためにイベントデータストアを更新するには、CloudTrail 
コンソールで次の手順を完了します。

AWS CLI を使用してイベントデータストアを更新するには、「イベントデータストアを更新す
る (p. 232)」を参照してください。

Important

KMS キーを無効化または削除するか、キーの CloudTrail 許可を削除すると、CloudTrail はイベ
ントデータストアにイベントを取り込むことができなくなり、ユーザーはそのキーで暗号化され
たイベントデータストア内のデータをクエリできなくなります。イベントデータストアを KMS 
キーに関連付けた後に、その KMS キーを削除または変更することはできません。イベントデー
タストアで使用している KMS キーを無効化または削除する前に、イベントデータストアを削除
またはバックアップしてください。

KMS キーを使用するようにイベントデータストアを更新するには

1. AWS Management Console にサインインし、https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/で CloudTrail 
コンソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Lake] の [Event data stores] (イベントデータストア) を選択します。更新
するイベントデータストアを選択します。

3. [General details] で、[Edit] を選択します。
4. [Encryption] (暗号化) で、暗号化が既に有効になっているのでなければ、[Use my own AWS KMS key]

を選択して、自身の KMS キーでログファイルを暗号化します。

KMS キーでイベントデータストアを更新するには、[Existing] (既存) を選択します。イベントデータ
ストアと同じリージョンにある KMS キーを選択します。別のアカウントからのキーはサポートされ
ていません。

[Enter AWS KMS Alias] で、CloudTrail で使用するポリシーを変更したエイリアス
を、alias/MyAliasName の形式で指定します。詳細については、「KMS キーを使用するようにリ
ソースを更新する (p. 431)」を参照してください。

エイリアスを選択するか、またはグローバルに一意のキー ID を使用することを選択できます。値は、
以下の形式のいずれかになります。

• エイリアス名: alias/MyAliasName
• エイリアス ARN: arn:aws:kms:region:123456789012:alias/MyAliasName
• キー ARN:
arn:aws:kms:region:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012

• グローバルに一意のキー ID: 12345678-1234-1234-1234-123456789012
Version 1.0
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5. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

Note

選択した KMS キーが無効になっているか、削除が保留されている場合は、その KMS キーで
イベントデータストア設定を保存することはできません。KMS キーを有効にするか、または
別のキーを選択できます。詳細については、AWS Key Management Service デベロッパーガ
イドの「キー状態: KMS キーへの影響」を参照してください。

AWS CLI を使用して CloudTrail ログファイルの暗号
化の有効と無効を切り替える
このトピックでは、AWS CLI を使用して CloudTrail の SSE-KMS ログファイル暗号化を有効または無効に
する方法を説明します。背景情報については、「AWS KMS キーによる CloudTrail ログファイルの暗号化 
(SSE-KMS) (p. 419)」を参照してください。

トピック
• AWS CLI を使用して CloudTrail ログファイルの暗号化を有効にする (p. 434)
• AWS CLI を使用してCloudTrail ログファイルの暗号化を無効にする (p. 436)

AWS CLI を使用して CloudTrail ログファイルの暗号化を有効に
する
• 証跡のログファイル暗号化を有効にする (p. 434)
• イベントデータストアのログファイル暗号化を有効にする (p. 435)

証跡のログファイル暗号化を有効にする

1. AWS CLI を使用してキーを作成します。作成するキーは、CloudTrail ログファイルを受け取る S3 バ
ケットと同じリージョンに配置する必要があります。このステップでは、AWS KMS create-key コマ
ンドを使用します。

2. 既存のキーポリシーを取得します。これを変更して CloudTrail で使用することができます。AWS 
KMS get-key-policy コマンドを使用してキーポリシーを取得できます。

3. CloudTrail がログファイルを暗号化し、ユーザーがログファイルを復号できるように、必要なセク
ションをキーポリシーに追加します。ログファイルを読むすべてのユーザーに、復号許可が付与さ
れているようにしてください。ポリシーの既存のセクションを変更しないでください。追加するポリ
シーセクションの詳細については、「CloudTrail の AWS KMS キーポリシーの設定 (p. 421)」を参
照してください。

4. AWS KMS put-key-policy コマンドを使用して、変更した JSON ポリシーファイルをキーにアタッチ
します。

5. --kms-key-id パラメーターで、CloudTrail create-trail または update-trail コマンドを実行
します。このコマンドは、ログの暗号化を有効にします。

aws cloudtrail update-trail --name Default --kms-key-id alias/MyKmsKey

--kms-key-id パラメーターに、CloudTrail のためにポリシーを変更したキーを指定します。次のい
ずれかの形式を指定できます。

• エイリアス名。例: alias/MyAliasName
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• エイリアス ARN。例: arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:alias/MyAliasName
• キー ARN。例: arn:aws:kms:us-
east-2:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012

• 全体で一意のキー ID。例: 12345678-1234-1234-1234-123456789012

以下に、応答の例を示します。

{ 
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "Name": "Default",  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Default",  
    "LogFileValidationEnabled": false, 
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-2:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012",  
    "S3BucketName": "my-bucket-name"
}

KmsKeyId 要素が存在するため、ログファイルの暗号化が有効になったことがわかります。暗号化さ
れたログファイルは約 5 分以内にバケットに表示されます。

イベントデータストアのログファイル暗号化を有効にする

1. AWS CLI を使用してキーを作成します。作成するキーは、イベントデータストアと同一のリージョン
にある必要があります。このステップでは、AWS KMS create-key コマンドを実行します。

2. CloudTrail で使用するために編集する既存のキーポリシーを取得します。AWS KMS get-key-policy コ
マンドを実行して、キーポリシーを取得できます。

3. CloudTrail がログファイルを暗号化し、ユーザーがログファイルを復号できるように、必要なセク
ションをキーポリシーに追加します。ログファイルを読むすべてのユーザーに、復号許可が付与さ
れているようにしてください。ポリシーの既存のセクションを変更しないでください。追加するポリ
シーセクションの詳細については、「CloudTrail の AWS KMS キーポリシーの設定 (p. 421)」を参
照してください。

4. AWS KMS put-key-policy コマンドを実行して、編集した JSON ポリシー ファイルをキーにアタッチ
します。

5. CloudTrail create-event-data-store または update-event-data-store コマンドを実行
し、--kms-key-id パラメータを追加します。このコマンドは、ログの暗号化を有効にします。

aws cloudtrail update-event-data-store --name my-event-data-store --kms-key-id 
 alias/MyKmsKey

--kms-key-id パラメーターに、CloudTrail のためにポリシーを変更したキーを指定します。次の 4 
つの形式のいずれかを指定できます。

• エイリアス名。例: alias/MyAliasName
• エイリアス ARN。例: arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:alias/MyAliasName
• キー ARN。例: arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012

• 全体で一意のキー ID。例: 12345678-1234-1234-1234-123456789012

以下に、応答の例を示します。

{ 
    "Name": "my-event-data-store", 
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    "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE", 
    "RetentionPeriod": "90", 
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012" 
    "MultiRegionEnabled": false, 
    "OrganizationEnabled": false, 
    "TerminationProtectionEnabled": true, 
    "AdvancedEventSelectors": [{ 
        "Name": "Select all external events", 
        "FieldSelectors": [{ 
            "Field": "eventCategory", 
            "Equals": [ 
                "ActivityAuditLog" 
            ] 
        }] 
    }]
}

KmsKeyId 要素が存在するため、ログファイルの暗号化が有効になったことがわかります。暗号化さ
れたログファイルは、約 5 分でイベントデータストアに表示されます。

AWS CLI を使用してCloudTrail ログファイルの暗号化を無効に
する
証跡でのログの暗号化を停止するには、update-trail を実行して、空の文字列を kms-key-id パラ
メータに渡します。

aws cloudtrail update-trail --name my-test-trail --kms-key-id ""

以下に、応答の例を示します。

{ 
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "Name": "Default",  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Default",  
    "LogFileValidationEnabled": false,  
    "S3BucketName": "my-bucket-name"
}

KmsKeyId の値がないため、ログファイルの暗号化が有効でなくなったことがわかります。

Important

イベントデータストアでのログファイル暗号化を停止することはできません。
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CloudTrail ログイベントリファレン
ス

CloudTrail ログは JSON 形式で記録されます。ログには、リクエストを行った人、使用されたサービス、
実行されたアクション、アクションのパラメータなど、アカウントのリソースに対するリクエストに関す
る情報が含まれています。イベントデータが Records の配列で囲まれています。

次の例は、イベントの単一のログレコードを示しています。このイベントでは、Mary_Major という名前
の IAM ユーザーが CloudTrail コンソールから CloudTrail StartLogging API を呼び出してロギングプロ
セスを開始しました。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDAJDPLRKLG7UEXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "Mary_Major", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": {}, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2019-06-18T22:28:31Z" 
            } 
        }, 
        "invokedBy": "signin.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2019-06-19T00:18:31Z", 
    "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com", 
    "eventName": "StartLogging", 
    "awsRegion": "us-east-2", 
    "sourceIPAddress": "203.0.113.64", 
    "userAgent": "signin.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "name": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-First-Trail" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "ddf5140f-EXAMPLE", 
    "eventID": "7116c6a1-EXAMPLE", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "123456789012"
}, 
    ... additional entries ...

CloudTrail インサイトでは異常なアクティビティを表示するために、開始イベントと終了イ
ベントの 2 つのイベントが記録されます。次の例は、アプリケーション Auto Scaling API
CompleteLifecycleAction が異常な回数呼び出されたときに発生した開始インサイトイベントの 1 
つのログレコードを示しています。インサイトイベントの場合、eventCategory の値は Insight で
す。insightDetails ブロックは、イベントの状態、ソース、名前、インサイトのタイプ、および統
計情報および属性を含むコンテキストを識別します。insightDetails ブロックの詳細については、
「CloudTrail Insights insightDetails 要素 (p. 462)」を参照してください。

{ 
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          "eventVersion": "1.07", 
          "eventTime": "2020-07-21T20:56:00Z", 
          "awsRegion": "us-east-1", 
          "eventID": "abcd00b0-ccfe-422d-961c-98a2198a408x", 
          "eventType": "AwsCloudTrailInsight", 
          "recipientAccountId": "838185438692", 
          "sharedEventID": "7bb000gg-22b3-4c03-94af-c74tj0c8m7c0", 
          "insightDetails": { 
            "state": "Start", 
            "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com", 
            "eventName": "CompleteLifecycleAction", 
            "insightType": "ApiCallRateInsight", 
            "insightContext": { 
              "statistics": { 
                "baseline": { 
                  "average": 0.0000882145 
                }, 
                "insight": { 
                  "average": 0.6 
                }, 
                "insightDuration": 5, 
                "baselineDuration": 11336 
              }, 
              "attributions": [ 
                { 
                  "attribute": "userIdentityArn", 
                  "insight": [ 
                    { 
                      "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/CodeDeployRole1", 
                      "average": 0.2 
                    }, 
                    { 
                      "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/CodeDeployRole2", 
                      "average": 0.2 
                    }, 
                    { 
                      "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/CodeDeployRole3", 
                      "average": 0.2 
                    } 
                  ], 
                  "baseline": [ 
                    { 
                      "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/CodeDeployRole1", 
                      "average": 0.0000882145 
                    } 
                  ] 
                }, 
                { 
                  "attribute": "userAgent", 
                  "insight": [ 
                    { 
                      "value": "codedeploy.amazonaws.com", 
                      "average": 0.6 
                    } 
                  ], 
                  "baseline": [ 
                    { 
                      "value": "codedeploy.amazonaws.com", 
                      "average": 0.0000882145 
                    } 
                  ] 
                }, 
                { 
                  "attribute": "errorCode", 
                  "insight": [ 
                    { 
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                      "value": "null", 
                      "average": 0.6 
                    } 
                  ], 
                  "baseline": [ 
                    { 
                      "value": "null", 
                      "average": 0.0000882145 
                    } 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }, 
          "eventCategory": "Insight"
}

次のトピックでは、CloudTrail が、各 AWS API コールとサインインイベントのためにキャプチャするデー
タフィールドを示しています。

トピック
• CloudTrail レコードの内容 (p. 439)
• CloudTrail userIdentity エレメント (p. 453)
• CloudTrail Insights insightDetails 要素 (p. 462)
• CloudTrail によってキャプチャされる API 以外のイベント (p. 467)

CloudTrail レコードの内容
レコードの本文には、リクエストされたアクションと、リクエストがいつどこで行われたかを判断する
のに役立つフィールドが含まれています。オプションの値が True の場合、そのフィールドは、サービ
ス、API、またはイベントタイプに適用される場合にのみ表示されます。False のオプションの値は、その
フィールドが常に存在するか、その存在がサービス、API、またはイベントタイプに依存しないことを意
味します。例は responseElements です。これは、変更を行うアクション (アクションの作成、更新、
削除) のイベントに存在します。

eventTime

リクエストが完了した日付と時刻、協定世界時 (UTC)。イベントのタイムスタンプは、API コールが
行われたサービス API エンドポイントを提供するローカルホストから取得されます。例えば、米国
西部 (オレゴン) リージョンで実行される CreateBucket API イベントでは、Amazon S3 エンドポイン
ト、s3.us-west-2.amazonaws.com を実行している AWS ホストの時間からそのタイムスタンプ
を取得します。一般に、AWS サービスは Network Time Protocol (NTP) を使用してシステムのクロッ
クを同期します。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False
eventVersion

ログイベント形式のバージョン。現在のバージョンは 1.08 です。

eventVersion の値は、major_version.minor_version の形式でメジャーおよびマイナーのバー
ジョンです。例えば、eventVersion の値が 1.07 の場合には、1 がメジャーバージョンを示し、07
がマイナーバージョンを示します。

イベント構造に後方互換性のない変更が加えられた場合、CloudTrail により、メジャーバージョンが
増分されます。これには、既に存在する JSON フィールドの削除や、フィールドのコンテンツの表現
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方法 (日付形式など) の変更が含まれます。イベント構造に新しいフィールドを追加する変更をした場
合、CloudTrail がマイナーバージョンを増分します。これが発生する可能性があるのは、一部または
すべての既存のイベントに対して新しい情報が利用可能か、新しいイベントタイプでのみ新しい情報
が利用可能な場合です。イベント構造の新しいマイナーバージョンとの将来の互換性を保つには、ア
プリケーションは新しいフィールドを無視する場合があります。

CloudTrail により新しいイベントタイプが導入されたが、イベントの構造が変更されていない場合、
イベントのバージョンは変更されません。

アプリケーションがイベント構造を正しく解析できるようにするため、メジャーバージョン番号が同
等かどうかの比較を行うことをお勧めします。アプリケーションで予期されるフィールドが存在する
ことを確認するため、マイナーバージョンがそれ以上であるかどうかの比較を行うことをお勧めしま
す。マイナーバージョンには先頭のゼロはありません。major_version および minor_version を
数値として解釈し、比較操作を実行できます。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False
userIdentity

リクエストを作成した IAM アイデンティティに関する情報。詳細については、「CloudTrail 
userIdentity エレメント (p. 453)」を参照してください。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

eventSource

リクエストが行われたサービス。この名前は通常、スペースなしのサービス名の短縮形に
.amazonaws.com を付けたものです。以下はその例です。
• AWS CloudFormation は cloudformation.amazonaws.com。
• Amazon EC2 は ec2.amazonaws.com です。
• Amazon Simple Workflow Service は swf.amazonaws.com です。

この規則にはいくつかの例外があります。例えば、Amazon CloudWatch の eventSource 値は
monitoring.amazonaws.com です。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

eventName

リクエストされたアクション。そのサービスの API アクションの 1 つです。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

awsRegion

リクエストが行われた AWS リージョン。たとえば、us-east-2 など。「CloudTrail がサポートされ
ているリージョン (p. 18)」を参照してください。

使用可能: 1.0 以降
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オプション: False

sourceIPAddress

リクエストが行われた IP アドレス。サービスコンソールから行われたアクションの場合、報告される
アドレスは、コンソールウェブサーバーではなく、基礎となるカスタマーリソースのものです。AWS 
のサービスでは、DNS 名のみが表示されます。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

Note

AWS からのイベントの場合、このフィールドは通常 AWS Internal/# で、# は内部で使用
される数字です。

userAgent

AWS Management Console、AWS のサービス、AWS SDK または AWS CLI など、リクエストが行わ
れたエージェント。このフィールドの最大サイズは 1 KB です。この制限を超えるコンテンツは切り
捨てられます。以下は値の例です。
• signin.amazonaws.com – リクエストは、AWS Management Console で IAM ユーザーによって

行われました。
• console.amazonaws.com  – リクエストは、AWS Management Console でルートユーザーによ

り行われました。
• lambda.amazonaws.com – リクエストは AWS Lambda で行われました。
• aws-sdk-java – リクエストは AWS SDK for Java で行われました。
• aws-sdk-ruby – リクエストは AWS SDK for Ruby で行われました。
• aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5 – リクエストは Linux にインス

トールされた AWS CLI で行われました。

Note

AWS からのイベントの場合、このフィールドは通常 AWS Internal/# で、# は内部で使用
される数字です。

使用可能: 1.0 以降

オプション: True

errorCode

リクエストがエラーを返す場合、AWS のサービスエラー。このフィールドを示す例については、「エ
ラーコードとメッセージログの例 (p. 25)」を参照してください。このフィールドの最大サイズは 1 KB 
です。この制限を超えるコンテンツは切り捨てられます。

使用可能: 1.0 以降

オプション: True

errorMessage

リクエストがエラーを返す場合、エラーの説明。このメッセージには、認証エラーのメッセージが含
まれています。CloudTrail は、例外処理でサービスにより記録されたメッセージを取得します。例に
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ついては、「エラーコードとメッセージログの例 (p. 25)」を参照してください。このフィールドの最
大サイズは 1 KB です。この制限を超えるコンテンツは切り捨てられます。

Note

一部の AWS のサービスは、errorCode および errorMessage をイベントの最上位の
フィールドとして提供します。他の AWS のサービスでは、responseElements の一部とし
てエラー情報を提供します。

使用可能: 1.0 以降

オプション: True

requestParameters

リクエストとともに送信されたパラメータ (ある場合)。これらのパラメータは、該当する AWS の
サービスの API リファレンスドキュメントに記載されています。このフィールドの最大サイズは 100 
KB です。この制限を超えるコンテンツは切り捨てられます。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

responseElements

変更を行うアクションのレスポンスの要素 (アクションの作成、更新、削除)。アクションが状態を変
更しない場合 (例: オブジェクトの取得やリストのリクエスト)、この要素は省略されます。これらのア
クションは、該当する AWS のサービスの API リファレンスドキュメントに記載されています。この
フィールドの最大サイズは 100 KB です。この制限を超えるコンテンツは切り捨てられます。

responseElements 値は、AWS Support でリクエストをトレースするのに便利です。x-amz-
request-id および x-amz-id-2 の両方には、AWS Support でリクエストのトレースに役立つ情報
が含まれています。これらの値は、イベントを開始するリクエストへの応答としてサービスが返す値
と同じであるため、イベントをリクエストに一致させるために使用できます。

使用可能: 1.0 以降

オプション: False

additionalEventData

リクエストまたはレスポンスの一部ではないイベントに関する追加のデータ。このフィールドの最大
サイズは 28 KB です。この制限を超えるコンテンツは切り捨てられます。

このフィールドのサポートは、eventVersion 1.00 から開始されます。

使用可能: 1.0 以降

オプション: True

requestID

リクエストを識別する値。呼び出されているサービスがこの値を生成します。このフィールドの最大
サイズは 1 KB です。この制限を超えるコンテンツは切り捨てられます。

このフィールドのサポートは、eventVersion 1.01 から開始されます。
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使用可能: 1.01 以降

オプション: False

eventID

各イベントを一意に識別するために CloudTrail によって生成された GUID。この値を使用して、単一
のイベントを識別できます。たとえば、プライマリキーとして ID を使用し、検索可能なデータベース
からログデータを取得できます。

使用可能: 1.01 以降

オプション: False

eventType

イベントレコードを生成したイベントのタイプを識別します。これは、次のいずれかの値になりま
す。
• AwsApiCall – API が呼び出されました。
• AwsServiceEvent (p. 468) – サービスはトレイルに関連するイベントを生成しました。たとえ

ば、これは、自分が所有するリソースで別のアカウントが呼び出しをした場合に発生することがあ
ります。

• AwsConsoleAction - コンソールで API コールではないアクションが実行されました。
• AwsConsoleSignIn (p. 468) – アカウントのユーザー (root、IAM、フェデレーショ

ン、SAML、またはスイッチロール) が AWS Management Consoleにサインインしました。
• AwsCloudTrailInsight (p. 285) - Insights イベントが証跡に対して有効になっている場合、

リソースプロビジョニングのスパイクや AWS Identity and Access Management (IAM) アクションの
バーストなどの異常なオペレーションアクティビティを CloudTrail が検出した場合に CloudTrail が 
Insights イベントを生成します｡

AwsCloudTrailInsight イベントは次のフィールドを使用しません:
• eventName
• eventSource
• sourceIPAddress
• userAgent
• userIdentity

使用可能: 1.02 以降

オプション: False

apiVersion

AwsApiCalleventType 値に関連付けられた API バージョンを識別します。

使用可能: 1.01 以降

オプション: True

managementEvent

イベントが管理イベントかどうかを識別するブール値。eventVersion が 1.06 以上で、イベントタ
イプが次のいずれかである場合、managementEvent がイベントレコードに表示されます。
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• AwsApiCall

• AwsConsoleAction

• AwsConsoleSignIn

• AwsServiceEvent

使用可能: 1.06 以降

オプション: True

readOnly

この操作が、読み取り専用オペレーションであるかどうかを識別します。これは、以下の値のいずれ
かになります。
• true – オペレーションは読み取り専用です (例:DescribeTrails)。
• false – オペレーションは書き込み専用です (例:DeleteTrail)。

使用可能: 1.01 以降

オプション: True

resources

イベントでアクセスされたリソースのリスト。このフィールドには以下の情報が含まれます。
• リソース ARN
• リソース所有者のアカウント ID
• 以下の形式でのリソースタイプ識別子 : AWS::aws-service-name::data-type-name

たとえば、AssumeRole イベントが記録されると、resources フィールドは次のようになります。
• ARN: arn:aws:iam::123456789012:role/myRole
• アカウント ID: 123456789012
• リソースタイプ識別子 : AWS::IAM::Role

resources フィールドのあるログの例については、IAM ユーザーガイドの「CloudTrail ログファイ
ルの AWS STS API イベント」または AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「AWS 
KMS API コールのログ記録」を参照してください。

使用可能: 1.01 以降

オプション: True

recipientAccountId

このイベントを受信したアカウント ID を表します。recipientAccountID は CloudTrail 
userIdentity エレメント (p. 453) accountId とは異なる場合があります。これは、クロスアカ
ウントのリソースへのアクセスで発生することがあります。例えば、AWS KMS key とも呼ばれる 
KMS キーが別のアカウントで使用されて、暗号化 APIが呼び出された場合、accountId の値と
recipientAccountID の値は、呼び出しを行ったアカウントに配信されるイベントでは同じになり
ますが、KMS キーを所有するアカウントに配信されるイベントでの値は異なります。

使用可能: 1.02 以降
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オプション: True

serviceEventDetails

イベントをトリガーしたものとその結果を含むサービスイベントを識別します。詳細については、
「AWS サービスイベント (p. 468)」を参照してください。このフィールドの最大サイズは 100 KB 
です。この制限を超えるコンテンツは切り捨てられます。

使用可能: 1.05 以降

オプション: True

sharedEventID

異なる AWS アカウントに送信される同じ AWS アクションから CloudTrail イベントを一意に識別す
るために CloudTrail によって生成された GUID。

例えば、アカウントが別のアカウントに属する AWS KMS key を使用する場合、KMS キーを使用し
たアカウントと KMS キーを所有するアカウントは、同じアクションに対して別々の CloudTrail イ
ベントを受け取ります。この AWS アクションに対して配信される各 CloudTrail イベントは、同じ
sharedEventID を共有しますが、一意の eventID および recipientAccountID もあります。

詳細については、「sharedEventID の例 (p. 447)」を参照してください。

Note

sharedEventID フィールドは、CloudTrail イベントが複数のアカウントに配信された場合
にのみ表示されます。発信者と所有者が同じ AWS アカウントの場合、CloudTrail は 1 つの
イベントのみを送信し、sharedEventID フィールドはありません。

使用可能: 1.03 以降

オプション: True

vpcEndpointId

VPC から Amazon S3 などの別の AWS のサービスへのリクエストが行われた VPC エンドポイントを
識別します。

使用可能: 1.04 以降

オプション: True
eventCategory

LookupEvents コールで使用されるイベントカテゴリが表示されます。
• 管理イベントの場合、値は Management です。
• データイベントの場合、値は Data です。
• Insights イベントの場合、値は Insight です。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
addendum

イベントの配信が遅れた場合、またはイベントの記録後に既存のイベントに関する追加情報が使用可
能になった場合、補遺フィールドにはイベントが遅れた理由に関する情報が表示されます。既存のイ
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ベントから情報が欠落している場合、補遺フィールドには、不足している情報と、不足している理由
が表示されます。内容は以下が含まれます。
• reason - イベントまたはその内容の一部が欠落していた理由。値は以下のいずれかです。

• DELIVERY_DELAY - イベントの配信に遅延がありました。これは、高いネットワークトラフィッ
ク、接続性の問題、または CloudTrail サービスの問題が原因である可能性があります。

• UPDATED_DATA - イベントレコードのフィールドが見つからないか、正しくない値がありまし
た。

• SERVICE_OUTAGE - CloudTrail にイベントを記録するサービスが停止し、CloudTrail にイベント
を記録できませんでした。これは非常にまれです。

• updatedFields - 補遺によって更新されるイベントレコードフィールド。これは、理由が
UPDATED_DATA の場合にのみ提供されます。

• originalRequestID - リクエストの元の一意の ID。これは、理由が UPDATED_DATA の場合にの
み提供されます。

• originalEventID - 元のイベントの ID。これは、理由が UPDATED_DATA の場合にのみ提供され
ます。

使用可能: 1.08 以降

オプション: True
sessionCredentialFromConsole

イベントが AWS Management Console セッションから生じたかどうかを表示します｡ このフィール
ドは、値が true でなければ表示されません。つまり、API コールを行うために使用されたクライア
ントは、プロキシまたは外部クライアントのいずれかでなければ表示されません。プロキシクライア
ントが使用された場合、tlsDetails イベントフィールドは表示されません。

使用可能: 1.08 以降

オプション: True
edgeDeviceDetails

リクエストのターゲットであるエッジデバイスに関する情報を表示します。現在、S3 Outposts デ
バイスイベントには、このフィールドが含まれます。このフィールドの最大サイズは 28 KB です。こ
の制限を超えるコンテンツは切り捨てられます。

使用可能: 1.08 以降

オプション: True
tlsDetails

Transport Layer Security (TLS) バージョン、暗号スイート、およびサービス API コールで使用され
るクライアント提供のホスト名の完全修飾ドメイン名 (FQDN) (通常はサービスエンドポイントの 
FQDN) に関する情報を表示します。CloudTrail は、予想される情報が見つからないか空の場合、TLS 
の詳細の一部を記録します。例えば、TLS のバージョンと暗号スイートが存在するが、HOST ヘッ
ダーが空の場合、利用可能な TLS の詳細が CloudTrail イベントに記録されます。TLS の詳細を 
CloudTrail に記録するサービスの詳細については、「CloudTrail で TLS の詳細をサポートするサービ
ス (p. 448)」を参照してください。

sessionCredentialFromConsole が true の値を持つ場合、tlsDetails は、API コールを行う
ために外部クライアントが使用された場合にのみイベントレコードに存在します。
• tlsVersion - リクエストの TLS バージョン。
• cipherSuite - リクエストの暗号スイート (使用されるセキュリティアルゴリズムの組み合わせ)。
• clientProvidedHostHeader - サービス API コールで使用されるクライアント提供のホスト名 

(通常はサービスエンドポイントの FQDN)。
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使用可能: 1.08 以降

オプション: True

Insights イベントのレコードフィールド
インサイトイベントの JSON 構造に表示される属性を以下に示します。管理イベントやデータイベントと
は異なります。

sharedEventId

CloudTrail イベントの管理タイプおよびデータタイプの sharedEventID とは異なるCloudTrail 
Insights イベントの sharedEventID。Insights イベントでは、sharedEventID は Insights イベント
を一意に識別するために CloudTrail Insights によって生成される GUID です。sharedEventID は、
開始イベントと終了イベントの間で共通しており、両方のイベントを接続して異常なアクティビティ
を一意に識別するのに役立ちます。sharedEventID は、全体的なインサイトイベント ID と考えるこ
とができます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

insightDetails

インサイトイベントのみ。イベントソース、ユーザーエージェント、統計情報、API 名、イベン
トがインサイトイベントの開始か終了かなど、インサイトイベントの基礎となるトリガーに関す
る情報を示します。insightDetails ブロックの内容の詳細については、「CloudTrail Insights
insightDetails 要素 (p. 462)」を参照してください。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

sharedEventID の例
以下の例では、CloudTrail が同じアクションに対して 2 つのイベントをどのように提供するかを説明しま
す。

1. Alice は AWS アカウント (111111111111) を持っており、AWS KMS key を作成します。彼女はこの 
KMS キーの所有者です。

2. Bob は AWS アカウント (222222222222) を持っています。Alice は、Bob に KMS キーの使用を許可
します。

3. 各アカウントにはトレイルおよび別のバケットがあります。
4. Bob は、KMS キーを使用して Encrypt API を呼び出します。
5. CloudTrail は、2 つの別々のイベントを送信します。

• 1 つのイベントが Bob に送信されます。このイベントは、Bob が KMS キーを使用したことを示し
ます。

• 1 つのイベントが Alice に送信されます。このイベントは、Bob が KMS キーを使用したことを示し
ます。

• イベントと同じ sharedEventID ですが、eventID および recipientAccountID は一意です。
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CloudTrail Insights での共有イベント ID
CloudTrail イベントの管理タイプおよびデータタイプの sharedEventID とは異なるCloudTrail 
Insights イベントの sharedEventID。Insights イベントでは、sharedEventID はインサイトイベ
ントの開始および終了ペアを一意に識別するために CloudTrail Insights によって生成される GUID で
す。sharedEventID は、開始インサイトイベントと終了インサイトイベントの間で共通しており、両方
のイベントの相関関係を作成して異常なアクティビティを一意に識別するのに役立ちます。

sharedEventID は、全体的なインサイトイベント ID と考えることができます。

CloudTrail で TLS の詳細をサポートするサービス
AWS は、すべての AWS サービス API エンドポイントの TLS 構成を TLS バージョン 1.2 以上に更新し
ています。詳細については、ブログの投稿「TLS 1.2 がすべての AWS API エンドポイントにとって最低
の TLS プロトコルレベルになる」を参照してください。それぞれの CloudTrail レコードの tlsDetails
構造には、TLS バージョン、暗号スイート、およびサービス API コールで使用されるクライアント提供
のホスト名 (通常はサービスエンドポイントの完全修飾名 (FQDN)) が含まれます。その後、レコード内の
データを使用して、TLS 1.0 または 1.1 のコールを担当するクライアントソフトウェアを特定し、それに
応じて更新することができます。AWS サービスの約半分は現在、CloudTrail tlsDetails フィールドで 
TLS 情報を提供しています。次の表に、CloudTrail レコードで TLS 情報を表示する AWS サービスを示し
ます。

TLS の詳細をサポートするサービス

Alexa for Business
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TLS の詳細をサポートするサービス

AWS アクティブ化

AWS AppConfig

AWS App Mesh

AWS App Runner

Amazon AppStream 2.0

AWS Auto Scaling

AWS Backup

AWS Backup ゲートウェイ

AWS Billing

AWS Certificate Manager

AWS Cloud9

Amazon Cloud Directory

AWS CloudFormation

Amazon CloudFront

AWS Cloud Map

Amazon CloudSearch

AWS CloudTrail

Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch Application Insights

Amazon CloudWatch Events

Amazon CloudWatch Logs

AWS CodeArtifact

AWS CodeBuild

AWS CodeCommit

AWS CodeDeploy

AWS CodePipeline

AWS CodeStar

AWS CodeStar Connections

Amazon Comprehend

Amazon Comprehend Medical

AWS Compute Optimizer
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TLS の詳細をサポートするサービス

Amazon Connect Voice ID

AWS Control Tower

AWS Cost and Usage Report

AWS Cost Explorer

AWS Database Migration Service (DMS)

AWS Data Pipeline

AWS DataSync

AWS DeepRacer

AWS Device Farm

AWS Diode

AWS Direct Connect

AWS Directory Service

Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX)

Amazon Elastic Block Store (EBS)

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

Amazon EC2 Instance Connect

Amazon Elastic Container Registry (ECR)

Amazon Elastic Container Registry (ECR) Public

Amazon Elastic Container Service (ECS)

Amazon ElastiCache

Amazon Elastic File System (EFS)

Amazon Elastic Transcoder

AWS Elastic Load Balancing (ELB)

AWS Elastic Load Balancing (ELBV2)

AWS Elemental MediaStore

Amazon EMR

Amazon EventBridge

AWS Firewall Manager

Amazon Forecast

Amazon Fraud Detector
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TLS の詳細をサポートするサービス

Amazon FSx

Amazon GameLift

AWS Global Accelerator

AWS Glue (Lake Formation)

Amazon HealthLake

AWS Identity and Access Management (IAM)

AWS アイデンティティストア

Amazon Inspector

AWS IoT Analytics

AWS IoT Core

AWS IoT Events

AWS IoT Secure Tunneling

AWS IoT SiteWise

AWS IoT Wireless

Amazon Kendra

AWS Key Management Service (KMS)

Amazon Kinesis

Amazon Kinesis Data Analytics

Amazon Kinesis Data Firehose

Amazon Kinesis Data Streams

Amazon Kinesis Video Streams

AWS Lambda

AWS License Manager

Amazon Lightsail

Amazon Lookout for Equipment

Amazon Machine Learning

Amazon Managed Service for Prometheus

AWS Managed Services

AWS Marketplace Commerce Analytics

AWS Marketplace 検出

AWS Marketplace Entitlement Service
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TLS の詳細をサポートするサービス

AWS Marketplace Metering Service

Amazon Mechanical Turk

Amazon MemoryDB for Redis

AWS Migration Hub

AWS Network Firewall

Amazon OpenSearch Service

AWS OpsWorks CM

AWS Organizations

Amazon Polly

AWS の料金表

AWS Private Certificate Authority

AWS Proton

Amazon QuickSight

Amazon Redshift

Amazon Rekognition

Amazon Relational Database Service (RDS)

Amazon Relational Database Service (RDS) Data API

AWS Resource Groups のタグ付け

Amazon Route 53

Amazon Route 53 ドメイン

Amazon Route 53 Resolver

Amazon SageMaker

Amazon SageMaker-Edge

AWS Secrets Manager

AWS Security Token Service (STS)

AWS Service Catalog

AWS Service Quotas

AWS Shield

Amazon SimpleDB

Amazon Simple Email Service (SES)

Amazon Simple Notification Service (SNS)
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TLS の詳細をサポートするサービス

Amazon Simple Queue Service (SQS)

Amazon Simple Storage Service (S3)

Amazon S3 Glacier

Amazon Simple Workflow Service (SWF)

AWS Snowball

AWS Step Functions

AWS Storage Gateway

AWS Support

AWS Systems Manager

Amazon Textract

Amazon Timestream

Amazon Transcribe ストリーミングサービス

AWS Transfer Family

Amazon Translate

AWS Trusted Advisor

AWS WAF

Amazon WorkDocs

Amazon WorkMail

Amazon WorkMail Message Flow

Amazon WorkSpaces

AWS X-Ray

CloudTrail userIdentity エレメント
AWS Identity and Access Management (IAM) は、さまざまなタイプの ID を提供します。userIdentity
エレメントには、リクエストを行った IAM アイデンティティのタイプとどの認証情報が使用されたかに関
する詳細が含まれます。一時的認証情報が使用された場合、エレメントは、認証情報がどのように取得さ
れたかを示します。

目次
• 例 (p. 454)
• フィールド (p. 454)
• SAML とウェブ ID フェデレーションを使用する AWS STS API の値 (p. 459)
• AWS STS ソースアイデンティティ (p. 460)
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例
IAM ユーザー認証情報を使用する userIdentity

次の例は、userIdentity という名前の IAM ユーザー認証情報で行われた単純なリクエストの Alice エ
レメントを示しています。

"userIdentity": { 
  "type": "IAMUser", 
  "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE", 
  "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice", 
  "accountId": "123456789012", 
  "accessKeyId": "", 
  "userName": "Alice"
}

一時的セキュリティ認証情報を使用する userIdentity

次の例は、IAM ロールを引き受けることにより取得した一時的セキュリティ認証情報を使用して行われた
リクエストの userIdentity エレメントを示しています。エレメントには、認証情報を取得するために
引き受けられたロールに関する追加の情報の詳細が含まれています。

"userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AROAIDPPEZS35WEXAMPLE:AssumedRoleSessionName", 
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/RoleToBeAssumed/MySessionName", 
    "accountId": "123456789012", 
    "accessKeyId": "", 
    "sessionContext": { 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "20131102T010628Z" 
      }, 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AROAIDPPEZS35WEXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleToBeAssumed", 
        "accountId": "123456789012", 
        "userName": "RoleToBeAssumed" 
      } 
    }
}

フィールド
以下のフィールドは userIdentity エレメントに表示されます。

type

ID のタイプ。以下の値を指定できます。
• Root – リクエストは、AWS アカウント 認証情報で作成されました。userIdentity タイプが
Root で、アカウントのエイリアスを設定した場合、userName フィールドには、アカウントエイ
リアスが含まれます。詳細については、「AWS アカウント ID とそのエイリアス」を参照してくだ
さい。

• IAMUser – リクエストが IAM ユーザーの認証情報を使用して行われました。
• AssumedRole – リクエストは、AWS Security Token Service (AWS STS) AssumeRole API を呼び

出すことによってロールで取得された一時的なセキュリティ認証情報を使用して行われました。こ
れには、Amazon EC2 のロールとクロスアカウント API アクセスを含めることができます。
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• Role— リクエストは、特定の許可を持つ永続的な IAM アイデンティティを使用して行われまし
た。ロールセッションの発行者は常にロールです。ロールの詳細については、IAM ユーザーガイド
の「ロールに関する用語と概念」を参照してください。

• FederatedUser – リクエストは、AWS STS GetFederationToken API を呼び出すことで取得し
た一時的なセキュリティ認証情報で行われました。sessionIssuer エレメントは、API がルート
または IAM ユーザー認証情報で呼び出されたかどうかを示します。

一時的なセキュリティ認証情報の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM の一時的なセキュ
リティ認証情報」を参照してください。

• Directory — リクエストがディレクトリサービスに対して行われ、タイプが不明です。ディレク
トリサービスには、Amazon WorkDocs と Amazon QuickSight が含まれます。

• AWSAccount - リクエストは、別の AWS アカウント によって行われました。
• AWSService – リクエストは AWS のサービス に属している AWS アカウント によって行われま

した。例えば、AWS Elastic Beanstalk は、アカウントで IAM ロールを引き受けて、ユーザーに代
わって他の AWS のサービス を呼び出すようにします。

• Unknown — リクエストは、CloudTrail が判断できないアイデンティティタイプで作成されました。

オプション: False

所有する IAM ロールを使用するクロスアカウントアクセスがある場合、AWSAccount と
AWSService が、ログに type として表示されます。

例: 別の AWS アカウントによって開始されたクロスアカウントアクセス

1. アカウントには、IAM ロールがあります。
2. 別の AWS アカウントは、アカウントのロールを引き受けるためにそのロールに切り替わりま

す。
3. IAM ロールを所有しているため、他のアカウントがロールを引き受けたことを示すログを受信し

ます。type は、AWSAccount です。ログエントリの例については、「CloudTrail ログファイル
内の AWS STS API イベント」を参照してください。

例: AWS サービスによって開始されたクロスアカウントアクセス

1. アカウントには、IAM ロールがあります。
2. AWS サービスによって所有された AWS アカウントは、ロールを引き受けます。
3. IAM ロールを所有しているため、AWS サービスがロールを引き受けたことを示すログを受信しま

す。type は、AWSService です。

userName

呼び出しを行った ID のフレンドリ名。userName に表示される値は、type の値に基づいています。
次の表は、type と userName の関係を示しています。

type userName 説明

Root (エイリアスセット
なし)

なし AWS アカウント にエイリアスを設定していない場
合、userName フィールドは表示されません。ア
カウントエイリアスの詳細については、「AWS ア
カウント ID とそのエイリアス」を参照してくださ
い。Root は、ユーザー名ではなく ID の種類である
ため、userName フィールドには、Root を含むこと
ができないことに注意してください。
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type userName 説明

Root (エイリアスセット) アカウントエイ
リアス

AWS アカウント エイリアスの詳細について
は、AWS アカウント ID とそのエイリアスを参照し
てください。

IAMUser IAM ユーザーの
ユーザー名

 

AssumedRole なし AssumedRole タイプの場
合、sessionIssuer (p. 458) エレメントの一部と
して、sessionContext 内の userName フィール
ドを見つけることができます。エントリの例につい
ては、「例 (p. 454)」を参照してください。

Role ユーザー定義 sessionContext および sessionIssuer セク
ションには、ロールのセッションを発行した ID 関す
る情報が含まれています。

FederatedUser なし sessionContext および sessionIssuer セク
ションには、フェデレーションユーザーのセッショ
ンを発行した ID 関する情報が含まれています。

Directory 存在する場合が
あります

例えば、値は、アカウントエイリアスまたは関連す
る AWS アカウント ID の E メールアドレスの場合が
あります。

AWSService なし  

AWSAccount なし  

Unknown 存在する場合が
あります

例えば、値は、アカウントエイリアスまたは関連す
る AWS アカウント ID の E メールアドレスの場合が
あります。

オプション: True

Note

userName フィールドには、記録されたイベントが正しくないユーザー名の
入力によって引き起こされたコンソールサインインの失敗である場合、文字列
HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS が入ります。次の例のように、テキストに機密情報
が含まれている可能性があるため、CloudTrail は、この場合コンテンツを記録しません。
• ユーザーが誤ってユーザー名フィールドにパスワードを入力した。
• ユーザーが AWS アカウントのサインインページのリンクをクリックしたが、別のアカウ

ントのアカウント情報を入力した。
• ユーザーが、個人の E メールアカウント、銀行のサインイン ID、その他のプライベート 

ID のアカウント名を誤って入力した。
principalId

呼び出しを行ったエンティティの一意の識別子 一時的セキュリティ認証情報で行われたリクエストの
場合、この値には、AssumeRole、AssumeRoleWithWebIdentity、GetFederationToken API 
呼び出しに渡されるセッション名が含まれます。

オプション: True
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arn

呼び出しを行ったプリンシパルの Amazon リソースネーム (ARN)。arn の最後のセクションには、呼
び出しを行ったユーザーまたはロールが含まれています。

オプション: True
accountId

リクエストに対するアクセス許可を付与したエンティティを所有するアカウント。リクエストが、一
時的なセキュリティ認証情報で行われた場合、これは、認証情報を取得するために使用された IAM 
ユーザーまたはロールを所有するアカウントです。

オプション: True
accessKeyId

リクエストに署名するために使用された アクセスキー ID。リクエストが、一時的セキュリティ認
証情報で行われた場合、これは、一時的認証情報のアクセスキー IDです。セキュリティ上の理由か
ら、accessKeyId が存在しないか、空の文字列として表示される可能性があります。

オプション: True
sessionContext

リクエストが、一時的なセキュリティ認証情報を使用して行われた場合、sessionContext はこれ
らの認証情報のために作成されたセッションに関する情報を提供します。一時的認証情報を返す API 
を呼び出すと、セッションを作成できます。また、ユーザーはコンソールで作業する際に、セッショ
ンを作成し、多要素認証を含む API を使用してリクエストを行います。この要素には、次の属性があ
ります。
• creationDate – 一時的セキュリティ認証情報が発行された日付と時刻。ISO 8601 の基本表記で

表されます。
• mfaAuthenticated – また、リクエストに認証情報が使用されたルートユーザーまたは IAM ユー

ザーも、MFA デバイスで認証された場合、この値は、true です。そうでない場合は、false で
す。

• sourceIdentity - このトピックの「AWS STS ソースアイデンティティ (p. 460)」を参照して
ください。sourceIdentity フィールドは、ユーザーがアクションを実行するために IAM ロー
ルを引き受けるときにイベントで発生します。sourceIdentity は、リクエストを行う元のユー
ザーアイデンティティを識別します。そのユーザーのアイデンティティが IAM ユーザー、IAM ロー
ル、SAML ベースのフェデレーションで認証されたユーザー、OpenID Connect (OIDC) 準拠のウェ
ブ ID フェデレーションで認証されたユーザーのいずれであるかを示します。ソースアイデンティ
ティ情報を収集するよう AWS STS を設定することに関する詳細は、「IAM ユーザーガイド」の
「予測されるロールで実行されるアクションのモニタリングと制御」を参照してください。

• ec2RoleDelivery – Amazon EC2 インスタンスメタデータサービスバージョン 1 (IMDSv1) に
よって認証情報が提供された場合、値は 1.0 です。新しい IMDS スキームを使用して認証情報が提
供された場合、値は 2.0 です。

Amazon EC2 インスタンスメタデータサービス (IMDS) によって提供される AWS 認証情報に
は、ec2:RoleDelivery IAM コンテキストキーが含まれます。このコンテキストキーを使用すると、
コンテキストキーを IAM ポリシー、リソースポリシー、または AWS Organizations サービスコン
トロールポリシーの条件として使用することで、サービスごとに、またはリソースごとに新しいス
キームを使用させることが簡単になります。詳細については、「Amazon EC2 User Guide for Linux 
Instances」(Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド) の「Instance metadata and user 
data」(インスタンスメタデータとユーザーデータ) を参照してください。

オプション: True
invokedBy

Amazon EC2 Auto Scaling や AWS Elastic Beanstalk など、リクエストを行った AWS のサービス の
名前。

Version 1.0
457

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_control-access_monitor.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-metadata.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-metadata.html


AWS CloudTrail ユーザーガイド
フィールド

オプション: True
sessionIssuer

リクエストが一時的なセキュリティ認証情報を使用して行われた場合、sessionIssuerはユーザー
が認証情報を取得した方法に関する情報を提供します。たとえば、ユーザーがロールを引き受けるこ
とで一時的セキュリティ認証情報を取得した場合、このエレメントは、引き受けたロールに関する情
報を提供します。ユーザーが AWS STS GetFederationToken を呼び出すためのルートまたは IAM 
ユーザー認証情報で認証情報取得した場合、エレメントは、ルートアカウントまたは IAM ユーザーに
関する情報を提供します。この要素には、次の属性があります。
• type – Root、IAMUser、Role などの一時的セキュリティ認証情報のソース。
• userName – セッションを発行したユーザーまたはロールのフレンドリ名。表示される値

は、sessionIssuer ID type によって異なります。次の表は、sessionIssuer type と
userName の関係を示しています。

sessionIssuer type userName 説明

Root (エイリアスセット
なし)

なし アカウントのエイリアスを設定していない場
合、userName フィールドは表示されません。AWS 
アカウント エイリアスの詳細については、AWS ア
カウント ID とそのエイリアスを参照してくださ
い。Root は、ユーザー名ではなく ID の種類である
ため、userName フィールドには、Root を含むこ
とができないことに注意してください。

Root (エイリアスセッ
ト)

アカウントエイ
リアス

AWS アカウント エイリアスの詳細については、
「AWS アカウント ID とそのエイリアス」を参照し
てください。

IAMUser IAM ユーザーの
ユーザー名

これは、フェデレーションユーザーが、IAMUser
によって発行されたセッションを使用している場合
にも適用されます。

Role ロール名 ロールセッションで IAM ユーザー、AWS のサービ
ス 、またはウェブ ID フェデレーティッドユーザー
によって引き継がれるロール。

• principalId – 認証情報を取得するために使用されたエンティティの内部 ID。
• arn – 一時的セキュリティ認証情報を取得するために使用されたソース (アカウント、IAM ユー

ザー、ロール) のARN。
• accountId – 認証情報を取得するために使用されたエンティティを所有するアカウント。

オプション: True
webIdFederationData

リクエストが、ウェブ ID フェデレーションによって取得された一時的セキュリティ認証情報で行わ
れた場合、webIdFederationData は ID プロバイダーに関する情報を一覧表示します。この要素に
は、次の属性があります。
• federatedProvider – ID プロバイダーのプリンシパル名 (たとえば、Login with Amazon の場合

は、www.amazon.com、Google の場合は、accounts.google.com)。
• attributes – プロバイダーからレポートされるアプリケーションの ID とユーザー ID (たとえ

ば、Login with Amazon の場合は、www.amazon.com:app_id と www.amazon.com:user_id)。

オプション: True
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SAML とウェブ ID フェデレーションを使用する AWS 
STS API の値
AWS CloudTrail は、Security Assertion Markup Language (SAML) とウェブ ID フェデレーションで行
われた AWS Security Token Service (AWS STS) API コールのログ記録をサポートします。ユーザー
がAssumeRoleWithSAML と AssumeRoleWithWebIdentity API への呼び出しを行うと、CloudTrail 
は、コールを記録し、イベントを Amazon S3 バケットに配信します。

これらの API の userIdentity エレメントには、次の値が含まれています。

type

ID のタイプ。
• SAMLUser – リクエストは、SAML アサーションを使用して行われました。
• WebIdentityUser – リクエストは、ウェブ ID フェデレーションプロバイダーによって行われまし

た。
principalId

呼び出しを行ったエンティティの一意の識別子
• SAMLUser の場合、これは、saml:namequalifier キーと saml:sub キーの組み合わせです。
• WebIdentityUser の場合は、これは、発行者、アプリケーション ID、ユーザー ID の組み合わせ

です。
userName

呼び出しを行った ID の名前。
• SAMLUser の場合、これは、saml:sub キーです。
• WebIdentityUser の場合、これはユーザー ID です。

identityProvider

外部 ID プロバイダーのプリンシパル名。このフィールドは、SAMLUser または WebIdentityUser
タイプに対してのみ表示されます。
• SAMLUser の場合、これは、SAML アサーションの saml:namequalifier キーです。
• WebIdentityUser の場合、これは、ウェブ ID フェデレーションプロバイダーの発行者の名前で

す。これは、次のように設定したプロバイダーになります。
• cognito-identity.amazon.com Amazon Cognito for iOS
• Login with Amazon の場合 www.amazon.com
• Google の場合 accounts.google.com
• Facebook の場合 graph.facebook.com

AssumeRoleWithWebIdentity アクションの userIdentity エレメントの例を次に示します。

"userIdentity": { 
    "type": "WebIdentityUser", 
    "principalId": "accounts.google.com:application-id.apps.googleusercontent.com:user-id", 
    "userName": "user-id", 
    "identityProvider": "accounts.google.com" 
  }

SAMLUser と WebIdentityUser タイプに対する userIdentity エレメントの表示方法のログの例につ
いては、「AWS CloudTrail による IAM と AWS STS API 呼び出しをログに記録」を参照してください。
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AWS STS ソースアイデンティティ
IAM 管理者は、AWS Security Token Service を設定して、ロールを引き受けるために一時的な認証情報を
使用するときに、ユーザーが自分のアイデンティティを指定するように要求します。sourceIdentity
フィールドは、ユーザーが IAM ロールを引き受けるとき、または引き受けたロールでアクションを実行す
るときに、イベントで発生します。

sourceIdentity フィールドは、リクエストを行う元のユーザーアイデンティティを識別します。そ
のユーザーのアイデンティティが IAM ユーザー、IAM ロール、SAML ベースのフェデレーションを使
用して認証されたユーザー、OpenID Connect (OIDC) 準拠のウェブ ID フェデレーションを使用して認
証されたユーザーのいずれであるかを示します。IAM 管理者が AWS STS を設定した後、CloudTrail が
sourceIdentity 情報をイベントレコード内の次のイベントと場所に保存します。

• AWS STS AssumeRole、AssumeRoleWithSAML または AssumeRoleWithWebIdentity は、ロー
ルを引き受けるときにユーザアイデンティティが行う呼び出しです。sourceIdentity は、AWS STS 
コールの requestParameters ブロック内にあります。

• AWS STS AssumeRole、AssumeRoleWithSAML または AssumeRoleWithWebIdentity は、ロール
を使用して別のロールを引き受ける場合に、ユーザーアイデンティティが行う呼び出しをロール連鎖で
行います。sourceIdentity は、AWS STS コールの requestParameters ブロックを呼び出しま
す。

• ロールを引き受け、AWS STS によって割り当てられた一時認証情報を使用しながらユーザーアイ
デンティティが行う AWS サービスの API コール。サービス API イベントでは、sourceIdentity
は、sessionContext ブロックにあります。例えば、ユーザーアイデンティティによって新しい S3 
バケットが作成された場合、sourceIdentity は、CreateBucket イベントの sessionContext ブ
ロックで発生します。

ソースアイデンティティ情報を収集するよう AWS STS を設定する方法については、IAM ユーザーガイ
ドの「予測されるロールで実行されるアクションのモニタリングと制御」を参照してください。CloudTrail 
に記録された AWS STS イベントについての詳細は、IAM ユーザーガイドの「AWS CloudTrail での IAM 
ログ記録と AWS STS API コール」の。

以下は、sourceIdentity フィールドを表示するイベントのスニペットの例です。

requestParameters セクションの例

次のイベントスニペット例では、ユーザーが AWS STS AssumeRole リクエストを作成し、
ここでは source-identity-value-set でソース ID を設定します。ユーザーは、ロール 
ARN arn:aws:iam::123456789012:role/Assumed_Role で表されるロールを引き受けま
す。sourceIdentity フィールドが requestParameters イベントのブロックです。

"eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AWSAccount", 
        "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE", 
        "accountId": "123456789012" 
    }, 
    "eventTime": "2020-04-02T18:20:53Z", 
    "eventSource": "sts.amazonaws.com", 
    "eventName": "AssumeRole", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "203.0.113.64", 
    "userAgent": "aws-cli/1.16.96 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.12.86", 
    "requestParameters": { 
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Assumed_Role", 
        "roleSessionName": "Test1", 
        "sourceIdentity": "source-identity-value-set", 
    },
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responseElements セクションの例

次のイベントスニペット例では、ユーザーがと Developer_Role いう名前のロールを引き受けるた
めの AWS STS AssumeRole リクエストし、ソースアイデンティティである Admin を設定します。
ユーザーは、ロール ARN arn:aws:iam::111122223333:role/Developer_Role で表される
ロールを引き受けます。sourceIdentity フィールドは、イベントの requestParameters およ
び responseElements 両方のブロックで表示されます。ロールを引き受けるために使用される一時
的な認証情報、セッショントークン文字列、引き受けるロール ID、セッション名、セッション ARN 
は、responseElements ブロックで、ソースアイデンティティとともに表示されます。

    "requestParameters": { 
        "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Developer_Role", 
        "roleSessionName": "Session_Name", 
        "sourceIdentity": "Admin" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "credentials": { 
            "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "expiration": "Jan 22, 2021 12:46:28 AM", 
            "sessionToken": "XXYYaz... 
                             EXAMPLE_SESSION_TOKEN 
                             XXyYaZAz" 
        }, 
        "assumedRoleUser": { 
            "assumedRoleId": "AROACKCEVSQ6C2EXAMPLE:Session_Name", 
            "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Developer_Role/Session_Name" 
        }, 
        "sourceIdentity": "Admin" 
    }
...

sessionContext セクションの例

次のイベントスニペットの例では、ユーザーは AWS サービス API を呼び出すために DevRole と
いう名前のロールを引き受けます。ユーザーは、ソースアイデンティティを設定します。ここでは
source-identity-value-set を例としてあげます。sourceIdentity フィールドはイベントの
userIdentity ブロック内では sessionContext ブロックにあります。

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AROAJ45Q7YFFAREXAMPLE: Dev1", 
    "arn": "arn: aws: sts: : 123456789012: assumed-role/DevRole/Dev1", 
    "accountId": "123456789012", 
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AROAJ45Q7YFFAREXAMPLE", 
        "arn": "arn: aws: iam: : 123456789012: role/DevRole", 
        "accountId": "123456789012", 
        "userName": "DevRole" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2021-02-21T23: 46: 28Z" 
      }, 
      "sourceIdentity": "source-identity-value-set" 
    } 
  }
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}

CloudTrail Insights insightDetails 要素
AWS CloudTrail Insights イベントレコードには、JSON 構造の他の CloudTrail イベントとは異なるフィー
ルドが含まれます。これは、ペイロードと呼ばれることもあります。CloudTrail Insights イベントレコード
には、イベントソース、ユーザーアイデンティティ、ユーザーエージェント、履歴平均またはベースライ
ン、統計情報、API 名、イベントが Insights イベントを開始するか終了するかなど、Insights イベントの基
本的なトリガーについての情報を含む insightDetails ブロックが含まれています。insightDetails
ブロックには、以下の情報が含まれています。

• state - Insights イベントが開始または終了の Insights イベントであるかどうか。ここには、Start ま
たは End が表示されます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• eventSource - ec2.amazonaws.com などの異常なアクティビティのソースであった AWS サービス

エンドポイント。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• eventName - Insights イベントの名前。通常、異常なアクティビティのソースであった API の名前。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• insightType - Insights イベントのタイプ。この値は ApiCallRateInsight または
ApiErrorRateInsight　となります。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• insightContext -

AWS ツール (ユーザーエージェントと呼ばれる)、IAM ユーザーおよびロール（ユーザーアイデンティ
ティと呼ばれる)、および CloudTrail が Insights イベントを生成するために分析したイベントに関連付け
られたエラーコードに関する情報。また、この要素には、Insights イベントの異常なアクティビティが
ベースラインまたは通常のアクティビティとどのように比較されるかを示す統計も含まれます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• statistics - ベースラインに関するデータ、ベースライン期間中に測定されたアカウントによるサ

ブジェクト API への呼び出しまたはエラーの一般的な平均率、Insights イベントの最初の 1 分間に 
Insights イベントをトリガーしたコールまたはエラーの平均率、および Insights イベントの継続時間 
(分)、およびベースラインの継続時間 (分) 測定期間が含まれます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• baseline - Insights イベントの開始前の 7 日間に計算された、アカウントの Insights イベントのサ

ブジェクト API のベースライン期間中の 1 分あたりの API コールまたはエラーの平均数。　

使用可能: 1.07 以降
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オプション: False
• insight -

Insights イベントの開始の場合、この値は、異常なアクティビティの開始時の 1 分あたりの API 
コールまたはエラーの平均数です。終了 Insights イベントの場合、この値は、異常なアクティビ
ティの期間中の 1 分あたりの API コールまたはエラーの平均数です。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• insightDuration - Insights イベントの期間 (分) (サブジェクト API における異常なアクティビ

ティの開始から終了までの期間) です。insightDuration は、開始および終了 Insights イベント
の両方で発生します。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• baselineDuration - ベースライン期間 (分) (サブジェクト API で通常のアクティビティが測

定される期間) です。baselineDuration は、最低でも Insights イベントの 7 日間 (10080 分) 
前である必要があります。このフィールドは、Insights イベントの開始と終了の両方で発生しま
す。baselineDuration 測定の終了時刻に、必ず Insights イベントが開始します。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• attributions - このブロックには、異常なアクティビティやベースラインアクティビティに関

連するユーザーアイデンティティ、ユーザーエージェント、エラーコードに関する情報を表示し
ます。最大 5 つのユーザーアイデンティティ、5 つのユーザーエージェント、5 つのエラーコード
が、アクティビティ数の平均でソートされ、高いものから低いものへの降順で Insights イベント
attributions ブロックでキャプチャされます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: True
• attribute - 属性タイプが含まれます。値は userIdentityArn、userAgent、または
errorCode になります。
• userIdentityArn - 異常なアクティビティおよびベースライン期間中に API コールまた

はエラーに貢献した上位 5 つの AWS ユーザーまたは IAM ロールまでを表示するブロッ
ク。CloudTrail レコードの内容 (p. 439) の userIdentity も参照してください。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• insight - 異常なアクティビティ期間中に行われた API コールに貢献したユーザーアイデン

ティティ ARN の上位 5 つまでを、API コールAPI コールの最大数から最小数までの降順で表示
するブロック。また、異常なアクティビティ期間中にユーザーアイデンティティによって行わ
れた API コールの平均数も表示されます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• value - 異常なアクティビティ期間中に行われた API コールに貢献したユーザーアイデン

ティティの上位 5 つの内の 1 つのARN。

使用可能: 1.07 以降
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オプション: False
• average - value フィールドのユーザーアイデンティティの異常なアクティビティ期間中の 

1 分あたりの API コールまたはエラーの数。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• baseline - 通常のアクティビティ期間中に行われた API コールまたはエラーに最も貢献した

ユーザーアイデンティティ ARN の上位 5 つまでを表示するブロック。また、通常のアクティ
ビティ期間中にユーザーアイデンティティによって行われた API コールまたはエラーの平均数
も表示されます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• value - 通常のアクティビティ期間中に行われた API コールまたはエラーに貢献したユー

ザーアイデンティティの上位 5 つの内の 1 つのARN。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• average - value フィールドのユーザーアイデンティティの Insights アクティビティ開始時

間前の 7 日間の、1 分あたりの API コールまたはエラーの履歴平均。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• userAgent - 異常なアクティビティおよびベースライン期間中に API コールに貢献した上位 

5 つの AWS ツールまたは IAM ロールまでを表示するブロック。これらのツールには、AWS 
Management Console、AWS CLI、または AWS SDK が含まれます。CloudTrail レコードの内
容 (p. 439) の userAgent も参照してください。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• insight - 異常なアクティビティ期間中に行われた API コールに貢献したユーザーエージェン

ト ARN の上位 5 つまでを、API コールAPI コールの最大数から最小数までの降順で表示する
ブロック。また、異常なアクティビティ期間中にユーザーエージェントがログ記録された API 
コールまたはエラーの平均数も表示されます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• value - 異常なアクティビティ期間中に行われた API コールに貢献したユーザーエージェン

トの上位 5 つの内の 1 つ。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• average - value フィールドのユーザーエージェントの異常なアクティビティ期間中の 1 分

あたりにログ記録された API コールまたはエラーの数。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
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• baseline - 通常のアクティビティ期間中に行われた API コールに最も貢献したユーザーエー
ジェント の上位 5 つまでを表示するブロック。また、通常のアクティビティ期間中にユーザー
エージェントによってログ記録された API コールまたはエラーの平均数も表示されます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• value - 通常のアクティビティ期間中にログ記録された API コールまたはエラーに貢献した

ユーザーエージェントの上位 5 つの内の 1 つ。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• average - value フィールドのユーザーエージェントの Insights アクティビティ開始時間前

の 7 日間の、1 分あたりの API コールまたはエラーの履歴平均。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• errorCode - 異常なアクティビティおよびベースライン期間中に API コールで発生したエラー

コードの上位 5 つまでを、API コールの最大数から最小数の降順に表示するブロック。CloudTrail 
レコードの内容 (p. 439) の errorCode も参照してください。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• insight - 異常なアクティビティ期間中に行われた API コールで発生したエラーコードの上

位 5 つまでを、関連づけられた API コールの最大数から最小数の降順に表示するブロック。ま
た、異常なアクティビティ期間中に発生したエラーに対して行われた API コールの平均数も表
示されます。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• value - AccessDeniedException など、異常なアクティビティ期間中に行われた API 

コールで発生した、上位 5 つのエラーコードのうちの 1 つ。

Insights イベントをトリガーしたコールでエラーが発生しなかった場合、この値は null で
す。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• average - value フィールドのエラーコードの異常なアクティビティ期間中の 1 分あたりの 

API コールの数。

エラーコードの値が null の場合、insightブロックに他のエラーコードはなく、average
値はstatistics ブロックを Insights イベント全体のものと同じです。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• baseline - 通常のアクティビティ期間中に行われた API コールで発生したエラーコードの上

位 5 つまでを表示するブロック。また、通常のアクティビティ期間中にユーザーエージェント
によって行われた API コールの平均数も表示されます。

使用可能: 1.07 以降 Version 1.0
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オプション: False
• value - AccessDeniedException など、通常のアクティビティ期間中に行われた API 

コールで発生した、上位 5 つのエラーコードのうちの 1 つ。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False
• average - value フィールドのエラーコードの Insights アクティビティ開始時間前の 7 日間

の、1 分あたりの API コールまたはエラーの履歴平均。

使用可能: 1.07 以降

オプション: False

insightDetails ブロックの例
次は、アプリケーション Auto Scaling API CompleteLifecycleAction が異常な回数呼び出された
ときに発生した Insights イベントの insightDetails ブロックの Insights イベントの例です。完全な 
Insights イベントの例については、「CloudTrail ログイベントリファレンス (p. 437)」を参照してくださ
い。

この例は、"state": "Start" により示される、開始 Insights イベントからのもので
す。Insights イベントに関連付けられた API を呼び出した上位ユーザーアイデンティ
ティ、CodeDeployRole1、CodeDeployRole2、および CodeDeployRole3 がこの Insights イベントの
平均 API コールレート、CodeDeployRole1ロールのベースラインとともに attributions ブロックに
表示されます。attributions ブロックには、ユーザーエージェントが codedeploy.amazonaws.com
であることが表示されます。つまり、上位のユーザーアイデンティティは AWS CodeDeploy コンソールを
使用して API コールを実行しました。

Insights イベントを生成するために分析されたイベントに関連付けられたエラーコードがないため (値は
null )、エラーコードの insight 平均は、statistics ブロックに表示された、全体の Insights イベン
ト全体の insight 平均と同じです。

          "insightDetails": { 
            "state": "Start", 
            "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com", 
            "eventName": "CompleteLifecycleAction", 
            "insightType": "ApiCallRateInsight", 
            "insightContext": { 
              "statistics": { 
                "baseline": { 
                  "average": 0.0000882145 
                }, 
                "insight": { 
                  "average": 0.6 
                }, 
                "insightDuration": 5, 
                "baselineDuration": 11336 
              }, 
              "attributions": [ 
                { 
                  "attribute": "userIdentityArn", 
                  "insight": [ 
                    { 
                      "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/CodeDeployRole1", 
                      "average": 0.2 
                    }, 
                    { 
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                      "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/CodeDeployRole2", 
                      "average": 0.2 
                    }, 
                    { 
                      "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/CodeDeployRole3", 
                      "average": 0.2 
                    } 
                  ], 
                  "baseline": [ 
                    { 
                      "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/CodeDeployRole1", 
                      "average": 0.0000882145 
                    } 
                  ] 
                }, 
                { 
                  "attribute": "userAgent", 
                  "insight": [ 
                    { 
                      "value": "codedeploy.amazonaws.com", 
                      "average": 0.6 
                    } 
                  ], 
                  "baseline": [ 
                    { 
                      "value": "codedeploy.amazonaws.com", 
                      "average": 0.0000882145 
                    } 
                  ] 
                }, 
                { 
                  "attribute": "errorCode", 
                  "insight": [ 
                    { 
                      "value": "null", 
                      "average": 0.6 
                    } 
                  ], 
                  "baseline": [ 
                    { 
                      "value": "null", 
                      "average": 0.0000882145 
                    } 
                  ] 
                } 
              ] 
            } 
          }

CloudTrail によってキャプチャされる API 以外のイ
ベント

CloudTrail は、AWS API コールのログ記録に加えて、AWS アカウントのセキュリティまたはコンプライ
アンスに影響する可能性がある、または運用上の問題のトラブルシューティングに役立つ可能性がある他
の関連イベントをキャプチャします。

トピック
• AWS サービスイベント (p. 468)
• AWS Management Console サインインイベント (p. 468)
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AWS サービスイベント
CloudTrail は、API 以外のサービスイベントをログに記録できるようになりました。これらのイベント
は、AWS サービスによって作成されますが、パブリック AWS API へのリクエストによって直接トリガー
されることはありません。これらのイベントの場合、eventType フィールドは AwsServiceEvent で
す。

以下は、カスタマー管理キー が AWS Key Management Service (AWS KMS) 内で自動的にローテーション
されるときの AWS サービスイベントのサンプルシナリオです。KMS キーのローテーションの詳細につい
ては、「KMS キーのローテーション」を参照してください。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "accountId": "123456789012", 
        "invokedBy": "AWS Internal" 
    }, 
    "eventTime": "2019-06-02T00:06:08Z", 
    "eventSource": "kms.amazonaws.com", 
    "eventName": "RotateKey", 
    "awsRegion": "us-east-2", 
    "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
    "userAgent": "AWS Internal", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "eventID": "234f004b-EXAMPLE", 
    "readOnly": false, 
    "resources": [ 
        { 
            "ARN": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/7944f0ec-EXAMPLE", 
            "accountId": "123456789012", 
            "type": "AWS::KMS::Key" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsServiceEvent", 
    "recipientAccountId": "123456789012", 
    "serviceEventDetails": { 
        "keyId": "7944f0ec-EXAMPLE" 
    }
}

AWS Management Console サインインイベント
Important

2021 年 11 月 22 日、AWS CloudTrail は証跡がグローバルサービスイベントをキャプチャする方
法を変更しました。現在、CloudFront によって作成されたイベント、IAM および AWS STS は、
それらが作成されたリージョンである米国東部 (バージニア北部) リージョン (us-east-1) に記録さ
れています。これにより、CloudTrail によるこれらのサービスの扱いは他の AWS グローバルサー
ビスの処理と一致します。
米国東部 (バージニア北部) 以外でグローバルサービスイベントを受信するには、米国東部 (バー
ジニア北部) 以外のグローバルサービスイベントを使用するシングルリージョン証跡を、必ずマ
ルチリージョン証跡に変換してください。また、ルックアップイベント API 呼び出しのリー
ジョンを更新して、グローバルサービスイベントを表示します。CLI を使用したグローバルサー
ビスイベントの証跡の更新または作成、およびルックアップイベントの更新の詳細について
は、CloudTrail イベントを AWS CLI で表示する (p. 63) および update-trail の使用 (p. 109) を参照
してください。

CloudTrail ログは、AWS Management Console 、AWS ディスカッションフォーラム、および AWS サ
ポートセンターにサインインしようとします。すべての IAM ユーザーとルートユーザーのサインインイベ
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ントだけでなく、すべてのフェデレーションユーザーのサインインイベントは、CloudTrail ログファイル
に記録を生成します。AWS Management Console サインインイベントはグローバルサービスイベントで
す。ログの取得と表示の詳細については、「CloudTrail ログファイルの取得と表示 (p. 155)」を参照してく
ださい。

トピック
• IAM ユーザーのレコードの例 (p. 469)
• root ユーザーのイベントレコードの例 (p. 472)

IAM ユーザーのレコードの例
以下の例は、いくつかの IAM ユーザーサインインシナリオのイベントレコードを示しています。

トピック
• IAM ユーザー、MFA なしでサインインに成功 (p. 469)
• IAM ユーザー、MFA を使用したサインインに成功 (p. 470)
• IAM ユーザー、失敗したサインイン (p. 470)
• IAM ユーザー、MFA のサインインプロセスのチェック (単一の MFA デバイスタイプ) (p. 471)
• IAM ユーザー、MFA のサインインプロセスのチェック (複数の MFA デバイスタイプ) (p. 471)

IAM ユーザー、MFA なしでサインインに成功

次のレコードは、Anaya という名前のユーザーが、多要素認証 (MFA) を使用せずに AWS Management 
Console に正常にサインインしたことを示しています。

{ 
   "Records":[ 
      { 
         "eventVersion":"1.05", 
         "userIdentity":{ 
            "type":"IAMUser", 
            "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
            "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/anaya", 
            "accountId":"111122223333", 
            "userName":"anaya" 
         }, 
         "eventTime":"2022-11-10T16:24:34Z", 
         "eventSource":"signin.amazonaws.com", 
         "eventName":"ConsoleLogin", 
         "awsRegion":"us-east-2", 
         "sourceIPAddress":"192.0.2.0", 
         "userAgent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:62.0) Gecko/20100101 
 Firefox/62.0", 
         "requestParameters":null, 
         "responseElements":{ 
            "ConsoleLogin":"Success" 
         }, 
         "additionalEventData":{ 
            "MobileVersion":"No", 
            "LoginTo":"https://console.aws.amazon.com/sns", 
            "MFAUsed":"No" 
         }, 
         "eventID":"3fcfb182-98f8-4744-bd45-10a395ab61cb", 
         "eventType": "AwsConsoleSignIn" 
      } 
   ]
}       
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IAM ユーザー、MFA を使用したサインインに成功

次のレコードは、Anaya という名前の IAM ユーザーが、多要素認証 (MFA) を使用して AWS Management 
Console に正常にサインインしたことを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/anaya", 
        "accountId": "111122223333", 
        "userName": "anaya" 
    }, 
    "eventTime": "2022-11-10T16:24:34Z", 
    "eventSource": "signin.amazonaws.com", 
    "eventName": "ConsoleLogin", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 
 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": { 
        "ConsoleLogin": "Success" 
    }, 
    "additionalEventData": { 
            "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?state=hashArgs
%23&isauthcode=true", 
            "MobileVersion": "No", 
            "MFAIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:u2f/user/anaya/default-
AAAAAAAABBBBBBBBCCCCCCCCDD", 
            "MFAUsed": "Yes" 
     }, 
    "eventID": "fed06f42-cb12-4764-8c69-121063dc79b9", 
    "eventType": "AwsConsoleSignIn", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

IAM ユーザー、失敗したサインイン

次のレコードは IAM ユーザーからのサインインの試行が失敗したことを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "", 
        "userName": "anaya" 
    }, 
    "eventTime": "2022-11-10T16:24:34Z", 
    "eventSource": "signin.amazonaws.com", 
    "eventName": "ConsoleLogin", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 
 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36", 
    "errorMessage": "Failed authentication", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": { 
        "ConsoleLogin": "Failure" 
    }, 
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    "additionalEventData": { 
        "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?state=hashArgs
%23&isauthcode=true", 
        "MobileVersion": "No", 
        "MFAUsed": "Yes" 
    }, 
    "eventID": "d38ce1b3-4575-4cb8-a632-611b8243bfc3", 
    "eventType": "AwsConsoleSignIn", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

IAM ユーザー、MFA のサインインプロセスのチェック (単一の MFA デバイスタ
イプ)
サインイン時に IAM ユーザーに 多要素認証 (MFA) が必要かどうかを確認するサインプロセスを以下に示
します。この例では、mfaType 値は U2F MFA です。これは、IAM ユーザーが単一の MFA デバイスまた
は同じタイプ (U2F MFA) の複数の MFA デバイスのいずれかを有効にしたことを示します。

 { 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "", 
        "userName": "anaya" 
    }, 
    "eventTime": "2022-11-10T16:24:34Z", 
    "eventSource": "signin.amazonaws.com", 
    "eventName": "CheckMfa", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 
 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": { 
        "CheckMfa": "Success" 
    }, 
    "additionalEventData": { 
        "MfaType": "U2F MFA" 
    }, 
    "eventID": "f8ef8fc5-e3e8-4ee1-9d52-2f412ddf17e3", 
    "eventType": "AwsConsoleSignIn", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

IAM ユーザー、MFA のサインインプロセスのチェック (複数の MFA デバイスタ
イプ)
サインイン時に IAM ユーザーに 多要素認証 (MFA) が必要かどうかを確認するサインプロセスを以下に示
します。この例では、mfaType 値は Multiple MFA Devices です。これは、IAM ユーザーが複数の 
MFA デバイスタイプを有効にしたことを示します。

 { 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "", 
        "userName": "anaya" 
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    }, 
    "eventTime": "2022-11-10T16:24:34Z", 
    "eventSource": "signin.amazonaws.com", 
    "eventName": "CheckMfa", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 
 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": { 
        "CheckMfa": "Success" 
    }, 
    "additionalEventData": { 
        "MfaType": "Multiple MFA Devices" 
    }, 
    "eventID": "f8ef8fc5-e3e8-4ee1-9d52-2f412ddf17e3", 
    "eventType": "AwsConsoleSignIn", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

root ユーザーのイベントレコードの例
次の例は、複数の root ユーザーサインインシナリオのイベントレコードを示しています。

トピック
• ルートユーザー、MFA なしでサインインに成功 (p. 472)
• ルートユーザー、MFA を使用したサインインに成功 (p. 473)
• Root ユーザー、失敗したサインイン (p. 473)
• Root ユーザー、MFA が変更されました (p. 474)
• root ユーザー、パスワードが変更されました (p. 474)

ルートユーザー、MFA なしでサインインに成功

多要素認証 (MFA) を使用していないルートユーザーのサインインイベントの成功を次に示します。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Root", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "" 
    }, 
    "eventTime": "2022-11-10T16:24:34Z", 
    "eventSource": "signin.amazonaws.com", 
    "eventName": "ConsoleLogin", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:62.0) Gecko/20100101 
 Firefox/62.0", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": { 
        "ConsoleLogin": "Success" 
    }, 
    "additionalEventData": { 
        "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?state=hashArgs
%23&isauthcode=true", 
        "MobileVersion": "No", 
        "MFAUsed": "No" 
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    }, 
    "eventID": "deb1e1f9-c99b-4612-8e9f-21f93b5d79c0", 
    "eventType": "AwsConsoleSignIn", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

ルートユーザー、MFA を使用したサインインに成功

多要素認証 (MFA) を使用しているルートユーザーのサインインイベントの成功を次に示します。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Root", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "" 
    }, 
    "eventTime": "2022-11-10T16:24:34Z", 
    "eventSource": "signin.amazonaws.com", 
    "eventName": "ConsoleLogin", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:62.0) Gecko/20100101 
 Firefox/62.0", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": { 
        "ConsoleLogin": "Success" 
    }, 
    "additionalEventData": { 
        "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?state=hashArgs
%23&isauthcode=true", 
        "MobileVersion": "No", 
        "MFAIdentifier": "arn:aws:iam::111122223333:mfa/root-account-mfa-device", 
        "MFAUsed": "YES" 
    }, 
    "eventID": "deb1e1f9-c99b-4612-8e9f-21f93b5d79c0", 
    "eventType": "AwsConsoleSignIn", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

Root ユーザー、失敗したサインイン

以下に MFA を使用していない root ユーザーのサインインイベントが失敗したことを示します。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Root", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "" 
    }, 
    "eventTime": "2022-11-10T16:24:34Z", 
    "eventSource": "signin.amazonaws.com", 
    "eventName": "ConsoleLogin", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 
 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36", 
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    "errorMessage": "Failed authentication", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": { 
        "ConsoleLogin": "Failure" 
    }, 
    "additionalEventData": { 
        "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?state=hashArgs
%23&isauthcode=true", 
        "MobileVersion": "No", 
        "MFAUsed": "No" 
    }, 
    "eventID": "a4fbbe77-91a0-4238-804a-64314184edb6", 
    "eventType": "AwsConsoleSignIn", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

Root ユーザー、MFA が変更されました

次の例は、root ユーザーが多要素認証 (MFA) 設定を変更したイベントを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "Root", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": {}, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2020-10-13T21:05:40Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2022-11-10T16:24:34Z", 
    "eventSource": "iam.amazonaws.com", 
    "eventName": "EnableMFADevice", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "Coral/Netty4", 
    "requestParameters": { 
        "userName": "AWS ROOT USER", 
        "serialNumber": "arn:aws:iam::111122223333:mfa/root-account-mfa-device" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "EXAMPLE4-2cf7-4a44-af00-f61f0EXAMPLE", 
    "eventID": "EXAMPLEb-7dae-48cb-895f-20e86EXAMPLE", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

root ユーザー、パスワードが変更されました

次に、root ユーザーがパスワードを変更するイベントの例を示します。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
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        "type": "Root", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "" 
    }, 
    "eventTime": "2022-11-10T16:24:34Z", 
    "eventSource": "signin.amazonaws.com", 
    "eventName": "PasswordUpdated", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:78.0) Gecko/20100101 
 Firefox/78.0", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": { 
        "PasswordUpdated": "Success" 
    }, 
    "eventID": "EXAMPLEd-244c-4044-abbf-21c64EXAMPLE", 
    "eventType": "AwsConsoleSignIn", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}
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ドキュメント履歴
以下の表は AWS CloudTrail のドキュメントの重要な変更点をまとめたものです。このドキュメントの更
新に関する通知については、RSS フィードでサブスクライブできます。

• API バージョン: 2013-11-01
• ドキュメントの最終更新日: 2023 年 5 月 5 日

変更 説明 日付

追加された機能 (p. 476) 高度なトイベントセレクタを使
用して CloudTrail データイベン
トを Amazon GuardDuty ディテ
クターに記録できるようになり
ました。詳細については、「デー
タイベントのログ記録」および
「AWS CloudTrailで Amazon 
GuardDuty API コールのログ記
録」を参照してください。

2023 年 3 月 30 日

更新版 (p. 476) イベントデータストア用のユー
ザー定義のコスト配分タグの作
成に関する新しいセクションが
追加されました。詳細について
は、CloudTrail Lake イベント
データストア用のユーザー定義コ
スト配分タグの作成 を参照して
ください。

2023 年 3 月 24 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、AWS通信
ネットワークビルダー (AWS 
TNB) をサポートしています。詳
細については、「CloudTrail がサ
ポートするサービスと統合」およ
び「AWS CloudTrail を使用して 
AWS 通信ネットワークビルダー 
API コールをログ記録」を参照し
てください。

2023 年 2 月 21 日

追加された機能 (p. 476) 高度なイベントセレクタを使用し
て CloudTrail データイベントを 
Amazon Cognito ID プールに記録
できるようになりました。詳細に
ついては、「データイベントのロ
グ記録」を参照してください。

2023 年 2 月 15 日

更新版 (p. 476) CloudTrail Lake で利用できる学
習リソースに関する新しいセク
ションを追加しました。詳細につ
いては、「学習リソース」を参照
してください。

2023 年 2 月 9 日

追加された機能 (p. 476) AWS 外部のイベントソースとの 
CloudTrail Lake 統合を作成でき

2023 年 1 月 31 日
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るようになりました。オンプレミ
スやクラウドでホストされている
社内アプリケーションや SaaS ア
プリケーション、仮想マシン、
コンテナなど、ハイブリッド環境
のあらゆるソースからのユーザー
アクティビティデータをログに
記録して保存できます。詳細につ
いては、「Create an integration 
with an event source outside of 
AWS」(AWS の外部のイベント
ソースとの統合を作成する) を参
照してください。

追加された機能 (p. 476) 高度なイベントセレクタを使用し
て、CloudTrail Lake チャネルで 
CloudTrail PutAuditEvents ア
クティビティに関する CloudTrail 
データイベントをログに記録でき
るようになりました。詳細につい
ては、「データイベントのログ記
録」を参照してください。

2023 年 1 月 31 日

新しいリージョンのサポー
ト (p. 476)

CloudTrail は、新しいリージョン
であるアジアパシフィック (メル
ボルン) リージョンにサポートを
拡大しました。詳細については、
「CloudTrail がサポートされてい
るリージョン」を参照してくださ
い。

2023 年 1 月 24 日

更新版 (p. 476) CloudTrail でのデータ整合性の
管理に関する新しいセクション
を追加しました。「Managing 
data consistency in CloudTrail」
(CloudTrail でのデータ整合性の
管理) を参照してください。

2023 年 1 月 18 日

追加された機能 (p. 476) 高度なイベントセレクタを使用し
て、Amazon SageMaker 特徴ス
トアで CloudTrail データイベン
トをログ記録できるようになりま
した。詳細については、「データ
イベントのログ記録」を参照して
ください。

2022 年 12 月 27 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースは AWS 
Marketplace Discovery をサ
ポートしています。「AWS 
CloudTrail でサポートされるサー
ビスと統合」を参照してくださ
い。

2022 年 12 月 15 日
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追加された機能 (p. 476) 高度なイベントセレクタを使用し
て、Amazon SageMaker メトリ
クス実験トライアルコンポーネン
トで CloudTrail データイベント
をログ記録できるようになりまし
た。詳細については、「データイ
ベントのログ記録」を参照してく
ださい。

2022 年 12 月 15 日

追加された機能 (p. 476) AWS Config 設定項目を含めるイ
ベントデータストアを作成し、イ
ベントデータストアを使用して、
本番環境に対する非準拠の変更を
調査できるようになりました。詳
細については、「AWS Config 設
定項目用に一意のイベントデータ
ストアを作成する」を参照してく
ださい。

2022 年 11 月 28 日

新しいリージョンのサポー
ト (p. 476)

CloudTrail は、新しいリージョン
であるアジアパシフィック (ハイ
デラバード) リージョンにサポー
トを拡大しました。詳細について
は、「CloudTrail がサポートされ
ているリージョン」を参照してく
ださい。

2022 年 11 月 22 日

追加された機能 (p. 476) 高度なイベントセレクタを使用し
て CloudTrail データイベントを 
Amazon FinSpace 環境に記録で
きるようになりました。詳細につ
いては、「データイベントのログ
記録」を参照してください。

2022 年 11 月 18 日

新しいリージョンのサポー
ト (p. 476)

CloudTrail は、新しいリージョン
である欧州 (スペイン) リージョ
ンにサポートを拡張しました。詳
細については、「CloudTrail がサ
ポートされているリージョン」を
参照してください。

2022 年 11 月 16 日

新しいリージョンのサポー
ト (p. 476)

CloudTrail は、新しいリージョ
ンである欧州 (チューリッヒ) 
リージョンにサポートを拡張
しました。詳細については、
「CloudTrail がサポートされてい
るリージョン」を参照してくださ
い。

2022 年 11 月 9 日

追加された機能 (p. 476) AWS Organizations 組織の管理
アカウントは、組織の CloudTrail 
証跡とイベントデータストアを管
理するために、委任された管理者
を追加できるようになりました。
詳細については、「Organization 
delegated administrator」(組織の
委任された管理者) を参照してく
ださい。

2022 年 11 月 7 日
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追加された機能 (p. 476) CloudTrail Lake イベント
データストア用に AWS Key 
Management Service 暗号化を有
効にできるようになりました。詳
細については、「イベントデータ
ストアを作成する」を参照してく
ださい。

2022 年 11 月 7 日

追加された機能 (p. 476) クエリを実行する際
に、CloudTrail Lake のクエリ結
果を Amazon S3 バケットに保存
できるようになりました。クエリ
の実行の詳細については、「クエ
リを実行してクエリ結果を保存す
る」を参照してください。クエリ
結果のダウンロードの詳細につい
ては、「保存されたクエリ結果の
取得とダウンロード」を参照して
ください。

2022 年 10 月 21 日

追加された機能 (p. 476) CloudTrail 証跡イベントを 
CloudTrail Lake イベントデー
タストアにコピーできるよう
になりました。詳細について
は、CloudTrail Lake への証跡イ
ベントのコピーを参照してくださ
い。

2022 年 9 月 19 日

更新版 (p. 476) CloudTrail Lake でサポートされ
ている Amazon CloudWatch メト
リクスのリストを追加しました。
詳細については、サポートされる 
CloudWatch メトリクスを参照し
てください。

2022 年 9 月 16 日

追加された機能 (p. 476) AWS CLI を使用して CloudTrail 
サービスにリンクされたチャネル
を表示できるようになりました。
詳細については、AWS CLI を使
用して CloudTrail のサービスに
リンクされたチャネルを表示を参
照してください。

2022 年 9 月 9 日

新しいリージョンのサポー
ト (p. 476)

CloudTrail は、サポートを新し
いリージョンである中東 (UAE) 
リージョンに拡大しました。詳
細については、「CloudTrail がサ
ポートされているリージョン」を
参照してください。

2022 年 8 月 30 日

更新版 (p. 476) TLS の詳細を CloudTrail に
報告するサービスのリストを
追加しました。詳細について
は、CloudTrail で TLS の詳細を
サポートするサービスを参照して
ください。

2022 年 7 月 19 日
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変更された機能 (p. 476) CloudTrail は、マ
ネージドポリシー
AWSCloudTrailReadOnlyAccess
の名前を
AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess
に変更しました。このポリシー
内の許可のスコープが縮小され
ています。デフォルトでは、ポ
リシーはすべての Amazon S3 バ
ケット、AWS Lambda 関数、ま
たは AWS KMS エイリアスを一
覧表示するための許可を付与しな
くなりました。詳細については、
「読み取り専用アクセス」を参照
してください。

2022 年 6 月 6 日

変更された機能 (p. 476) セキュリティのベストプラクティ
スとして、aws:SourceArn ま
たは aws:SourceAccount 条件
キーを Amazon S3 バケットポリ
シーの s3:GetBucketAcl ACL 
チェッキングブロックに追加で
きるようになりました。詳細につ
いては、「CloudTrail の Amazon 
S3 バケットポリシー」を参照し
て ください。

2022 年 5 月 11 日

変更された機能 (p. 476) 2022 年 2 月 24 日から、AWS 
CloudTrail はプロキシクラ
イアントが使用された AWS 
Management Console セッ
ションから発生したイベン
トで、userAgent および
sourceIPAddress フィールド
の値の変更を開始しました。こ
れらのイベントで、CloudTrail 
は、userAgent および
sourceIPAddress フィールド
の値を AWS Internal に置き換
えます。CloudTrail はこの変更を
行い、すべての AWS サービスの
サービスアクションの情報をど
のようにログに記録するかを標
準化しました。詳細については、
「CloudTrail レコードのコンテン
ツ」を参照してください。

2022 年 4 月 12 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
GameSparks がサポートされて
います。「AWS CloudTrail でサ
ポートされるサービスと統合」を
参照してください。

2022 年 3 月 24 日
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サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、AWS App 
Mesh Envoy Management 
Service がサポートされていま
す。「AWS CloudTrail でサポー
トされるサービスと統合」を参照
してください。

2022 年 3 月 18 日

更新版 (p. 476) CloudTrail Lake に新しいクエリ
例が追加されました。この新機
能では、イベントに対してきめ
細かな複数フィールドの SQL 
クエリが実行できます。また、
新たに BytesScanned フィー
ルドが、DescribeQuery と
GetQueryResults オペレー
ションのクエリメタデータの結果
に追加されました。詳細について
は、「CloudTrail Lake の使用」
を参照してください。

2022 年 3 月 4 日

変更された機能 (p. 476) CloudTrail は、次の両方の条件
を満たす場合、データイベン
トの resources ブロック内の 
Amazon S3 バケット所有者のア
カウント ID を削除するように
なりました。データイベントの 
API コールが Amazon S3 バケッ
ト所有者とは異なる AWS アカ
ウントからであり、API 発信者
が発信者専用アカウントでのみ
AccessDenied エラーを受信し
た場合です。詳細については、
「他のアカウントでコールされた
データイベントのバケット所有者
アカウント ID を秘匿化する」を
参照してください。

2022 年 3 月 3 日

更新版 (p. 476) この更新は、CloudTrail 
Processing Library に対する次の
リリースをサポートします。カ
スタム S3 マネージャーの実装に
対するサポート、解析関連の例外
のログファイルへのイベントロギ
ング、および insightDetails
内のオプションの errorCode
フィールドの解析に対するサポー
トを追加し、数値以外の値を受け
入れるようにアカウント ID 解析
正規表現を更新しました。詳細に
ついては、GitHub で「CloudTrail 
Processing Library を使用す
る」と「CloudTrail Processing 
Library」を参照してください。

2022 年 1 月 28 日
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追加された機能 (p. 476) CloudTrail が CloudTrail Lake を
導入しました。CloudTrail Lake 
は、イベントに対してきめ細か
な複数フィールドの SQL クエリ
を実行できるようにする新機能
です。イベントはイベントデー
タストアに集約されます。イベ
ントデータストアは、高度なイ
ベントセレクタを適用すること
によって選択する条件に基いた
イベントのイミュータブルなコレ
クションです。詳細については、
「CloudTrail Lake の使用」を参
照してください。

2022 年 1 月 5 日

新しいリージョンのサポー
ト (p. 476)

CloudTrail は、新しいリージョン
であるアジアパシフィック (ジャ
カルタ) リージョンにサポートを
拡大しました。詳細については、
「CloudTrail がサポートされてい
るリージョン」を参照してくださ
い。

2021 年 12 月 13 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
WorkSpaces Web がサポートさ
れています。「AWS CloudTrail 
でサポートされるサービスと統
合」を参照してください。

2021 年 12 月 3 日

追加された機能 (p. 476) 高度なイベントセレクタを使用す
ることによって、Lake Formation 
によって作成された AWS Glue 
テーブルに CloudTrail データイ
ベントをログ記録できるように
なりました。詳細については、
「データイベントのログ記録」を
参照してください。

2021 年 11 月 30 日

変更された機能 (p. 476) セキュリティのベストプラクティ
スとして、aws:SourceArn ま
たは aws:SourceAccount 条件
キーを AWS KMS キーポリシー
と Amazon S3 バケットポリシー
に追加できるようになりました。
詳細については、CloudTrail の 
AWS KMS キーポリシーの設定お
よび  CloudTrailの Amazon S3 バ
ケットポリシーの設定を参照して
ください。

2021 年 11 月 15 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、AWS 
Resilience Hub がサポートされ
ました。「AWS CloudTrail でサ
ポートされるサービスと統合」を
参照してください。

2021 年 11 月 10 日
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追加された機能 (p. 476) 新しい CloudTrail Insights イベ
ントタイプであるエラーレート
Insights イベントを使用できま
す。エラーレート Insights イベン
トは、アカウント内で呼び出さ
れた API で発生したエラーに関
する異常なアクティビティをキャ
プチャします。詳細については、
「証跡 Insights イベントのログ記
録」を参照してください。

2021 年 11 月 10 日

追加された機能 (p. 476) 高度なイベントセレクタを使
用して DynamoDB Streams で 
CloudTrail データイベントをログ
に記録できるようになりました。
詳細については、「データイベン
トのログ記録」を参照してくださ
い。

2021 年 9 月 22 日

追加された機能 (p. 476) Amazon S3 アクセスポイントの
データイベントをログに記録で
きるようになりました。アドバ
ンストイベントセレクタを使用し
て Amazon S3 アクセスポイント
データイベントをログに記録でき
ます。詳細については、「データ
イベントのログ記録」を参照して
ください。

2021 年 8 月 24 日

変更された機能 (p. 476) Amazon SNS に通知を送信
するように証跡を設定する
と、CloudTrail は SNS トピック
アクセスポリシーに、CloudTrail 
が SNS トピックにコンテンツを
送信できるようにするポリシー
ステートメントを追加します。
セキュリティのベストプラクティ
スとして、aws:SourceArn ま
たは aws:SourceAccount 条
件キーを CloudTrail ポリシー
ステートメントに追加します。
詳細については、「CloudTrail 
の Amazon SNS トピックポリ
シー」を参照してください。

2021 年 8 月 16 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
Route 53 アプリケーションリカ
バリコントローラーがサポートさ
れています。「AWS CloudTrail 
でサポートされるサービスと統
合」を参照してください。

2021 年 7 月 27 日
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追加された機能 (p. 476) EBS スナップショットで実行さ
れる Amazon EBS ダイレクト 
API でデータイベントをログに記
録できるようになりました。ア
ドバンストイベントセレクタを
使用して Amazon EBS ダイレク
ト API データイベントをログに
記録できます。詳細については、
「データイベントのログ記録」を
参照してください。

2021 年 7 月 27 日

変更された機能 (p. 476) CloudTrail はデータイベントを
処理するときに、整数 (int) で
あるか float であるかにかか
わらず元の形式で数値を保持し
ます。データイベントのフィー
ルドに整数を含むイベントで
は、CloudTrail は従来、これら
の数値を浮動小数点数として処
理していました。CloudTrail は、
データイベントで元の整数の形式
を保持するようになりました。
詳細については、「CloudTrail 
Processing Library の使用」を参
照してください。

2021 年 7 月 13 日

追加された機能 (p. 476) Amazon RDS Data API 管理イベ
ントを証跡から除外できるよう
になりました。詳細については、
「証跡の管理イベントのログ記
録」を参照してください。

2021 年 7 月 1 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、AWS 
BugBust がサポートされていま
す。「AWS CloudTrail でサポー
トされるサービスと統合」を参照
してください。

2021 年 6 月 24 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
Managed Grafana と Amazon 
Managed Service for Prometheus 
がサポートされます。「AWS 
CloudTrail でサポートされるサー
ビスと統合」を参照してくださ
い。

2021 年 6 月 2 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、AWS App 
Runner がサポートされていま
す。「AWS CloudTrail でサポー
トされるサービスと統合」を参照
してください。

2021 年 5 月 18 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、AWS 
Systems Manager Incident 
Manager がサポートされていま
す。「AWS CloudTrail でサポー
トされるサービスと統合」を参照
してください。

2021 年 5 月 10 日
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更新版 (p. 476) この更新では、AWS Config 適
合パックのデータイベントログ
の要件について説明します (特
に、HIPAA や FedRAMP などの
コンプライアンスフレームワーク
用)。詳細については、「データ
イベントのログ記録」を参照して
ください。

2021 年 5 月 7 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Service 
Quotas と Amazon EBS ダイレ
クト API がサポートされていま
す。「AWS CloudTrail でサポー
トされるサービスと統合」を参照
してください。

2021 年 4 月 13 日

追加された機能 (p. 476) IAM 管理者が AWS STS を設定
した後、イベントのCloudTrail 
は sourceIdentity 情報を、
ユーザーが IAM ロールを引き受
けるときや、引き受けたロール
でアクションを実行するときに
記録します。詳細については、
「CloudTrail userIdentity 要素」
を参照してください。

2021 年 4 月 13 日

更新版 (p. 476) この更新では、一部の CloudTrail 
イベントレコードフィールドの
コンテンツの制限をキロバイト 
(KB) 単位で記録します。詳細に
ついては、「CloudTrail レコード
のコンテンツ」を参照してくださ
い。

2021 年 4 月 8 日

追加された機能 (p. 476) IAM 管理者が AWS STS を設定
した後、イベントのCloudTrail 
は sourceIdentity 情報を、
ユーザーが IAM ロールを引き受
けるときや、引き受けたロール
でアクションを実行するときに
記録します。詳細については、
「CloudTrail userIdentity 要素」
を参照してください。

2021 年 4 月 6 日

追加された機能 (p. 476) Amazon DynamoDB テーブル
のデータイベントをログに記
録できるようになりました。イ
ベントセレクタまたはアドバン
ストイベントセレクタを使用し
て、DynamoDB データイベント
をログに記録できます。詳細につ
いては、「データイベントのログ
記録」を参照してください。

2021 年 3 月 23 日
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サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
Managed Workflows for Apache 
Airflow がサポートされていま
す。「AWS CloudTrail でサポー
トされるサービスと統合」を参照
してください。

2021 年 3 月 22 日

追加された機能 (p. 476) アドバンストイベントセレクタ
を使用することを選択している場
合、S3 Object Lambda アクセス
ポイントでデータイベントをログ
に記録できるようになりました。
詳細については、「データイベン
トのログ記録」を参照してくださ
い。

2021 年 3 月 18 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、AWS Fault 
Injection Simulator がサポートさ
れています。「AWS CloudTrail 
でサポートされるサービスと統
合」を参照してください。

2021 年 3 月 15 日

追加された機能 (p. 476) アドバンストイベントセレク
タを使用することを選択して
いる場合、Amazon Managed 
Blockchain の Ethereum ノードで
データイベントを記録できるよう
になりました。詳細については、
「データイベントのログ記録」を
参照してください。

2021 年 3 月 1 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
Managed Blockchain と 
Managed Blockchain 用の 
Ethereum のプレビューがサ
ポートされています。「AWS 
CloudTrail でサポートされるサー
ビスと統合」を参照してくださ
い。

2021 年 2 月 4 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは AWS Amplify 
がサポートされています。
「AWS CloudTrail でサポートさ
れるサービスと統合」を参照して
ください。

2021 年 2 月 3 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
Lookout for Metrics がサポートさ
れています。「AWS CloudTrail 
でサポートされるサービスと統
合」を参照してください。

2021 年 2 月 1 日

Version 1.0
486

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/logging-data-events-with-cloudtrail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/logging-data-events-with-cloudtrail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/logging-data-events-with-cloudtrail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html


AWS CloudTrail ユーザーガイド

更新版 (p. 476) この更新では、CloudTrail 
Processing Library の次のパッチ
リリースがサポートされます。
ユーザーガイドの .jar ファイルの
リファレンスで、最新バージョン
である aws-cloudtrail-processing-
library-1.4.0.jar を使用するよう
読み替えてください。詳細につ
いては、GitHub で「CloudTrail 
Processing Library を使用す
る」と「CloudTrail Processing 
Library」を参照してください。

2021 年 1 月 12 日

追加された機能 (p. 476) AWS Outposts の Amazon S3 で
データイベントを記録できるよう
になりました。詳細については、
「データイベントのログ記録」を
参照してください。

2020 年 12 月 21 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
Lookout for Equipment、AWS 
Well-Architected Tool、Amazon 
Location Service がサポートされ
ています。「AWS CloudTrail で
サポートされるサービスと統合」
を参照してください。

2020 年 12 月 16 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、AWS IoT 
Greengrass V2 がサポートされて
います。「AWS CloudTrail でサ
ポートされるサービスと統合」を
参照してください。

2020 年 12 月 15 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、EKS の 
Amazon EMR がサポートされて
います。「AWS CloudTrail でサ
ポートされるサービスと統合」を
参照してください。

2020 年 12 月 10 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、AWS Audit 
Manager と Amazon HealthLake 
がサポートされています。
「AWS CloudTrail でサポートさ
れるサービスと統合」を参照して
ください。

2020 年 12 月 8 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
Lookout for Vision がサポートさ
れています。「AWS CloudTrail 
でサポートされるサービスと統
合」を参照してください。

2020 年 12 月 1 日
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AWS CloudTrail ユーザーガイド

追加された機能 (p. 476) AWS CloudTrail イベントバー
ジョンが 1.08 になりました。
バージョン 1.08は、CloudTrail
のための新しいフィールドを導
入しました。詳細については、
「CloudTrail レコードのコンテン
ツ」を参照してください。

2020 年 11 月 24 日

追加された機能 (p. 476) AWS CloudTrail では、データイ
ベントのアドバンストイベント
セレクタが導入されています。
アドバンストイベントセレクタ
により、証跡に記録するデータイ
ベントを詳細に制御できます。特
定の AWS リソースのデータイベ
ントを含めるか除外することがで
き、これらのリソースで特定の 
API を選択して証跡に記録できま
す。詳細については、「データイ
ベントのログ記録」を参照してく
ださい。

2020 年 11 月 24 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、AWS 
Network Firewall がサポートされ
ています。「AWS CloudTrail で
サポートされるサービスと統合」
を参照してください。

2020 年 11 月 17 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、AWS Trusted 
Advisor がサポートされていま
す。「AWS CloudTrail でサポー
トされるサービスと統合」を参照
してください。

2020 年 10 月 22 日

更新版 (p. 476) root ユーザーのサインインイベ
ントのイベントレコードの例を 
2 つ追加しました。詳細について
は、「AWS コンソールのサイン
インイベント」を参照してくださ
い。

2020 年 10 月 13 日

変更された機能 (p. 476) AWSCloudTrail_FullAccess
ポリシーのアクセス許可が絞り
込まれました。このポリシーで
は、Amazon SNS トピックまた
は Amazon S3 バケットを削除
できなくなり、getObject アク
ションは削除されました。詳細に
ついては、「CloudTrail ユーザー
へのカスタム許可の付与」を参照
してください。

2020 年 9 月 29 日
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AWS CloudTrail ユーザーガイド

更新版 (p. 476) この更新では、CloudTrail 
Processing Library の次のパッチ
リリースがサポートされます。
ユーザーガイドの .jar ファイルの
リファレンスで、最新バージョン
である aws-cloudtrail-processing-
library-1.3.0.jar を使用するよう
読み替えてください。詳細につ
いては、GitHub で「CloudTrail 
Processing Library を使用す
る」と「CloudTrail Processing 
Library」を参照してください。

2020 年 8 月 28 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは AWS Outposts 
がサポートされています。
「AWS CloudTrail でサポートさ
れるサービスと統合」を参照して
ください。

2020 年 8 月 28 日

追加された機能 (p. 476) AWS CloudTrail Insights で
は、CloudTrail Insights イベ
ントの属性フィールドが導入
されます。属性フィールドに
は、Insights イベントをトリガー
する異常なアクティビティに関連
付けられている上位ユーザーアイ
デンティティ、ユーザーエージェ
ント、エラーコードが表示され
ます。比較のために、属性フィー
ルドには、上位のユーザーアイデ
ンティティ、ユーザーエージェン
ト、通常のアクティビティまたは
ベースラインのアクティビティに
関連するエラーコードも表示され
ます。詳細については、「証跡 
Insights イベントのログ記録」を
参照してください。

2020 年 8 月 13 日

追加された機能 (p. 476) AWS CloudTrail コンソールは、
より使いやすいようにデザイン
された新しい外観となっていま
す。AWS CloudTrail ユーザーガ
イドが更新され、証跡の作成、証
跡の更新、イベント履歴のダウン
ロードなど、コンソールでのタス
クの実行方法に関する手順が変更
されました。

2020 年 8 月 13 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
Interactive Video Service がサ
ポートされています。「AWS 
CloudTrail でサポートされるサー
ビスと統合」を参照してくださ
い。

2020 年 7 月 15 日
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サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
Honeycode がサポートされてい
ます。「AWS CloudTrail でサ
ポートされるサービスと統合」を
参照してください。

2020 年 6 月 24 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースは、Amazon Macie 
をサポートします。「AWS 
CloudTrail でサポートされるサー
ビスと統合」を参照してくださ
い。

2020 年 5 月 19 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースは、Amazon 
Kendra をサポートします。
「AWS CloudTrail でサポートさ
れるサービスと統合」を参照して
ください。

2020 年 5 月 13 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは AWS IoT 
SiteWise がサポートされていま
す。「AWS CloudTrail でサポー
トされるサービスと統合」を参照
してください。

2020 年 4 月 29 日

リージョンサポートの追
加 (p. 476)

このリリースでは、1 つの追加
リージョン、欧州 (ミラノ) がサ
ポートされています。「AWS 
CloudTrail でサポートされている
リージョン」を参照してくださ
い。

2020 年 4 月 28 日

サービスとリージョンのサポー
トを追加 (p. 476)

このリリースは、Amazon 
AppFlow をサポートします。
「AWS CloudTrail でサポートさ
れるサービスと統合」を参照して
ください。アフリカ (ケープタウ
ン) リージョンのサポートも追加
されました。「AWS CloudTrail 
でサポートされているリージョ
ン」を参照してください。

2020 年 4 月 22 日

追加された機能 (p. 476) Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey
などの大容量 AWS KMS アク
ションが [読み取り] イベントと
して記録されるようになりまし
た。証跡のすべての AWS KMS 
イベントをログに記録し、[書き
込み] 管理イベントをログに記録
するよう選択する場合、証跡に
は、Disable、Delete、ScheduleKey
などの関連 AWS KMS アクショ
ンが記録されます。

2020 年 4 月 7 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースは、Amazon 
CodeGuru Reviewer をサポート
しています。「AWS CloudTrail 
でサポートされるサービスと統
合」を参照してください。

2020 年 2 月 7 日
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サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースは、Amazon 
Managed Apache Cassandra 
サービスをサポートしています。
「AWS CloudTrail でサポートさ
れるサービスと統合」を参照して
ください。

2020 年 1 月 17 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
Connect がサポートされていま
す。「AWS CloudTrail でサポー
トされるサービスと統合」を参照
してください。

2019 年 12 月 13 日

更新版 (p. 476) この更新では、CloudTrail 
Processing Library の次のパッチ
リリースがサポートされます。
ユーザーガイドの .jar ファイルの
リファレンスで、最新バージョン
である aws-cloudtrail-processing-
library-1.2.0.jar を使用するよう
読み替えてください。詳細につ
いては、GitHub で「CloudTrail 
Processing Library を使用す
る」と「CloudTrail Processing 
Library」を参照してください。

2019 年 11 月 21 日

追加された機能 (p. 476) このリリースでは、アカウント
内の異常なアクティビティを検
出するための AWS CloudTrail 
Insights がサポートされていま
す。「証跡の Insights イベントの
記録

2019 年 11 月 20 日

追加された機能 (p. 476) このリリースでは、証跡から 
AWS Key Management Service 
イベントをフィルタリングする
ためのオプションが追加されまし
た。「証跡の作成」を参照してく
ださい。

2019 年 11 月 20 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、AWS 
CodeStar 通知がサポートされて
います。「AWS CloudTrail でサ
ポートされるサービスと統合」を
参照してください。

2019 年 11 月 7 日

追加された機能 (p. 476) このリリースでは、CloudTrail コ
ンソールと API のどちらを使用
するかに関係なく、CloudTrail 
で証跡を作成する際はタグの
追加がサポートされます。この
リリースでは、GetTrail と
ListTrails の 2 つの新しい 
API が追加されています。

2019 年 11 月 1 日
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サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは AWS App 
Mesh がサポートされています。
「AWS CloudTrail でサポートさ
れるサービスと統合」を参照して
ください。

2019 年 10 月 17 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
Translate がサポートされていま
す。「AWS CloudTrail でサポー
トされるサービスと統合」を参照
してください。

2019 年 10 月 17 日

ドキュメントの更新 (p. 476) 「サポートされていないサービ
ス」トピックが復元および更新さ
れ、現在 CloudTrail でイベント
をログに記録していない AWS の
サービスのみが含まれるようにな
りました。「CloudTrail がサポー
トされていないサービス」を参照
してください。

2019 年 10 月 7 日

ドキュメントの更新 (p. 476) AWSCloudTrailFullAccess
ポリシーの変更にともない
ドキュメントが更新されまし
た。AWSCloudTrailFullAccess
と同等のアクセス権限を
示すポリシー例が更新さ
れ、iam:PassRole アクショ
ンが実行できるリソースが、
以下の条件ステートメント
"iam:PassedToService": 
"cloudtrail.amazonaws.com"
に一致するリソースに制限されま
した。「AWS CloudTrail アイデ
ンティティベースのポリシーの
例」を参照してください。

2019 年 9 月 24 日

ドキュメントの更新 (p. 476) ドキュメントが新しいトピック、
「CloudTrail のコストの管理」で
更新され、予算内で必要なログ
データを CloudTrail から取得で
きます。

2019 年 9 月 3 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは AWS Control 
Tower がサポートされていま
す。「AWS CloudTrail でサポー
トされるサービスと統合」を参照
してください。

2019 年 8 月 13 日

リージョンサポートの追
加 (p. 476)

このリリースでは、1 つの追加
リージョン 中東 (バーレーン) が
サポートされました。「AWS 
CloudTrail でサポートされている
リージョン」を参照してくださ
い。

2019 年 7 月 29 日
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AWS CloudTrail ユーザーガイド

ドキュメントの更新 (p. 476) ドキュメントが CloudTrail のセ
キュリティに関する情報で更新さ
れました。「AWS CloudTrail の
セキュリティ」を参照してくださ
い。

2019 年 7 月 3 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは AWS Ground 
Station がサポートされていま
す。「AWS CloudTrail でサポー
トされるサービスと統合」を参照
してください。

2019 年 6 月 6 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは AWS IoT 
Things Graph がサポートされて
います。「AWS CloudTrail でサ
ポートされるサービスと統合」を
参照してください。

2019 年 6 月 4 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは Amazon 
AppStream 2.0 がサポートされて
います。「AWS CloudTrail でサ
ポートされるサービスと統合」を
参照してください。

2019 年 4 月 25 日

リージョンサポートの追
加 (p. 476)

このリリースでは、1 つの追加
リージョン、アジアパシフィック 
(香港) がサポートされました。
「AWS CloudTrail でサポートさ
れているリージョン」を参照して
ください。

2019 年 4 月 24 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
Kinesis Data Analytics がサ
ポートされています。「AWS 
CloudTrail でサポートされるサー
ビスと統合」を参照してくださ
い。

2019 年 3 月 22 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは AWS Backup 
がサポートされています。
「AWS CloudTrail でサポートさ
れるサービスと統合」を参照して
ください。

2019 年 2 月 4 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースは、Amazon 
WorkLink をサポートします。
「AWS CloudTrail でサポートさ
れるサービスと統合」を参照して
ください。

2019 年 1 月 23 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは AWS Cloud9 
がサポートされています。
「AWS CloudTrail でサポートさ
れるサービスと統合」を参照して
ください。

2019 年 1 月 21 日
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サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、AWS 
Elemental MediaLive がサ
ポートされています。「AWS 
CloudTrail でサポートされるサー
ビスと統合」を参照してくださ
い。

2019 年 1 月 19 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
Comprehend がサポートされて
います。「AWS CloudTrail でサ
ポートされるサービスと統合」を
参照してください。

2019 年 1 月 18 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、AWS 
Elemental MediaPackage がサ
ポートされています。「AWS 
CloudTrail でサポートされるサー
ビスと統合」を参照してくださ
い。

2018 年 12 月 21 日

リージョンサポートの追
加 (p. 476)

このリリースでは、1 つの追加
リージョン EU (Stockholm) が
サポートされました。「AWS 
CloudTrail でサポートされている
リージョン」を参照してくださ
い。

2018 年 12 月 11 日

ドキュメントの更新 (p. 476) サポートおよびサポートされて
いないサービスに関する情報で
ドキュメントが更新されました。
「AWS CloudTrail でサポートさ
れるサービスと統合」を参照して
ください。

2018 年 12 月 3 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、AWS 
Resource Access Manager (AWS 
RAM) をサポートしています。
「AWS CloudTrail でサポートさ
れるサービスと統合」を参照して
ください。

2018 年 11 月 20 日

更新された機能 (p. 476) このリリースでは、AWS 
Organizations の組織のすべての 
AWS アカウントのイベントをロ
グに記録する CloudTrail の証跡
の作成がサポートされています。
「組織の証跡の作成」を参照して
ください。

2018 年 11 月 19 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
Pinpoint SMS と音声 API を
サポートしています。「AWS 
CloudTrail でサポートされるサー
ビスと統合」を参照してくださ
い。

2018 年 11 月 16 日
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サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは AWS IoT 
Greengrass がサポートされて
います。「AWS CloudTrail でサ
ポートされるサービスと統合」を
参照してください。

2018 年 10 月 29 日

更新版 (p. 476) この更新では、CloudTrail 
Processing Library の次のパッチ
リリースがサポートされます。
ユーザーガイドの .jar ファイルの
リファレンスで、最新バージョン
である aws-cloudtrail-processing-
library-1.1.3.jar を使用するよう
読み替えてください。詳細につ
いては、GitHub で「CloudTrail 
Processing Library を使用す
る」と「CloudTrail Processing 
Library」を参照してください。

2018 年 10 月 18 日

追加された機能 (p. 476) このリリースでは、[イベント履
歴] で追加のフィルターの使用が
サポートされます。「CloudTrail 
コンソールでの CloudTrail イベ
ントの表示」を参照してくださ
い。

2018 年 10 月 18 日

追加された機能 (p. 476) このリリースでは、Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon 
VPC) を使用した、VPC と AWS 
CloudTrail との間のプライベート
接続の確立がサポートされてい
ます。「AWS CloudTrail とイン
ターフェイス VPC エンドポイン
トの使用」を参照してください。

2018 年 8 月 9 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
Data Lifecycle Manager がサ
ポートされています。「AWS 
CloudTrail でサポートされるサー
ビスと統合」を参照してくださ
い。

2018 年 7 月 24 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、Amazon 
MQ がサポートされています。
「AWS CloudTrail でサポートさ
れるサービスと統合」を参照して
ください。

2018 年 7 月 19 日

サービスサポートを追
加 (p. 476)

このリリースでは、AWS Mobile 
CLI がサポートされました。
「AWS CloudTrail でサポートさ
れるサービスと統合」を参照して
ください。

2018 年 6 月 29 日

AWS CloudTrail ドキュメント履
歴通知が RSS フィード経由で利
用可能に (p. 476)

RSS フィードにサブスクライブ
して、AWS CloudTrail ドキュメ
ントの更新に関する通知を受信で
きるようになりました。

2018 年 6 月 29 日
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以前の更新
次の表は、2018 年 6 月 29 日までの AWS CloudTrail ドキュメントに関するリリース履歴をまとめたもの
です。

変更 説明 リリース日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon RDS Performance Insightsが
サポートされました。詳細については、「CloudTrail のサ
ポートされているサービスと統合」を参照してください。

2018 年 6 月 
21 日

追加された機能 このリリースでは、イベント履歴ですべての CloudTrail 
管理イベントのログ記録をサポートしています。詳細
については、「CloudTrail Event 履歴でのイベントの表
示 (p. 57)」を参照してください。

2018 年 6 月 
14 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Billing and Cost Management がサ
ポートされています。「CloudTrail がサポートされている
サービスと統合 (p. 26)」を参照してください

2018 年 7 月 
6 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Elastic Container Service 
for Kubernetes (Amazon EKS) がサポートされまし
た。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2018 年 5 月 
5 日

更新版 この更新では、CloudTrail Processing Library の次のパッ
チリリースがサポートされました。

• ユーザーガイドの .jar ファイルのリファレンスを、
最新バージョンである aws-cloudtrail-processing-
library-1.1.2.jar を使用したものに更新しました。

詳細については、GitHub で「CloudTrail Processing 
Library の使用 (p. 358)」と「CloudTrail Processing 
Library」を参照してください。

2018 年 5 月 
16 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Billing and Cost Management がサ
ポートされています。「CloudTrail がサポートされている
サービスと統合 (p. 26)」を参照してください

2018 年 7 月 
6 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Elastic Container Service 
for Kubernetes (Amazon EKS) がサポートされまし
た。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2018 年 5 月 
5 日

更新版 この更新では、CloudTrail Processing Library の次のパッ
チリリースがサポートされました。

• ユーザーガイドの .jar ファイルのリファレンスを、
最新バージョンである aws-cloudtrail-processing-
library-1.1.2.jar を使用したものに更新しました。

詳細については、GitHub で「CloudTrail Processing 
Library の使用 (p. 358)」と「CloudTrail Processing 
Library」を参照してください。

2018 年 5 月 
16 日
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変更 説明 リリース日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS X-Ray がサポートされていま
す。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2018 年 4 月 
25 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、AWS IoT Analytics がサポートされま
した。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2018 年 4 月 
23 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、 Secrets Manager がサポートされま
した。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2018 年 4 月 
10 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Rekognition がサポートされ
ています。「CloudTrail がサポートされているサービスと
統合 (p. 26)」を参照してください。

2018 年 4 月 
6 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、AWS Private Certificate Authority 
(PCA) がサポートされました。「CloudTrail がサポートさ
れているサービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

2018 年 4 月 
4 日

追加された機能 このリリースは、Amazon Athena による CloudTrail ロ
グファイルの検索をよりすばやくします。CloudTrail コ
ンソールからログを直接クエリするためのテーブルを
自動的に作成して、これらのテーブルを Athena でのク
エリの実行に使用することができます。詳細について
は、「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」および「CloudTrail コンソールで CloudTrail ロ
グのテーブルを作成する」を参照してください。

2018 年 3 月 
15 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS AppSync がサポートされてい
ます。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2018 年 2 月 
13 日

リージョンサポートの追加 このリリースでは、1 つの追加リージョン、アジアパシ
フィック (大阪)(ap-northeast-3) がサポートされました。
「CloudTrail がサポートされているリージョン (p. 18)」を
参照してください。

2018 年 2 月 
12 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Shield がサポートされていま
す。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2018 年 2 月 
12 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon SageMaker がサポートされ
ています。「CloudTrail がサポートされているサービスと
統合 (p. 26)」を参照してください。

2018 年 1 月 
11 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Batch がサポートされていま
す。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2018 年 1 月 
10 日

追加された機能 このリリースでは、CloudTrail のイベント履歴で利用でき
るアカウントアクティビティを 90 日に拡大できるように
なりました。列表示をカスタマイズして、CloudTrail イベ
ントの表示を変更することもできます。詳細については、
「CloudTrail Event 履歴でのイベントの表示 (p. 57)」を参
照してください。

2017 年 12 
月 12 日
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サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon WorkMail がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2017 年 12 
月 12 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Alexa for Business、AWS Elemental 
MediaConvert、AWS Elemental MediaStore に対応して
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2017 年 1 月 
12 日

機能とドキュメントの追加 このリリースでは、AWS Lambda 関数のデータイベント
のログ記録に対応しています。

詳細については、「データイベントをログ記録す
る (p. 257)」を参照してください。

2017 年 11 
月 30 日

機能とドキュメントの追加 このリリースでは、AWS Lambda 関数のデータイベント
のログ記録に対応しています。

詳細については、「データイベントをログ記録す
る (p. 257)」を参照してください。

2017 年 11 
月 30 日

機能とドキュメントの追加 このリリースでは、CloudTrail Processing Library に対す
る次の更新がサポートされました。

• 管理イベントのブール値の識別。
• CloudTrail イベントバージョン 1.06 への更新。

詳細については、GitHub で「CloudTrail Processing 
Library の使用 (p. 358)」と「CloudTrail Processing 
Library」を参照してください。

2017 年 11 
月 30 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Glue がサポートされていま
す。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2017 年 11 
月 7 日

新規ドキュメント このリリースは新しいトピックを追加していますAWS 
CloudTrail のクォータ (p. 43)。

2017 年 10 
月 19 日

更新版 このリリースでは、Amazon Athena の CloudTrail イベ
ント履歴でサポートされている API ドキュメント、AWS 
CodeBuild、Amazon Elastic Container Registy 、AWS 
Migration Hub を更新します。

2017 年 10 
月 13 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Chime がサポートされてい
ます。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2017 年 9 月 
27 日

機能とドキュメントの追加 このリリースでは、ご使用の AWS アカウントのすべての 
Amazon S3 バケット のデータイベントログ記録の設定が
サポートされています。「データイベントをログ記録す
る (p. 257)」を参照してください。

2017 年 9 月 
20 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Lex がサポートされてい
ます。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2017 年 8 月 
15 日
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サービスサポートを追加 このリリースでは、AWS Migration Hub がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2017 年 8 月 
14 日

機能とドキュメントの追加 このリリースでは、すべての AWS アカウントに対して 
CloudTrail をデフォルトで有効にすることができます。過
去 7 日間のアカウントアクティビティは CloudTrail イベン
ト履歴に表示され、最新のイベントはコンソールダッシュ
ボードに表示されます。API アクティビティ履歴と呼ばれ
ていた機能は、イベント履歴に置き換えられました。

詳細については、「CloudTrail の仕組み (p. 1)」を参照し
てください。

2017 年 8 月 
14 日

機能とドキュメントの追加 このリリースでは、API アクティビティ履歴ページの 
CloudTrail コンソールからのイベントのダウンロードがサ
ポートされています。イベントは JSON または CSV 形式
でダウンロードできます。

詳細については、「イベントのダウンロード (p. 61)」を参
照してください。

2017 年 27 
月 7 日

追加された機能 このリリースでは、2 つの追加のリージョン (欧州 (ロンド
ン) および カナダ (中部)) で、Amazon S3 オブジェクトレ
ベルの API オペレーションのログ記録がサポートされてい
ます。

詳細については、「CloudTrail ログファイルの使
用 (p. 247)」を参照してください。

2017 年 7 月 
19 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon CloudWatch Events の API を 
CloudTrail API アクティビティ履歴機能で参照できるよう
になりました。

2017 年 6 月 
27 日

機能とドキュメントの追加 このリリースでは、追加の API を次のサービスの 
CloudTrail API アクティビティ履歴機能で使用できるよう
になりました。

• AWS CloudHSM
• Amazon Cognito
• Amazon DynamoDB
• Amazon EC2
• Kinesis
• AWS Storage Gateway

2017 年 6 月 
27 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、AWS CodeStar がサポートされてい
ます。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2017 年 6 月 
14 日
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機能とドキュメントの追加 このリリースでは、CloudTrail Processing Library に対す
る次の更新がサポートされました。

• 同じ SQS キューからの SQS メッセージで複数形式の
サポートを追加し、CloudTrail ログファイルを識別でき
ます。以下の形式がサポートされています。
• CloudTrail が SNS トピックに送信する通知
• Amazon S3 が SNS トピックに送信する通知
• Amazon S3 が直接 SQS キューに送信する通知

• deleteMessageUponFailure プロパティのサポート
を追加すると、処理できなかったメッセージを削除する
ために使用できます。

詳細については、GitHub で「CloudTrail Processing 
Library の使用 (p. 358)」と「CloudTrail Processing 
Library」を参照してください。

2017 年 6 月 
1 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Athena がサポートされてい
ます。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2017 年 5 月 
19 日

追加された機能 このリリースでは、データイベントの Amazon 
CloudWatch Logs の送信がサポートされています。

データイベントをログに記録するように証跡を設定する方
法の詳細については、データイベント (p. 258) を参照して
ください。

CloudWatch Logs へのイベントの送信の詳細については、
「Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログファイ
ルをモニタリングする (p. 295)」を参照してください。

2017 年 5 月 
9 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、AWS Marketplace Metering Service が
サポートされています。「CloudTrail がサポートされてい
るサービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

2017 年 5 月 
2 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon QuickSight がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2017 年 4 月 
28 日

機能とドキュメントの追加 このリリースでは、新しい証跡を作成するためのコンソー
ルの操作が更新されました。新しい証跡で、管理イベント
とデータイベントをログに記録するよう設定できるように
なりました。詳細については、「証跡の作成 (p. 85)」を参
照してください。

2017 年 4 月 
11 日
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ドキュメントの追加 CloudTrail が S3 バケットにログを配信していない場合
や、アカウント内の一部のリージョンから SNS 通知を送
信していない場合、状況によっては、ポリシーを更新する
必要があります。

S3 バケットポリシーの更新の詳細については、一般的な 
Amazon S3 ポリシー設定のエラー (p. 400) を参照してく
ださい。

SNS トピックポリシーの更新の詳細については、一般的
な SNS ポリシー設定のエラー (p. 407) を参照してくださ
い。

2017 年 3 月 
31 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Organizations がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2017 年 2 月 
27 日

機能とドキュメントの追加 このリリースでは、管理イベントとデータイベントをロ
グに記録するように証跡を設定するためのコンソールの操
作が更新されました。詳細については、「CloudTrail ログ
ファイルの使用 (p. 247)」を参照してください。

2017 年 2 月 
10 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Cloud Directory がサポートさ
れました。「CloudTrail がサポートされているサービスと
統合 (p. 26)」を参照してください。

2017 年 1 月 
26 日

機能とドキュメントの追加 このリリースでは、AWS CodeCommit、Amazon 
GameLift、および AWS Managed Services の API を 
CloudTrail API アクティビティ履歴機能で参照できるよう
になりました。

2017 年 1 月 
26 日

追加された機能 このリリースでは、AWS Health Dashboard との統合がサ
ポートされました。
AWS Health Dashboard を使用して、証跡が S3 バケット
や SNS トピックにログを配信できなくなっているかどう
かを確認できます。この状況は、S3 バケットまたは SNS 
トピックのポリシーに問題がある場合に発生する可能性が
あります。AWS Health Dashboard は、影響を受ける証跡
に関する情報と、推奨されるポリシー修正方法を通知しま
す。

詳細については、AWS Healthユーザーガイドを参照して
ください。

2017 年 1 月 
24 日

機能とドキュメントの追加 このリリースでは、CloudTrail コンソールでイベントソー
スによるフィルタリングができるようになりました。イ
ベントソースは、リクエスト先の AWS サービスを示しま
す。

詳細については、「CloudTrail コンソールでの CloudTrail 
イベントの表示 (p. 58)」を参照してください。

2017 年 1 月 
12 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS CodeCommit がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2017 年 1 月 
11 日
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サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Lightsail がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 12 
月 23 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、AWS Managed Services がサポートさ
れました。「CloudTrail がサポートされているサービスと
統合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 12 
月 21 日

リージョンサポートの追加 このリリースでは、欧州 (ロンドン) リージョンがサポー
トされています。「CloudTrail がサポートされているリー
ジョン (p. 18)」を参照してください。

2016 年 12 
月 13 日

リージョンサポートの追加 このリリースでは、カナダ (中部) リージョンがサポートさ
れています。「CloudTrail がサポートされているリージョ
ン (p. 18)」を参照してください。

2016 年 12 
月 8 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、AWS CodeBuild がサポートされてい
ます。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

このリリースでは AWS Health がサポートされていま
す。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

このリリースでは AWS Step Functions がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 12 
月 1 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Polly がサポートされてい
ます。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 11 
月 30 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS OpsWorks for Chef Automate がサ
ポートされています。「CloudTrail がサポートされている
サービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 11 
月 23 日

機能とドキュメントの追加 このリリースでは、読み取り専用、書き込み専用、または
すべてのイベントをログに記録するように証跡を設定でき
るようになりました。

CloudTrail で
は、GetObject、PutObject、DeleteObject な
ど、Amazon S3 オブジェクトレベルの API オペレーショ
ンのログ記録がサポートされます。ユーザーは、オブジェ
クトレベルの API オペレーションをログに記録するように
証跡を設定できます。

詳細については、「CloudTrail ログファイルの使
用 (p. 247)」を参照してください。

2016 年 11 
月 21 日

機能とドキュメントの追加 このリリースでは、userIdentity 要素の type フィー
ルドに追加の値 (AWSAccount と AWSService) を指定
できるようになりました。詳細については、「フィール
ド (p. 454) for userIdentity」を参照してください。

2016 年 11 
月 16 日
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サービスサポートを追加 このリリースでは、アプリケーションの Auto Scaling がサ
ポートされています。「CloudTrail がサポートされている
サービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 10 
月 31 日

リージョンサポートの追加 このリリースでは、米国東部 (オハイオ) リージョンをサ
ポートされています。「CloudTrail がサポートされている
リージョン (p. 18)」を参照してください。

2016 年 10 
月 17 日

機能とドキュメントの追加 このリリースでは、API 以外の AWS サービスイベントを
ログに記録できるようになりました。詳細については、
「AWS サービスイベント (p. 468)」を参照してください。

2016 年 ９ 
月 23 日

機能とドキュメントの追加 このリリースでは、CloudTrail コンソールを使用し
て、AWS Config でサポートされているリソースタイプを
表示できるようになりました。詳細については、「AWS 
Config で参照されたリソースの表示 (p. 62)」を参照して
ください。

2016 年 7 月 
7 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Service Catalog がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 7 月 
6 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Elastic File System (Amazon 
EFS) がサポートされています。「CloudTrail がサポート
されているサービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 6 月 
28 日

リージョンサポートの追加 このリリースでは、1 つの追加リージョンがサポートさ
れました: ap-south-1 (アジアパシフィック (ムンバイ)。
「CloudTrail がサポートされているリージョン (p. 18)」を
参照してください。

2016 年 6 月 
27 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Application Discovery Service がサ
ポートされています。「CloudTrail がサポートされている
サービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 12 
月 5 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、南米 (サンパウロ) リージョンの 
CloudWatch Logs がサポートされています。詳細について
は、「Amazon CloudWatch Logs による CloudTrail ログ
ファイルをモニタリングする (p. 295)」を参照してくださ
い。

2016 年 5 月 
6 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS WAF がサポートされていま
す。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 4 月 
28 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Support がサポートされていま
す。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 4 月 
21 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Inspector がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 4 月 
20 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS IoT がサポートされていま
す。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 4 月 
11 日
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機能とドキュメントの追加 このリリースでは、Security Assertion Markup Language 
(SAML) とウェブ ID フェデレーションを使用して実行さ
れた AWS Security Token Service (AWS STS) API コール
をログに記録できるようになりました。詳細については、
「SAML とウェブ ID フェデレーションを使用する AWS 
STS API の値 (p. 459)」を参照してください。

2016 年 3 月 
28 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Certificate Manager がサポートさ
れています。「CloudTrail がサポートされているサービス
と統合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 3 月 
25 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Kinesis Data Firehose がサ
ポートされています。「CloudTrail がサポートされている
サービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 3 月 
17 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon CloudWatch Logs がサポート
されています。「CloudTrail がサポートされているサービ
スと統合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 3 月 
10 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Cognito がサポートされてい
ます。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 2 月 
18 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Database Migration Service がサ
ポートされています。「CloudTrail がサポートされている
サービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 2 月 
4 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon GameLift （Amazon 
GameLift）がサポートされています。「CloudTrail がサ
ポートされているサービスと統合 (p. 26)」を参照してくだ
さい。

2016 年 1 月 
27 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon CloudWatch Events がサポー
トされています。「CloudTrail がサポートされているサー
ビスと統合 (p. 26)」を参照してください。

2016 年 1 月 
16 日

リージョンサポートの追加 このリリースでは、1 つの追加リージョン、ap-
northeast-2 (アジアパシフィック (ソウル)) がサポートさ
れました。「CloudTrail がサポートされているリージョ
ン (p. 18)」を参照してください。

2016 年 1 月 
6 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Elastic Container Registry 
(Amazon ECR) がサポートされています。「CloudTrail が
サポートされているサービスと統合 (p. 26)」を参照してく
ださい。

2015 年 12 
月 21 日

機能とドキュメントの追加 このリリースでは、すべてのリージョンで CloudTrail を
有効にし、リージョンごとに複数の証跡をサポートできる
ようになりました。詳細については、「CloudTrail のリー
ジョン内動作とグローバル動作 (p. 15)」を参照してくださ
い。

2015 年 12 
月 17 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Machine Learning がサポート
されています。「CloudTrail がサポートされているサービ
スと統合 (p. 26)」を参照してください。

2015 年 12 
月 10 日
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機能とドキュメントの追加 このリリースでは、ログファイルの暗号化、ログファイル
の整合性検証、およびタグ付けがサポートされました。詳
細については、AWS KMS キーによる CloudTrail ログファ
イルの暗号化 (SSE-KMS) (p. 419)、CloudTrail ログファイ
ルの整合性の検証 (p. 338)、および証跡の更新 (p. 97)を参
照してください。

2015 年 10 
月 1 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon OpenSearch Service がサ
ポートされています。「CloudTrail がサポートされている
サービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

2015 年 10 
月 1 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon S3 バケットレベルのイベン
トがサポートされています。「CloudTrail がサポートされ
ているサービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

2015 年 9 月 
1 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Device Farm がサポートされてい
ます。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2015 年 7 月 
13 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon API Gateway がサポートされ
ています。「CloudTrail がサポートされているサービスと
統合 (p. 26)」を参照してください。

2015 年 7 月 
9 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、CodePipeline がサポートされてい
ます。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2015 年 7 月 
9 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon DynamoDB がサポートされ
ています。「CloudTrail がサポートされているサービスと
統合 (p. 26)」を参照してください。

2015 年 5 月 
28 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、米国西部 (北カリフォルニア) リー
ジョンでの CloudWatch Logs がサポートされていま
す。「CloudTrail リリースノートを参照してくださ
い。CloudWatch Logs モニタリングの CloudTrail サポー
トの詳細については、「Amazon CloudWatch Logs による 
CloudTrail ログファイルをモニタリングする (p. 295)」を
参照してください。

2015 年 5 月 
19 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Directory Service がサポートされ
ています。「CloudTrail がサポートされているサービスと
統合 (p. 26)」を参照してください。

2015 年 5 月 
14 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES) がサポートされています。「CloudTrail が
サポートされているサービスと統合 (p. 26)」を参照してく
ださい。

2015 年 5 月 
7 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Elastic Container Service が
サポートされています。「CloudTrail がサポートされてい
るサービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

2015 年 4 月 
9 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Lambda がサポートされていま
す。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2015 年 4 月 
9 日

Version 1.0
505

http://aws.amazon.com/releasenotes/AWS-CloudTrail/2111879456744216


AWS CloudTrail ユーザーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon WorkSpaces がサポートされ
ています。「CloudTrail がサポートされているサービスと
統合 (p. 26)」を参照してください。

2015 年 4 月 
9 日

このリリースでは、CloudTrail によってキャプチャされた 
AWS アクティビティ (CloudTrail イベント) を参照できる
ようになりました。ユーザーは、作成、変更、削除に関連
するアカウント内のイベントを参照したり、フィルタリン
グしたりすることができます。これらのイベントを参照
するには、CloudTrail コンソール、AWS Command Line 
Interface(AWS CLI)、または AWS SDK を使用できます。
詳細については、「CloudTrail Event 履歴でのイベントの
表示 (p. 57)」を参照してください。

2015 年 3 月 
12 日

サービスサポートと新しい
ドキュメントの追加

このリリースでは、Amazon CloudWatch Logs が、ア
ジアパシフィック (シンガポール)、アジアパシフィッ
ク (シドニー)、アジアパシフィック (東京)、欧州 (フ
ランクフルト)、の各リージョンで利用可能になりまし
た。CloudWatch アラームの例が「CloudTrail イベント の 
CloudWatch アラームを作成する」に追加され、新しい
ページが追加されました: 「AWS CloudFormation テンプ
レートを使用して CloudWatch アラームを作成する」。

2015 年 3 月 
5 日

新規ドキュメント AWS Security Token Service (AWS STS) のリージョンの
エンドポイントに対する CloudTrail サポートについて記述
した新しいセクションが、[CloudTrail Concepts] ページに
追加されました。

2015 年 2 月 
17 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Route 53 がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2015 年 2 月 
11 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Config がサポートされていま
す。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2015 年 2 月 
10 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS CloudHSM がサポートされてい
ます。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2015 年 1 月 
8 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS CodeDeploy がサポートされてい
ます。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 12 
月 17 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Storage Gateway がサポートされ
ています。「CloudTrail がサポートされているサービスと
統合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 12 
月 16 日

リージョンサポートの追加 このリリースでは、1 つの追加リージョン、us-gov-
west-1 (AWS GovCloud (米国)) がサポートされています。
「CloudTrail がサポートされているリージョン (p. 18)」を
参照してください。

2014 年 12 
月 16 日

サービスサポートを追加 このリリースは、Amazon S3 Glacier がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 12 
月 11 日
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サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Data Pipeline がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 12 
月 2 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Key Management Service がサ
ポートされています。「CloudTrail がサポートされている
サービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 11 
月 12 日

新規ドキュメント 新しいセクション (Amazon CloudWatch Logs による 
CloudTrail ログファイルをモニタリングする (p. 295)) がガ
イドに追加されました。Amazon CloudWatch Logs を使用
して CloudTrail ログイベントをモニタリングする方法につ
いて説明します。

2014 年 11 
月 10 日

新規ドキュメント 新しいセクション (CloudTrail Processing Library の使
用 (p. 358)) がガイドに追加されました。このセクショ
ンには、AWS CloudTrail Processing Library を使用して 
Java に CloudTrail ログプロセッサを書き込む方法につい
ての情報が記載されています。

2014 年 11 
月 5 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Elastic Transcoder がサポー
トされています。「CloudTrail がサポートされているサー
ビスと統合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 10 
月 27 日

リージョンサポートの追加 このリリースでは、1 つの追加リージョン、eu-central-1 
(欧州 (フランクフルト)) がサポートされています。
「CloudTrail がサポートされているリージョン (p. 18)」を
参照してください。

2014 年 10 
月 23 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon CloudSearch がサポートされ
ています。「CloudTrail がサポートされているサービスと
統合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 10 
月 16 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Simple Notification Service が
サポートされています。「CloudTrail がサポートされてい
るサービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 10 
月 9 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon ElastiCache がサポートされ
ています。「CloudTrail がサポートされているサービスと
統合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 9 月 
15 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon WorkDocs がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 8 月 
27 日

新しいコンテンツの追加 このリリースでは、サインインイベントのログ記録に関
するトピックが追加されました。「AWS Management 
Console サインインイベント (p. 468)」を参照してくださ
い。

2014 年 7 月 
24 日

新しいコンテンツの追加 このリリースの eventVersion 要素はバージョン 1.02 に
アップグレードされ、3 つの新しいフィールドが追加され
ました。「CloudTrail レコードの内容 (p. 439)」を参照し
てください。

2014 年 7 月 
18 日

Version 1.0
507



AWS CloudTrail ユーザーガイド
以前の更新

変更 説明 リリース日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Auto Scaling がサポートされてい
ます (「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください)。

2014 年 7 月 
17 日

リージョンサポートの追加 このリリースでは、ap-southeast-1 (アジアパシフィック 
(シンガポール))、ap-northeast-1 (アジアパシフィック (東
京)、sa-east-1 (南米 (サンパウロ)) の 3 つのリージョンが
サポートされています。「CloudTrail がサポートされてい
るリージョン (p. 18)」を参照してください。

2014 年 6 月 
30 日

サービスサポートの追加 このリリースでは、Amazon Redshift がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 6 月 
10 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS OpsWorks がサポートされてい
ます。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 5 月 
6 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon CloudFront がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 5 月 
28 日

リージョンサポートの追加 このリリースでは、us-west-1 (米国西部 (北カリフォルニ
ア))、eu-west-1 (欧州 (アイルランド)、ap-southeast-2 (ア
ジアパシフィック (シドニー)) の 3 つのリージョンがサ
ポートされました。「CloudTrail がサポートされている
リージョン (p. 18)」を参照してください。

2014 年 5 月 
13 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Simple Workflow Service がサ
ポートされています。「CloudTrail がサポートされている
サービスと統合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 9 月 
5 日

新しいコンテンツの追加 このリリースでは、アカウント間でのログファイルの共有
に関するトピックが追加されました。「AWS アカウント
間での CloudTrail ログファイルを共有する (p. 328)」を参
照してください。

2014 年 5 月 
2 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon CloudWatch がサポートされ
ています。「CloudTrail がサポートされているサービスと
統合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 4 月 
28 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon Kinesis がサポートされてい
ます。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 4 月 
22 日

サービスサポートを追加 このリリースでは AWS Direct Connect がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 4 月 
11 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Amazon EMR がサポートされてい
ます。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 4 月 
4 日

サービスサポートを追加 このリリースでは、Elastic Beanstalk がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 4 月 
2 日
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サービスサポートの追加 このリリースでは AWS CloudFormation がサポートされて
います。「CloudTrail がサポートされているサービスと統
合 (p. 26)」を参照してください。

2014 年 3 月 
7 日

新規ガイド このリリースでは AWS CloudTrail を導入しています。 2013 年 11 
月 13 日
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