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リソースグループとは
リソースグループ を使用して、AWS リソースを整理することができます。AWS Resource Groups は、
多数のリソース上のタスクを一度に管理および自動化できるサービスです。このガイドでは、AWS
Resource Groups でのリソースグループの作成方法および管理方法について説明します。リソースに対し
て実行できるタスクは、使用している AWS サービスに応じて異なります。AWS Resource Groups をサ
ポートするサービスの一覧と、各サービスがリソースグループに対して行えることに関する簡単な説明に
ついては、AWS と連携する AWS Resource Groups のサービス (p. 19) を参照してください。
Resource Groups にアクセスするには、次のいずれかのエントリポイントを使用します。
• AWS Management Console の上部ナビゲーションバーで、[Services] (サービス) を選択しま
す。[Management & Governance] (管理とガバナンス) で、[Resource Groups & Tag Editor] (Resource
Groups とタグエディタ) を選択します。
直接リンク: AWS Resource Groups コンソール
• AWS Systems Manager コンソールの、Resource Groups の左ナビゲーションペインエントリから。
• AWS CLI コマンドまたは AWS SDK プログラミング言語の Resource Groups API を使用。

AWS Management Console のホームでリソースグループを使用するには
1.

AWS Management Consoleにサインインします。

2.

ナビゲーションバーで [サービス] を選択します。

3.

[Management & Governance] (管理とガバナンス) の [Resource Groups & Tag Editor] (Resource
Groups とタグエディタ)

4.

左側のナビゲーションペインで、[Saved Resource Groups] (保存されたリソースグループ) を選択し
て既存のグループで作業するか、または [Create a Group] (グループの作成) を選択して新しいグルー
プを作成します。

リソースグループとは
AWS では、リソースはユーザーが操作できるエンティティです。例として、Amazon EC2 インスタン
ス、AWS CloudFormation スタック、Amazon S3 バケットなどがあります。複数のリソースを使用する場
合、タスクごとに 1 つの AWS のサービスから別のサービスに移動するよりも、グループとして管理する
と便利です。アプリケーション層を構成する EC2 インスタンスなど、多数の関連リソースを管理する場合
は、これらのリソースに対して一括アクションを一度に実行する必要があります。一括アクションの例を
以下に示します。
• アップデートまたはセキュリティパッチの適用。
• アプリケーションのアップグレード。
• ネットワークトラフィックのポートの開閉。
• 特定のログの収集、またはインスタンスのフリートのデータの監視。
リソースグループとは、すべてが同じ AWS リージョン にあり、グループのクエリで指定された条件に適
合する AWS リソースのコレクションを指します。Resource Groups には、グループを構築するために使
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用できる 2 つのタイプのクエリがあります。どちらのクエリタイプにも、AWS::service::resource の
形式で指定されているリソースが含まれています。
• タグベース
タグベースのリソースグループのメンバーシップは、リソースとタグのリストを指定するクエリに基づ
いて行われます。タグ は、企業内のリソースを識別およびソートするのに役立ちます。タグには、キー
の値が含まれます。

Important
個人情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグを使用
して、課金および管理サービスを提供します。タグは、プライベートデータや機密データに使
用することを意図していません。
• AWS CloudFormation スタックベース
AWS CloudFormationスタックベースのリソースグループのメンバーシップは、AWS CloudFormation
現在のリージョンのアカウント内のスタックを指定するクエリに基づいています。グループに含めるス
タックのリソースタイプをオプションで選択できます。クエリは 1 つの AWS CloudFormation スタック
だけに基づくことができます。
• サービスにリンクされたリソースグループ
そのサービスのコンソールと APIAWS のサービス を使用しないと作成および管理できないリソースグ
ループを定義するものもあります。Resource Groups コンソールでこれらのグループに対して実行でき
る操作には制限があります。詳細については、AWS Resource GroupsAPI リファレンスガイドの「リ
ソースグループのサービス設定」を参照してください。
リソースグループはネストできます。つまり、同じリージョン上の既存のリソースグループは、リソース
グループに含めることができます。

リソースグループのユースケース
デフォルトでは、AWS Management Console は AWS のサービスによって編成されています。しかし
Resource Groups を使用すると、タグで指定された基準、または AWS CloudFormation スタック内のリ
ソースに基づいて情報を整理および統合するカスタムコンソールを作成できます。次のリストでは、リ
ソースのグループ化を使用したリソースの整理に役立つケースを紹介します。
• 開発、ステージング、本番稼働用といった、さまざまな段階があるアプリケーション。
• 複数の部門または個々のユーザーによって管理されるプロジェクト.
• 共通のプロジェクトで一緒に使用する、またはグループとして管理あるいはモニタリングする一連の
AWS リソース.
• 特定のプラットフォーム (例: Android または iOS) で実行されるアプリケーションに関連するリソースの
セット。
たとえば、ウェブアプリケーションを開発中で、アルファ環境、ベータ環境、リリースステージのリソー
スのセットを個々に管理しているとします。各バージョンは、Amazon EC2 で Amazon Elastic Block
Store ストレージボリュームを使用して実行されます。Elastic Load Balancing を使用してトラフィックを
管理し、Route 53 を使用してドメインを管理します。Resource Groups を使用しないと、複数のコンソー
ルにアクセスしてサービスのステータスを確認したり、アプリケーションの 1 つのバージョンの設定を変
更したりする必要があります。
Resource Groups を使用すると、単一のページでリソースを表示および管理できます。例えば、ツールを
使用して、アプリケーションのバージョン (アルファ、ベータ、リリース) ごとにリソースグループを作成
するとします。アルファバージョンのアプリケーションのリソースを確認するには、リソースグループを
開きます。次に、リソースグループのページで統合情報を表示します。特定のリソースを変更するには、
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必要な設定が行われているサービスコンソールにアクセスできるように、リソースグループのページでリ
ソースのリンクを選択します。

AWS Resource Groups およびアクセス許可
Resource Groups の機能のアクセス許可は、アカウントレベルです。アカウントを共有しているユーザー
に適切な IAM アクセス許可が付与されていれば、作成したリソースグループを操作することができま
す。IAM ユーザーを作成する方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの IAM ユーザーの作成を参照し
てください。
タグはリソースのプロパティであるため、アカウント全体で共有されます。ある部門または特別なグルー
プのユーザーは、共通の用語 (タグ) から引き出し、そのロールと責任に意味のあるリソースグループを作
成できます。また、共通のタグのプールを持つことは、ユーザーがリソースグループを共有する際に、タ
グ情報を失うまたは競合する心配がないことを意味します。

AWS Resource Groups リソース
Resource Groups で利用可能なリソースは、グループのみです。グループには、一意の Amazon リソース
ネーム (ARN) が関連付けられています。ARN の詳細については、Amazon Web Services の全般リファレ
ンス の Amazon リソースネーム (ARN) と AWS のサービスの名前空間 を参照してください。
リソース
タイプ

ARN 形式

Resource
Group (リ
ソースグ
ループ)

arn:aws:resource-groups:region:account:group/group-name

タグ付けの仕組み
タグは、AWS リソースを整理するためのメタデータとして機能するキーと値のペアです。ほとんどの
AWS リソースでは、それが Amazon EC2 インスタンス、Amazon S3 バケット、または別のリソースであ
るかどうかにかかわらず、リソースを作成する際にタグを追加するオプションがあります。ただし、タグ
エディタを使用して、タグをサポートされている複数のリソースに一度に追加することもできます。さま
ざまな種類のリソースのクエリを作成し、検索結果のリソースのタグを追加、削除、または置換します。
タグベースのクエリは AND 演算子をタグに割り当てます。そのため、クエリによって、指定されたリソー
スタイプおよび指定されたすべてのタグと一致するすべてのリソースが返ります。

Important
個人情報 (PII) などの機密情報や秘匿性の高い情報はタグに格納しないでください。タグを使用し
て、課金および管理サービスを提供します。タグは、プライベートデータや機密データに使用す
ることを意図していません。
詳細については、タグエディタの使用を参照してください。タグエディタを使用してサポートされている
リソース (p. 33)をタグ付けし、そのリソースを作成します。さらに追加する場合は、リソースを作成
し、管理するサービスコンソールのタグ付け機能を使用します。
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AWS Resource Groupsの開始方法
AWS では、リソースはユーザーが操作できるエンティティです。例として、Amazon EC2 インスタン
ス、Amazon S3 バケット、Amazon S3 バケット、Amazon Route 53 ホストゾーンなどがあります。複数
のリソースを使用する場合、タスクごとに 1 つの AWS のサービスから別のサービスに移動するよりも、
グループとして管理すると便利です。
このセクションでは、AWS Resource Groups の開始方法を示します。まず、AWS リソースを整理するに
は、タグエディタでタグ付けします。次に、グループに必要なリソースタイプと、リソースに適用したタ
グを含むクエリをResource Groups で作成します。
Resource Groups でリソースグループを作成したら、AWS Systems Managerオートメーションなどのの
ツールは、リソースのグループの管理タスクを簡易化します。
の開始方法の詳細については、「」を参照してくださいAWS Systems Manager機能とツール、「」を参照
してくださいAWS Systems Managerユーザーガイド。
トピック
• AWS Resource Groups を使用するための前提条件 (p. 4)

AWS Resource Groups を使用するための前提条件
リソースグループの使用を開始する前に、既存のリソースを含むアクティブな AWS アカウントと、リ
ソースをタグ付けし、グループを作成する適切な権限があることを確認します。

AWS へのサインアップ
AWS アカウントをお持ちでない場合は、以下の手順を実行してアカウントを作成してください。

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 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。

リソースの作成
空のリソースグループを作成することはできますが、グループにリソースができるまで、リソースグルー
プメンバーに対してタスクを実行することはできません。サポートされるリソースタイプの詳細について
は、AWS Resource Groupsとタグエディタで使用できるリソースタイプ (p. 33)を参照してください。

アクセス許可の設定
リソースグループおよびタグエディタを最大限に活用するには、リソースをタグ付けする、またはリソー
スのタグキーとタグ値を表示するための追加アクセス許可が必要になる場合があります。これらのアクセ
ス許可は次のように分類されます。
4

AWS Resource Groups ユーザーガイド
前提条件

• 個々のサービスに対するアクセス許可。これらのサービスからのリソースをタグ付けし、リソースグ
ループに含めることができます。
• タグエディタコンソールを使用するために必要なアクセス許可
• AWS Resource Groups コンソールおよび API を使用するために必要なアクセス許可。
自身が管理者である場合は、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスからポリシーを作成
し、ユーザーにアクセス許可を付与することができます。まず IAM ユーザーまたはグループを作成し、必
要なアクセス許可のあるポリシーを適用します。IAM ポリシーの作成とアタッチについては、ポリシーの
使用を参照してください。

個々のサービスに対するアクセス許可
Important
このセクションでは、他のサービスコンソールや API を使用してリソースをタグ付けし、そのリ
ソースをリソースグループに追加する場合に必要なアクセス許可について説明します。
「リソースグループとは (p. 1)」に説明しているように、各リソースグループは、1 つ以上のタグキー
やタグ値を共有する、指定されたタイプのリソースのコレクションを表します。リソースにタグを追加す
るには、リソースが属するサービスに必要なアクセス許可が必要です。例えば、Amazon EC2 インスタン
スにタグ付けするには、そのサービスの API でのタグ付けアクションに対するアクセス許可 (例: Amazon
EC2 ユーザーガイドに記載されているアクセス許可) が必要です。
リソースグループの機能を最大限に活用するには、サービスのコンソールにアクセスし、そこでリソース
と連携できるようにする別のアクセス許可が必要です。このような Amazon EC2 向けのポリシーの例につ
いては、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EC2 コンソールで機能するサンプ
ルポリシーを参照してください。

Resource Groups とタグエディタに必要なアクセス許可
Resource Groups とタグエディタを使用するには、IAM のユーザーのポリシーステートメントに以下のア
クセス許可を追加する必要があります。 up-to-date によって維持され、維持されるAWSマネージド型ポリ
シーを追加するかAWS、または独自のカスタムポリシーを作成して維持することができます。

Resource Groups とタグエディタのアクセス許可に AWS マネージド型ポリシーを使用する
AWS Resource Groups とタグエディタは、事前定義されたアクセス許可セットをユーザーに提供するた
めに使用できる次の AWS マネージド型ポリシーをサポートしています。これらのマネージド型ポリシー
は、作成した他のポリシーと同様に、任意のユーザー、ロール、グループにアタッチできます。
ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess
このポリシーは、Resource Groups とタグエディタの両方についての読み取り専用オペレーションを
呼び出すアクセス許可を、アタッチされた IAM ユーザーまたはロールに付与します。リソースのタグ
を読み取るには、別のポリシーを使用して、そのリソースに対するアクセス許可も必要です (次の重要
な注意を参照)。
ResourceGroupsandTagEditorFullAccess
このポリシーは、Resource Groups のオペレーションとタグエディタの読み取り・書き込みオペレー
ションを呼び出すアクセス許可を、アタッチされた IAM ユーザーまたはロールに付与します。リソー
スタグに対する読み取りまたは書き込みを行うには、別のポリシーを使用して、そのリソースに対す
るアクセス許可も必要です (次の重要な注意を参照)。

Important
上記の 2 つのポリシーは、Resource Groups とタグエディタのオペレーションを呼び出し、それ
らのコンソールを使用するアクセス許可を付与します。Resource Groups のオペレーションの場
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合、これらのポリシーで十分であり、Resource Groups コンソールでリソースを操作するために
必要なすべてのアクセス許可を付与します。
ただし、タグ付けオペレーションとタグエディタコンソールでは、アクセス許可がもっと細かく
設定されます。オペレーションを呼び出すアクセス許可だけでなく、アクセスしようとしている
タグがある特定のリソースに対する適切なアクセス許可も必要です。タグへのアクセス許可を付
与するには、次のいずれかのポリシーをアタッチする必要があります。
• AWSマネージド型ポリシーは、ReadOnlyAccessすべてのサービスのリソースの読み取り専用
オペレーションに対してアクセス許可を付与します。 AWSAWS新しいサービスが利用可能に
なると、自動的にこのポリシーを最新の状態に保ちます。
• 多くのサービスは、サービス固有の読み取り専用 AWS マネージド型ポリシーを提供します。
これをを使用して、そのサービスによって提供されるリソースにのみアクセスを制限できま
す。たとえば、Amazon EC2 は Amazon EC2 を提供しますReadOnlyAccess。
• ユーザーがアクセスできるようにするいくつかのサービスとリソースに対して、非常に限定さ
れる読み取り専用オペレーションにのみアクセス許可を付与する独自のポリシーを作成するこ
とができます。このポリシーでは、「許可リスト」戦略または拒否リスト戦略のいずれかを使
用します。
許可リスト戦略では、ポリシーで明示的に許可するまで、アクセスはデフォルトで拒否される
という事実を利用します。そのため、次の例のようなポリシーを使用できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [ "resource-groups:*" ],
"Resource": "arn:aws:resource-groups:*:123456789012:group/*"
}
]

または、明示的にブロックするリソース以外のすべてのリソースへのアクセスを許可する「拒
否リスト」戦略を使用することもできます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Deny",
"Action": [ "resource-groups:*" ],
"Resource": "arn:aws:resource-groups:*:123456789012:group/*"
}
]

Resource Groups とタグエディタのアクセス許可を手動で追加する
• resource-groups:* (このアクセス許可は、すべてのResource Groups アクションを許可します。代
わりに、ユーザーが使用できるアクションを制限する場合は、アスタリスクを特定の Resource Groups
アクション、またはカンマ区切りのアクションのリストに置き換えることができます)
• cloudformation:DescribeStacks
• cloudformation:ListStackResources
• tag:GetResources
• tag:TagResources
• tag:UntagResources
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• tag:getTagKeys
• tag:getTagValues
• resource-explorer:*
コンソールでResource Groups とタグエディタを使用するには、resourcegroups:ListGroupResources アクションを実行するためのアクセス許可も必要です。このアクセス
許可は、現在のリージョンで使用可能なリソースタイプを一覧表示するために必要です。resourcegroups:ListGroupResources でのポリシー条件の使用は、現在サポートされていません。

AWS Resource Groups およびタグエディタを使用するためのアクセス許可を付
与する
AWS Resource Groups およびタグエディタを使用するためのポリシーをユーザーに追加するには、次の
手順を実行します。
1.

[IAM コンソール] を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。

3.

AWS Resource Groups およびタグエディタのアクセス許可を付与するユーザーを見つけます。ユー
ザーの名前を選択して、ユーザーのプロパティページを開きます。

4.

[Add permissions] (許可の追加) を選択します。

5.

[Attach existing policies directly] (既存のポリシーを直接添付) を選択します。

6.

[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

7.

[JSON] タブに、以下のポリシーステートメントを貼り付けます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"resource-groups:*",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:ListStackResources",
"tag:GetResources",
"tag:TagResources",
"tag:UntagResources",
"tag:getTagKeys",
"tag:getTagValues",
"resource-explorer:*"
],
"Resource": "*"
}
]

Note
このポリシーステートメントの例は、AWS Resource Groups アクションとタグエディタの
アクションに対してのみアクセス許可を付与します。AWS Resource Groups コンソールで
AWS Systems Manager タスクにアクセスすることはできません。例えば、このポリシー
では、Systems Manager Automation コマンドを使用するためのアクセス許可は付与されま
せん。リソースグループで Systems Manager タスクを実行するには、Systems Manager
のアクセス許可 (例: ssm:*) がポリシーにアタッチされている必要があります。Systems
Manager へのアクセス権限を付与する方法については、AWS Systems Manager ユーザーガ
イドの Systems Manager へのアクセス設定を参照してください。
8.

[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
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9.

新しいポリシーの名前と説明を入力します (たとえば、AWSResourceGroupsQueryAPIAccess)。

10. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
11. ポリシーが IAM に保存され、他のユーザーにアタッチできるようになりました。ポリシーをユーザー
に追加する方法については、IAM ユーザーガイドのポリシーをユーザーに直接アタッチすることによ
るアクセス許可の追加を参照してください。

AWS Resource Groups の承認とアクセスコントロールの詳細
Resource Groups は以下をサポートしています。
• アクションベースのポリシー。例えば、ユーザーに、ListGroups オペレーションの実行を許可し、それ
以外のオペレーションを許可しないポリシーを作成できます。
• リソースレベルのアクセス許可。Resource Groups では、ARN を使用してポリシーで個々のリソースを
指定できます。
• タグに基づいた承認。Resource Groups は、ポリシーの条件でのリソースタグの使用をサポートしま
す。例えば、Resource Groups ユーザーに、お客様がタグ付けしたグループへのフルアクセスを許可す
るポリシーを作成できます。
• 一時認証情報。ユーザーは、AWS Resource Groups オペレーションを許可するポリシーが関連付けら
れたロールを引き受けることができます。
Resource Groups では、リソースベースのポリシー はサポートされていません。
Resource Groups は、サービスにリンクされたロールを使用しません。
Resource Groups とタグエディタが AWS Identity and Access Management (IAM) にどのように統合され
ているかの詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの以下のトピックを参
照してください。
• IAM と連携する AWS サービス
• AWS Resource Groups のアクション、リソース、条件キー
• ポリシーによるアクセス制御

でのクエリベースのグループの作成AWS Resource
Groups
トピック
• リソースグループクエリのタイプ (p. 8)
• タグベースのクエリを構築し、グループを作成する (p. 11)
• AWS CloudFormation スタックベースのグループを作成する (p. 13)

リソースグループクエリのタイプ
AWS Resource Groups で、クエリは、クエリベースグループの基盤です。リソースグループは、2 つのタ
イプのクエリのいずれかに基づくことができます。
タグベース
タグベースのクエリには、AWS::service::resource 形式で指定されているリソースタイプのリス
ト、およびタグが含まれます。タグは、企業内のリソースを識別およびソートするのに役立ちます。
タグには、キーの値が含まれます。
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タグベースのクエリの場合、グループのメンバーにするリソースによって共有されるタグも指定し
ます。例えば、アプリケーションのテストステージを実行するために使用している Amazon EC2
インスタンスと Amazon S3 バケットをすべて含むリソースグループを作成しており、このように
タグ付けされたインスタンスとバケットがある場合は、ドロップダウンリストからリソースタイ
プ AWS::EC2::Instance および AWS::S3::Bucket を選択してから、タグ値 Test でタグキー
Stage を指定します。
タグベースのリソースグループの ResourceQuery パラメータの構文には、次の要素が含まれます。
• Type
この要素は、このリソースグループを定義するクエリの種類を示します。タグベースのリソースグ
ループを作成するには、値 TAG_FILTERS_1_0 を次のように指定します。
"Type": "TAG_FILTERS_1_0"

• Query
この要素は、リソースとの照合に使用される実際のクエリを定義します。これには、次の要素を持
つ JSON 構造の文字列表現が含まれます。
• ResourceTypeFilters
この要素は、フィルターに一致するリソースタイプにのみ結果を制限します。次の値を指定でき
ます。
• "AWS::AllSupported"— クエリに一致し、Resource Groups サービスで現在サポートされ
ている任意のタイプのリソースを結果に含めることができることを指定します。
• "AWS::service-id::resource-type — この形式のリソースタイプの指定文字列をカンマ
で区切ったリスト ("AWS::EC2::Instance" など)。
• TagFilters
この要素は、リソースにアタッチされたタグと比較されるキーと値の文字列のペアを指定しま
す。フィルターに一致するタグキーと値を持つものがグループに含められます。各フィルター
は、次の要素で構成されています。
• "Key" — キー名を持つ文字列。キー名が一致するタグを持つリソースのみを照合し、グループ
のメンバーになります。
• "Values" — 指定したキーの値のカンマ区切りリストを含む文字列。一致するタグキーと、こ
のリスト内の値と一致する値を持つリソースのみがグループのメンバーになります。
これらの JSON 要素はすべて、JSON 構造の 1 行の文字列表現に結合する必要があります。例えば、
次の JSON 構造例を持つ Query について考えます。このクエリは、タグ「Stage」と値「Test」を持
つ Amazon EC2 インスタンスのみを照合するためのものです。
{

}

"ResourceTypeFilters": [ "AWS::EC2::Instance" ],
"TagFilters": [
{
"Key": "Stage",
"Values": [ "Test" ]
}
]

その JSON は、次の単一行の文字列として表現し、Query 要素の値として使用することができま
す。JSON 構造の値は二重引用符で囲まれた文字列でなければならないため、次に示すように、埋め
込まれた二重引用符またはスラッシュ文字の前にそれぞれバックスラッシュを付けて、これらをエス
ケープする必要があります。
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"Query":"{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::AllSupported\"],\"TagFilters\":[{\"Key\":
\"Stage\",\"Values\":[\"Test\"]}]}"

完成した ResourceQuery 文字列は、次に示すように CLI コマンドパラメータとして表されます。
--resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0","Query":"{\"ResourceTypeFilters\":
[\"AWS::AllSupported\"],\"TagFilters\":[{\"Key\":\"Stage\",\"Values\":[\"Test\"]}]}"}'

AWS CloudFormation スタックベース
AWS CloudFormation スタックベースのクエリでは、現在のリージョン内の自分のアカウントで AWS
CloudFormation スタックを選択し、グループ内に含めるスタックでリソースタイプを選択ます。クエ
リは 1 つの AWS CloudFormation スタックだけに基づくことができます。Resource Groups は、次の
いずれかのステータスを持つ AWS CloudFormation スタックに基づくクエリをサポートします。

Important
クエリでスタックの一部として直接作成されたリソースのみが、リソースグループに含ま
れます。AWS CloudFormation スタックのメンバーによって後で作成されるリソースは、
グループのメンバーになりません。例えば、auto-scaling グループがスタックの一部として
AWS CloudFormation によって作成される場合、その auto-scaling グループはグループのメ
ンバーになります。しかし、その auto-scaling グループによってオペレーションの一部とし
て作成された Amazon EC2 インスタンスは、AWS CloudFormation スタックベースのリソー
スグループのメンバーにはなりません。
AWS CloudFormation スタックに基づいてグループを作成し、スタックのステータス
が、DELETE_COMPLETE など、グループクエリの基準としてはサポートされなくなったステータスに
変化する場合、リソースグループは引き続き存在しますが、メンバーリソースはなくなります。
リソースグループを作成したら、グループのリソースに対してタスクを実行できます。
ResourceQuery CloudFormation スタックベースのリソースグループのパラメータの構文には、次の要素
が含まれます。
• Type
この要素は、このリソースグループを定義するクエリの種類を示します。
AWS CloudFormation スタックベースのリソースグループを作成するには、値
CLOUDFORMATION_STACK_1_0 を次のように指定します。
"Type": "CLOUDFORMATION_STACK_1_0"

• Query
この要素は、リソースとの照合に使用される実際のクエリを定義します。これには、次の要素を持つ
JSON 構造の文字列表現が含まれます。
• ResourceTypeFilters
この要素は、フィルターに一致するリソースタイプにのみ結果を制限します。次の値を指定できま
す。
• "AWS::AllSupported" — クエリに一致する任意のタイプのリソースを結果に含めることができ
ることを指定します。
• "AWS::service-id::resource-type — この形式のリソースタイプの指定文字列をカンマで区
切ったリスト ("AWS::EC2::Instance" など)。
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• StackIdentifier
この要素は、リソースをグループに含める AWS CloudFormation スタックの Amazon リソースネーム
(ARN) を指定します。
これらの JSON 要素はすべて、JSON 構造の 1 行の文字列表現に結合する必要があります。例えば、次の
JSON 構造例を持つ Query について考えます。このクエリは、指定された AWS CloudFormation スタッ
クの一部である Amazon S3 バケットのみ照合するためのものです。
{

"ResourceTypeFilters": [ "AWS::S3::Bucket" ],
"StackIdentifier": "arn:aws:cloudformation:uswest-2:123456789012:stack/MyCloudFormationStackName/fb0d5000-aba8-00e8-aa9e-50d5cEXAMPLE"
}

その JSON は、次の単一行の文字列として表現し、Query 要素の値として使用することができま
す。JSON 構造の値は二重引用符で囲まれた文字列でなければならないため、次に示すように、埋め込ま
れた二重引用符またはスラッシュ文字の前にそれぞれバックスラッシュを付けて、これらをエスケープす
る必要があります。
"Query":"{\"ResourceTypeFilters\":[\"AWS::S3::Bucket\"],\"StackIdentifier\":
\"arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack\/MyCloudFormationStackName\/fb0d5000aba8-00e8-aa9e-50d5cEXAMPLE\"

完成した ResourceQuery 文字列は、次に示すように CLI コマンドパラメータとして表されます。
--resource-query '{"Type":"CLOUDFORMATION_STACK_1_0","Query":"{\"ResourceTypeFilters
\":[\"AWS::S3::Bucket\"],\"StackIdentifier\":\"arn:aws:cloudformation:uswest-2:123456789012:stack\/MyCloudFormationStackName\/fb0d5000-aba8-00e8-aa9e-50d5cEXAMPLE
\"}'

タグベースのクエリを構築し、グループを作成する
以下の手順では、タグベースのクエリを作成し、それを使用してリソースグループを作成する方法を示し
ています。
Console
1.

AWS Resource Groups コンソールにサインインします。

2.

ナビゲーションペインで、[Create Resource Group] (リソースグループの作成) を選択します。

3.

[Create query-based group] (クエリベースのグループの作成) ページの [Group type] (グループタ
イプ) で、[Tag based] (タグベース) グループタイプを選択します。

4.

[Grouping criteria] (グループ分けの条件) ページで、リソースグループに必要なリソースタイプを
選択します。1 つのクエリに最大 20 のリソースタイプを設定できます。このチュートリアルで
は、AWS::EC2::Instanceとを選択しますAWS::S3::Bucket。

5.

まだ [Grouping criteria] (グループ分けの条件) ページで、[Tags] (タグ) に、タグキーまたはタグの
キーと値のペアを指定して、指定された値でタグ付けされたもののみを含めるように一致するリ
ソースを制限します。タグ付けが完了したら、[追加] を選択するか、Enter キーを押します。この
例では、[ステージ] のタグキーを含むリソースをフィルタリングします。タグ値はオプションで
すが、クエリの結果を絞り込むことができます。タグ値の間に OR 演算子を追加して、タグキー
に複数の値を追加することができます。さらにタグを追加するには、[追加] を選択します。クエ
リは AND 演算子をタグに割り当てます。そのため、クエリによって、指定されたリソースタイプ
および指定されたすべてのタグと一致するすべてのリソースが返ります。
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6.

さらに [Grouping criteria] (グループ分けの条件) ページで、[Preview group resources] (リソース
グループのプレビュー) を選択すると、指定されたタグキーまたはキーに一致する、アカウント内
の EC2 インスタンスおよび S3 バケットのリストが返されます。

7.

必要な結果が得られたら、このクエリに基づいてグループを作成します。
a.

[Group details] (グループの詳細) で、[Group name] (グループ名) に、リソースグループの名
前を入力します。
リソースグループ名は、文字、数字、ハイフン、ピリオド、アンダースコアを含む最大 128
文字で構成されます。名前の先頭を AWS または aws にすることはできません。これらは予
約されています。リソースグループ名は、アカウントの現在のリージョンで一意である必要
があります。

b.

(オプション) [Group description (グループの説明)] に、グループの説明を入力します。

c.

(オプション) [グループタグ] で、リソースグループにのみ適用するタグキーと値のペアを追
加します。グループのメンバーリソースは追加しません。
グループタグは、このグループを大規模なグループのメンバーにする場合に便利です。グ
ループを作成するには少なくとも 1 つのタグキーを指定する必要があるため、[Group tags
(グループタグ)] にタグキーを追加して、大規模なグループにネストする予定のグループにタ
グキーを 1 つ以上追加してください。

8.

完了したら、[Create group] (グループの作成) を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs
タグベースのグループは、タイプ TAG_FILTERS_1_0 のクエリに基づいています。
1.

AWS CLI セッションで、次のように入力し、[Enter] キーを押します。これにより、グループ名の
値、説明、リソースタイプ、タグキー、タグ値は独自に設定した内容に置き換えられます。説明
には、文字、数字、ハイフン、アンダースコア、句読点、空白文字を含め、最大で 512 文字使用
できます。1 つのクエリに最大 20 のリソースタイプを設定できます。リソースグループ名は、文
字、数字、ハイフン、ピリオド、アンダースコアを含む最大 128 文字で構成されます。名前の先
頭を AWS または aws にすることはできません。これらは予約されています。リソースグループ
名は、アカウントで一意である必要があります。
ResourceTypeFilters に少なくとも 1 つの値が必要です。すべてのリソースタイプを指定す
るには、ResourceTypeFilters 値として AWS::AllSupported を使用します。
$ aws resource-groups create-group \
--name resource-group-name \
--resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0","Query":"{\"ResourceTypeFilters
\":[\"resource_type1\",\"resource_type2\"],\"TagFilters\":[{\"Key\":\"Key1\",
\"Values\":[\"Value1\",\"Value2\"]},{\"Key\":\"Key2\",\"Values\":[\"Value1\",
\"Value2\"]}]}"}'

サンプルコマンドを次に示します。
$ aws resource-groups create-group \
--name my-resource-group \
--resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0","Query":"{\"ResourceTypeFilters
\":[\"AWS::EC2::Instance\"],\"TagFilters\":[{\"Key\":\"Stage\",\"Values\":[\"Test
\"]}]}"}'

次のコマンドでは、サポートされているすべてのリソースタイプが含まれている例です。
$ aws resource-groups create-group \
--name my-resource-group \
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--resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0","Query":"{\"ResourceTypeFilters
\":[\"AWS::AllSupported\"],\"TagFilters\":[{\"Key\":\"Stage\",\"Values\":[\"Test
\"]}]}"}'

2.

このコマンドのレスポンスで返る内容は次のとおりです。
• 作成したグループの詳細な説明。
• グループの作成に使用したリソースクエリ。
• グループに関連付けられているタグ。

AWS CloudFormation スタックベースのグループを作
成する
以下の手順では、スタックベースのクエリを作成し、それを使用してリソースグループを作成する方法を
示しています。
Console
1.

AWS Resource Groups コンソールにサインインします。

2.

ナビゲーションペインで、[Create Resource Group] (リソースグループの作成) を選択します。

3.

[クエリベースのグループの作成] の [グループタイプ] で、CloudFormation スタックベースのグ
ループタイプを選択します。

4.

グループの基盤にするスタックを選択します。リソースグループは、1 つのスタックにのみ基づ
くことができます。スタックのリストをフィルタリングするには、スタックの名前の入力を開始
します。サポートされているステータスのスタックのみがリストに表示されます。

5.

グループに含めるスタックでリソースタイプを選択します。この演習では、デフォルトの [All
supported resource types (サポートされているすべてのリソースタイプ)] のままにしておきま
す。サポートされていて、グループに含めることができるリソースタイプの詳細については、
「AWS Resource Groupsとタグエディタで使用できるリソースタイプ (p. 33)」を参照してく
ださい。

6.

[View group resources] (グループリソースの表示) を選択すると、選択したリソースタイプに一致
する、AWS CloudFormation スタック内のリソースのリストが返されます。

7.

必要な結果が得られたら、このクエリに基づいてグループを作成します。
a.

[Group details] (グループの詳細) で、[Group name] (グループ名) に、リソースグループの名
前を入力します。
リソースグループ名は、文字、数字、ハイフン、ピリオド、アンダースコアを含む最大 128
文字で構成されます。名前の先頭を AWS または aws にすることはできません。これらは予
約されています。リソースグループ名は、アカウントの現在のリージョンで一意である必要
があります。

b.

(オプション) [Group description (グループの説明)] に、グループの説明を入力します。

c.

(オプション) [グループタグ] で、リソースグループにのみ適用するタグキーと値のペアを追
加します。グループのメンバーリソースは追加しません。
グループタグは、このグループを大規模なグループのメンバーにする場合に便利です。グ
ループを作成するには少なくとも 1 つのタグキーを指定する必要があるため、[Group tags
(グループタグ)] にタグキーを追加して、大規模なグループにネストする予定のグループにタ
グキーを 1 つ以上追加してください。

8.

完了したら、[Create group] (グループの作成) を選択します。
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AWS CLI & AWS SDKs
AWS CloudFormation スタックベースのグループは、タイプ CLOUDFORMATION_STACK_1_0 のクエ
リに基づいています。
1.

グループ名の値、説明、スタック識別子、リソースタイプを独自に設定した内容に置き換えて、
次のコマンドを実行します。説明には、文字、数字、ハイフン、アンダースコア、句読点、空白
文字を含め、最大で 512 文字使用できます。
リソースタイプを指定しない場合、Resource Groups にはスタックでサポートされるすべてのリ
ソースタイプが含まれます。1 つのクエリに最大 20 のリソースタイプを設定できます。リソース
グループ名は、文字、数字、ハイフン、ピリオド、アンダースコアを含む最大 128 文字で構成さ
れます。名前の先頭を AWS または aws にすることはできません。これらは予約されています。
リソースグループ名は、アカウントで一意である必要があります。
コマンド例に示すように、stack_identifier は、スタック ARN です。
$ aws resource-groups create-group \
--name group_name \
--description "description" \
--resource-query
'{"Type":"CLOUDFORMATION_STACK_1_0","Query":"{\"StackIdentifier\":
\"stack_identifier\",\"ResourceTypeFilters\":[\"resource_type1\",
\"resource_type2\"]}"}'

サンプルコマンドを次に示します。
$ aws resource-groups create-group \
--name My-CFN-stack-group \
--description "My first CloudFormation stack-based group" \
--resource-query
'{"Type":"CLOUDFORMATION_STACK_1_0","Query":"{\"StackIdentifier\":
\"arn:aws:cloudformation:us-west-2:123456789012:stack\/AWStestuseraccount\/
fb0d5000-aba8-00e8-aa9e-50d5cEXAMPLE\",\"ResourceTypeFilters\":
[\"AWS::EC2::Instance\",\"AWS::S3::Bucket\"]}"}'

2.

このコマンドのレスポンスで返る内容は次のとおりです。
• 作成したグループの詳細な説明。
• グループの作成に使用したリソースクエリ。

グループの更新AWS Resource Groups
Resource Groups のタグベースのリソースグループを更新するには、グループの基礎であるクエリおよび
タグを編集できます。グループのリソースを追加および削除するには、クエリまたはタグに変更を適用し
ます。グループに追加する、またはグループから削除する特定のリソースを選択することはできません。
グループから特定のリソースを追加または削除する最善の方法は、リソースのタグを編集することです。
次に、グループにそのリソースを含めるかどうかに応じて、リソースグループのタグクエリにタグが含ま
れるか省略されるかを確認する必要があります。
AWS CloudFormation スタックベースのリソースグループを更新するには、別のスタックを選択でき
ます。グループの一部にするリソースタイプをスタックに追加したり、スタックから削除したりする
こともできます。スタックで使用可能なリソースを変更するには、スタックの作成に使用された AWS
CloudFormation テンプレートを更新してから、AWS CloudFormation のスタックを更新します。AWS
CloudFormation スタックを更新する方法の詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドのAWS
CloudFormation スタックの更新を参照してください。
AWS CLI で、2 つのコマンドでグループを更新します。
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• update-group。グループの説明を更新する場合に実行します。
• update-group-query。グループのメンバーリソースを決定するリソースクエリおよびタグを更新す
る場合に実行します。
コンソールでは、AWS CloudFormation スタックベースのグループをタグベースのクエリグループに、ま
たはその逆に変更することはできません。ただし、AWS CLI に含まれる Resource Groups API を使用し
てこれを行うことができます。

タグベースのクエリグループの更新
Console
グループの基になっているクエリ内のリソースタイプまたはタグを変更して、タグベースのグループ
を更新します。グループの説明を追加または変更することもできます。
1.

AWS Resource Groups コンソールにサインインします。

2.

ナビゲーションペインの [Saved resource groups] (保存したリソースグループ) で、グループの名
前を選択し、[Edit] (編集) を選択します。

Note
ユーザーが所有するリソースグループのみを更新することができます。[Owner] (所有者)
列には、各リソースグループのアカウントの所有権が表示されます。サインインしてい
るもの以外のアカウント所有者を持つグループが AWS License Manager で作成されま
した。詳細については、License Manager ユーザーガイドの AWS License Manager のホ
ストリソースグループを参照してください。
3.

[Edit group] (グループの編集) ページの [Grouping criteria] (グループ分けの条件) で、リソースタ
イプを追加または削除します。1 つのクエリに最大 20 のリソースタイプを設定できます。リソー
スタイプを削除するには、リソースタイプのラベルの [X] を選択します。この変更によるグルー
プのリソースメンバーへの影響を確認するには、[View group resources (グループリソースの表
示)] を選択します。このウォークスルーでは、リソースタイプ [AWS::RDS::DBInstance] をクエ
リに追加します。

4.

[Grouping criteria] (グループ分けの条件) で、必要に応じてタグを編集します。この例では、
[Stage (ステージ)] のタグキーを含むリソースをフィルタリングし、[Test (テスト)] のタグ値を追
加します。タグ値はオプションですが、クエリの結果を絞り込むことができます。タグを削除す
るには、タグのラベルで [X] を選択します。

5.

[Additional information (追加情報)] で、グループの説明を編集できます。グループの作成後にグ
ループの名前を編集することはできません。

6.

(オプション) [Group tags] (グループタグ) で、タグを追加または削除できます。グループタグ
は、リソースグループに関するメタデータです。メンバーリソースには影響しません。リソース
グループのクエリによって返されるリソースを変更するには、[Grouping criteria] (グループ分けの
条件) の下にあるタグを編集します。
グループタグは、このグループを大規模なグループのメンバーにする場合に便利です。グループ
を作成するには、少なくとも 1 つのタグキーを指定する必要があります。したがって、より大規
模なグループにネストさせる予定のグループには、[Group tags] (グループタグ) 内の少なくとも 1
つのタグキーを追加してください。

7.

[Preview group resources] (リソースグループのプレビュー) を選択すると、指定されたタグキー
に一致する、アカウント内の EC2 インスタンスおよび S3 バケット、および Amazon RDS デー
タベースデータベースインスタンスの更新されたリストが返されます。リソースがリストに表示
されない場合は、該当リソースが、[Grouping criteria (グループ分けの条件)] で指定したタグでタ
グ付けされていることを確認してください。

8.

完了したら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。
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AWS CLI & AWS SDKs
AWS CLI で、2 つの異なるコマンドを使用して、グループのクエリの更新、およびリソースグループ
の説明の更新を行います。既存グループの名前を編集することはできません。左AWS CLIでは、タグ
ベースのグループを CloudFormation スタックベースのグループ、またはその逆。
1.

グループの説明を変更しない場合は、このステップをスキップし、次に進みます。AWS CLI セッ
ションで、次のように入力し、[Enter (入力) キーを押します。これにより、グループ名の値と説
明は独自に設定した内容に置き換えられます。
$ aws resource-groups update-group \
--group-name resource-group-name \
--description "description_text"

サンプルコマンドを次に示します。
$ aws resource-groups update-group \
--group-name my-resource-group \
--description "EC2 instances, S3 buckets, and RDS DBs that we are using for the
test stage."

このコマンドでは、更新されたグループの完全な説明が返ります。
2.

グループのクエリとタグを更新するには、次のコマンドを入力します。グループ名の値、リソー
スタイプ、タグ値は、独自に設定した内容に置き換えます。次に、Enter キーを押します。1 つの
クエリに最大 20 のリソースタイプを設定できます。
$ aws resource-groups update-group-query \
--group-name resource-group-name \
--resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0","Query":"{\"ResourceTypeFilters
\":[\"resource_type1\",\"resource_type2\"],\"TagFilters\":[{\"Key\":\"Key1\",
\"Values\":[\"Value1\",\"Value2\"]},{\"Key\":\"Key2\",\"Values\":[\"Value1\",
\"Value2\"]}]}"}'

サンプルコマンドを次に示します。
$ aws resource-groups update-group-query \
--group-name my-resource-group \
--resource-query '{"Type":"TAG_FILTERS_1_0","Query":"{\"ResourceTypeFilters\":
[\"AWS::EC2::Instance\",\"AWS::S3::Bucket\",\"AWS::RDS::DBInstance\"],\"TagFilters
\":[{\"Key\":\"Stage\",\"Values\":[\"Test\"]}]}"}'

このコマンドでは、更新されたクエリが結果として返ります。

AWS CloudFormation スタックベースのグループを更
新する
Console
AWS Management Consoleでは、AWS CloudFormation スタックベースのグループをタグベースの
グループに変更することはできません。ただし、グループのベースとなるスタックを変更したり、グ
ループに含めるスタックリソースタイプを変更したりすることができます。グループの説明を追加ま
たは変更することもできます。
1.

AWS Resource Groups コンソールにサインインします。
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2.
3.

ナビゲーションペインの [Saved resource groups] (保存したリソースグループ) で、グループの名
前を選択し、[Edit] (編集) を選択します。

Note
ユーザーが所有するリソースグループのみを更新することができます。[Owner] (所有者)
列には、各リソースグループのアカウントの所有権が表示されます。サインインしてい
るもの以外のアカウント所有者を持つグループが AWS License Manager で作成されま
した。詳細については、License Manager ユーザーガイドの AWS License Manager のホ
ストリソースグループを参照してください。

4.

[Edit group] (グループの編集) ページの [Grouping criteria] (グループ分けの条件) で、グループの
基になっているスタックを変更するには、ドロップダウンリストからスタックを選択します。リ
ソースグループは、1 つのスタックにのみ基づくことができます。スタックのリストをフィルタ
リングするには、スタックの名前の入力を開始します。サポートされているステータスのスタッ
クのみがリストに表示されます。サポートされているステータスのリストについては、ガイド
のでのクエリベースのグループの作成AWS Resource Groups (p. 8)を参照してください。

5.

リソースタイプを追加または削除します。スタック内の使用可能なリソースタイプのみが表示さ
れ、ドロップダウンリストに表示されます。デフォルトは [All supported resource types (サポー
トされているすべてのリソースタイプ)] です。1 つのクエリに最大 20 のリソースタイプを設定
できます。リソースタイプを削除するには、リソースタイプのラベルの [X] を選択します。サ
ポートされていて、グループに含めることができるリソースタイプの詳細については、「AWS
Resource Groupsとタグエディタで使用できるリソースタイプ (p. 33)」を参照してください。

6.

[Preview group resources] (グループリソースのプレビュー) を選択すると、選択したリソースタ
イプに一致する、AWS CloudFormation スタック内のリソースのリストが取得されます。

7.

[Additional information (追加情報)] で、グループの説明を編集できます。グループの作成後にグ
ループの名前を編集することはできません。

8.

[Group tags (グループタグ) で、タグを追加または削除します。グループタグは、リソースグルー
プに関するメタデータです。メンバーリソースには影響しません。リソースグループのクエリに
よって返るリソースを変更するには、[Grouping criteria (グループ分けの条件)] を編集します。
グループタグは、このグループを大規模なグループのメンバーにする場合に便利です。グループ
を作成するには、少なくとも 1 つのタグキーを指定する必要があります。したがって、より大規
模なグループにネストさせる予定のグループには、[Group tags] (グループタグ) 内の少なくとも 1
つのタグキーを追加してください。

9.

完了したら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs
AWS CLI で、2 つの異なるコマンドを使用して、グループのクエリの更新、およびリソースグループ
の説明の更新を行います。既存グループの名前を編集することはできません。左AWS CLIでは、タグ
ベースのグループを CloudFormation スタックベースのグループ、またはその逆。
1.

グループの説明を変更しない場合は、このステップをスキップし、次に進みます。グループ名の
値と説明を独自に設定した内容に置き換えて、次のコマンドを実行します。
$ aws resource-groups update-group \
--group-name "resource-group-name" \
--description "description_text"

サンプルコマンドを次に示します。
$ aws resource-groups update-group \
--group-name "My-CFN-stack-group" \
--description "EC2 instances, S3 buckets, and RDS DBs that we are using for the
test stage."
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このコマンドでは、更新されたグループの完全な説明が返ります。
2.

グループのクエリとタグを更新するには、以下のコマンドを実行します。グループ名の値、ス
タック識別子、リソースタイプは、独自に設定した内容に置き換えます。リソースタイプを追加
するには、追加するリソースタイプだけでなく、リソースタイプの完全なリストをコマンドに指
定します。1 つのクエリに最大 20 のリソースタイプを設定できます。
コマンド例に示すように、stack_identifier は、スタック ARN です。
$ aws resource-groups update-group-query \
--group-name resource-group-name \
--description "description" \
--resource-query
'{"Type":"CLOUDFORMATION_STACK_1_0","Query":"{\"StackIdentifier\":
\"stack_identifier\",\"ResourceTypeFilters\":[\"resource_type1\",
\"resource_type2\"]}"}'

サンプルコマンドを次に示します。
$ aws resource-groups update-group-query \
--group-name "my-resource-group" \
--description "Updated CloudFormation stack-based group" \
--resource-query
'{"Type":"CLOUDFORMATION_STACK_1_0","Query":"{\"StackIdentifier\":
\"arn:aws:cloudformation:us-west-2:810000000000:stack\/AWStestuseraccount
\/fb0d5000-aba8-00e8-aa9e-50d5cEXAMPLE\",\"ResourceTypeFilters\":
[\"AWS::EC2::Instance\",\"AWS::S3::Bucket\"]}"}'

このコマンドでは、更新されたクエリが結果として返ります。

からのリソースグループの削除AWS Resource
Groups
AWS Resource Groups からリソースグループを削除するには、 AWS Resource Groups コンソールまた
は AWS CLI を使用します。リソースグループを削除しても、グループのメンバーであるリソースや、メ
ンバーリソース上のタグは削除されません。グループ構造、およびグループレベルのタグのみ削除されま
す。
Console

リソースグループを削除するには
1.
2.
3.

AWS Resource Groups コンソールにサインインします。
削除するリソースグループの名前を選択します。
グループの詳細ページで、[削除] を選択します。

4.

削除の確認を求められたら、[削除] を選択します。

AWS CLI & AWS SDKs

リソースグループを削除するには
1.

次のコマンドを入力し、resource_group_name をグループの名前に置き換えます。
$ aws resource-groups delete-group \
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--group-name resource_group_name

2.

削除の確認を求められたら、yes と入力し、[Enter] キーを押して続行します。

AWS と連携する AWS Resource Groups のサービ
ス
AWS Resource Groups では、次の AWS サービスを使用できます。
AWS サービス

Resource Groups での使用

AWS CloudFormation — スタックテンプレートを
使用することで、AWS CloudFormation でリソー
スグループを作成します。

AWS リソースのプロビジョニングと整理を同時
に行います。リソースをタグ別に整理します。別
のスタックのリソースを整理します。自分のイン
サイトを集めるAWSAmazon を使用するリソー
スグループのリソース CloudWatch または、を使
用して運用上のアクションを実行します。AWS
Systems Manager。
詳細については、AWS CloudFormation ユーザー
ガイドの ResourceGroups リソースタイプのリ
ファレンスを参照してください。

CloudTrail— を使用して、すべてのリソースグ
ループアクションをキャプチャします。AWS
CloudTrail。

アクションを実行したユーザー（IAM ユーザーま
たはロール、または）などの詳細を含む、リソー
スグループで実行されたアクションに関する情
報をキャプチャします。AWS のサービス)、アク
ションが実行された日時、アクションが発生した
場所（送信元 IP アドレス）など。これらのレコー
ドは、分析やフォローアップアクションのトリ
ガーに使用できます。
詳細については、次を参照してください。イベン
トの表示 CloudTrail イベント履歴。

Amazon CloudWatch - AWS のリソースおよび
AWS で実行しているアプリケーションのリアルタ
イムのモニタリングを可能にします。

単一のリソースグループのメトリクスとアラーム
に絞って表示します。

アマゾン CloudWatch アプリケーションインサイ
ト-.NET および SQL Server ベースのアプリケー
ションの一般的な問題を検出します。

リソースグループに属する .NET および SQL
Server アプリケーションリソースをモニタリング
します。

詳細については、次を参照してください。リソー
スグループのメトリクスとアラームに絞るのアマ
ゾン CloudWatch ユーザーガイド。

詳細については、次を参照してください。サポー
トされるアプリケーションコンポーネントのアマ
ゾン CloudWatch ユーザーガイド。
Amazon DynamoDB テーブルグループ — より簡
単にリソースを管理できるように DynamoDB テー
ブルを論理グループに整理します。

DynamoDB アクションメニューから DynamoDB
テーブルのグループを作成、編集、および削除し
ます。
詳細については、Amazon DynamoDB 開発者ガイ
ドを参照してください。
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AWS サービス

Resource Groups での使用

Amazon EC2 Dedicated Hosts – Windows
Server、Microsoft SQL Server、SUSE および
Linux Enterprise Server を含むソフトウェアのライ
センスを、既存のソケット単位、コア単位または
VM 単位で利用します。

Amazon EC2 インスタンスをホストリソースグ
ループに対して起動して、Dedicated Hosts を最大
限に活用します。

Amazon EC2 キャパシティ予約 — 必要なときに
Amazon EC2 インスタンスを使用するキャパシ
ティを予約します。キャパシティ予約に属性を指
定して、一致する属性で起動する Amazon EC2 イ
ンスタンスでのみ動作するようにできます。

1 つ以上のキャパシティ予約を含むリソースグルー
プに対して Amazon EC2 インスタンスを起動し
ます。リクエストされたインスタンスに対して一
致する属性と使用可能なキャパシティを持つキャ
パシティ予約がグループにない場合、インスタン
スはオンデマンドインスタンスとして実行されま
す。一致するキャパシティ予約が後の段階でター
ゲットグループに追加されると、インスタンス
は自動的にマッチングされ、リザーブドキャパシ
ティに移動されます。

詳細については、Linux インスタンス用 Amazon
EC2 ユーザーガイドの Dedicated Hosts の操作を
参照してください。

詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon
EC2 ユーザーガイド」の「キャパシティの予約グ
ループの操作」を参照してください。
AWS License Manager - ソフトウェアベンダーの
ライセンスをクラウドに移動するプロセスを効率
化します。

License Manager が Dedicated Hosts を管理できる
ようにホストリソースグループを構成します。

AWS Resilience Hub - アプリケーションを準備
し、中断から保護します。

Resource Groups を使用して定義されたアプリ
ケーションを検出します。

詳細については、License Manager ユーザーガイ
ドの License Manager のホストリソースグルー
プを参照してください。

詳細については、AWS ニュースブログの Measure
and Improve Your Application Resilience with AWS
Resilience Hub を参照してください。
AWS Resource Access Manager - 自分が所有して AWS RAM を使用してホストリソースグループを
いる AWS リソースを指定して、他のアカウントと 共有します。
共有します。
詳細については、AWS RAM ユーザーガイドの共
有可能なリソースを参照してください。
AWS Service Catalog AppRegistry - アプリケー
ションとそのメタデータを定義して管理します。

AWS Service Catalog AppRegistry でアプリケー
ションを作成する場合、そのサービスはそのアプ
リケーションのリソースグループを自動的に作成
します。アプリケーションリソースグループは、
アプリケーション内のすべてのリソースのコレク
ションです。また、サービスはアプリケーション
に関連付けられているすべてのスタックに対して
AWS CloudFormation スタックベースのリソース
グループを作成します。
詳細については、AWS Service Catalog 管理者ガ
イドの AppRistry の使用を参照してください。

20

AWS Resource Groups ユーザーガイド
サービス設定

AWS サービス

Resource Groups での使用

AWS Systems Manager – AWS リソースの可視性
と制御を可能にします。

オペレーションインサイトを収集し、リソース
グループに基づくアプリケーションで一括アク
ションを実行します。AWS Systems Manager コ
ンソールでは、Application Manager の [Custom
applications] (カスタムアプリケーション) ページ
で、リソースグループに基づくアプリケーション
のオペレーションデータが自動的にインポートさ
れ、表示されます。Application Manager の情報を
使用して、アプリケーション内のどのリソースが
準拠していて正しく動作しているか、どのリソー
スにアクションが必要なのかを判別できます。
詳細については、AWS Systems Manager ユー
ザーガイドの Application Manager でのアプリケー
ションの使用を参照してください。

Amazon VPC ネットワークアクセスアナライ
ザー— リソースへの不要なネットワークアクセス
を特定するAWS。

を使用して、ネットワークアクセス要件の送信元
と宛先を指定できます。AWS Resource Groups。
これにより、のネットワークアクセスを管理でき
ます。AWS環境。ネットワークの構成方法とは無
関係です。
詳細については、次を参照してください。ネット
ワークアクセススコープでResource Groups を使
用するのAmazon Virtual Private Cloud ユーザーガ
イド。

リソースグループのサービス構成
リソースグループを使用すると、AWSリソースのコレクションを 1 つのユニットとして管理できま
す。AWS一部のサービスは、グループのすべてのメンバーに対して要求された操作を実行することでこれ
をサポートします。このようなサービスでは、グループメンバーに適用される設定を、グループに添付さ
れた JSON データ構造の形式で構成として保存できます。
このトピックでは、AWSサポートされるサービスで使用可能な構成設定について説明します。
トピック
• リソースグループにアタッチされたサービス構成にアクセスする方法 (p. 21)
• サービス構成の JSON 構文 (p. 22)
• サポートされている構成タイプとパラメーター (p. 22)

リソースグループにアタッチされたサービス構成にア
クセスする方法
サービスにリンクされたグループをサポートするサービスは通常、AWS CLIAWSそのサービスの管理コン
ソールやSDK操作など、そのサービスが提供するツールを使用するときに構成を設定します。サービスの
中には、サービスにリンクされたグループを完全に管理するものがあり、AWSコンソールまたは所有サー
ビスが提供するコマンドで許可されている場合を除き、これらのグループを変更することはできません。
ただし、場合によっては、AWS SDKAWS CLI またはそれに相当する次の API 操作を使用してサービス構
成を操作できます。
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• CreateGroupオペレーションを使用してグループを作成するときに、独自の構成をグループにアタッチ
できます。
• グループにアタッチされている現在の構成は、PutGroupConfiguration操作を使用して変更できま
す。
• リソースグループの現在の構成は、GetGroupConfigurationオペレーションを呼び出すことで表示で
きます。

サービス構成の JSON 構文
リソースグループには、そのグループのメンバーであるリソースに適用されるサービス固有の設定を定義
する構成を含めることができます。
設定は JSON オブジェクトとして表現されます。最上位レベルでは、構成はグループ構成項目の配列
です。各グループ構成項目には 2 つの要素が含まれます。1Type つは構成用で、もう 1Parameters
つはそのタイプによって定義される要素です。各パラメータには、Nameと 1 つ以上の配列が含まれま
すValues。###############、単一サンプルリソースタイプの設定の基本構文を示しています。この例
は、2 つのパラメータを持つタイプと、各パラメータに 2 つの値を持つタイプを示しています。実際に有
効なタイプ、パラメーター、値については、次のセクションで説明します。
{

}

"Configuration": [
{
"Type": "configuration-type",
"Parameters": [
{
"Name": "parameter1-name",
"Values": [
"value1",
"value2"
]
},
{
"Name": "parameter2-name",
"Values": [
"value3",
"value4"
]
}
]
}
]

サポートされている構成タイプとパラメーター
Resource Groups は次の構成タイプの使用をサポートします。各構成タイプには、そのタイプに有効なパ
ラメータセットがあります。
トピック
• AWS::ResourceGroups::Generic (p. 23)
• AWS::AppRegistry::Application (p. 24)
• AWS::CloudFormation::Stack (p. 25)
• AWS::EC2::CapacityReservationPool (p. 27)
• AWS::EC2::HostManagement (p. 27)
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AWS::ResourceGroups::Generic
この構成タイプは、AWSサービスの特定のリソースタイプの動作を構成するのではなく、
リソースグループのメンバーシップ要件を強制する設定を指定します。この設定タイプ
は、AWS::EC2::CapacityReservationPoolAWS::EC2::HostManagmentやタイプなど、それを必要
とするサービスにリンクされたグループによって自動的に追加されます。
ParametersAWS::ResourceGroups::Generic以下はサービスにリンクされたグループに有効で
すType。
• allowed-resource-types
このパラメータは、リソースグループを指定された 1 つまたは複数のタイプのリソースだけで構成でき
るように指定します。
値のデータ型:文字列
許容値:
• AWS::EC2::Host—Configuration サービス構成にタイプも含まれている場合は、このパ
ラメータと値を含む AConfiguration が必要ですAWS::EC2::HostManagement。これによ
り、HostManagementグループには Amazon EC2 専用ホストのみを含めることができます。
• AWS::EC2::CapacityReservation—ConfigurationConfiguration サービ
ス構成にタイプの項目も含まれている場合は、このパラメータと値を含む A が必要で
すAWS::EC2::CapacityReservationPool。これにより、CapacityReservationグループには
Amazon EC2 キャパシティ予約キャパシティのみを含めることができます。
必須:条件付き。Configurationリソースグループに添付されている他の要素に基づきます。許容値に
ついては、前のエントリを参照してください。
次の例では、グループメンバーを Amazon EC2 ホストインスタンスのみに制限しています。
{

}

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": ["AWS::EC2::Host"]
}
]
}
]

• deletion-protection
このパラメータは、メンバーが含まれていない限りリソースグループを削除できないように指定しま
す。詳細については、『License Manager ユーザーガイド』の「ホストリソースグループの削除」を参
照してください。
値のデータ型:文字列の配列
許容値:使用できる値は[ "UNLESS_EMPTY" ] (値は大文字でなければなりません) だけです。
必須:条件付き。Configurationリソースグループに添付されている他の要素に基づきます。このパ
ラメータは、リソースグループにType ofConfiguration が付いた別の要素がある場合にのみ必要で
すAWS::EC2::HostManagement。
次の例では、グループにメンバーがいない場合を除き、グループの削除保護を有効にします。
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{

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "deletion-protection",
"Values": [ "UNLESS_EMPTY" ]
}
]
}
]

}

AWS::AppRegistry::Application
Configurationこのタイプは、リソースグループがによって作成されたアプリケーションを表すことを
指定しますAWS Service Catalog AppRegistry。
AWS Service Catalog AppRegistryこのタイプのリソースグループはサービスによって完全に管理され、が
提供するツールを使用する以外にユーザーが作成、更新、削除することはできませんAWS Service Catalog
AppRegistry。

Note
このタイプのリソースグループは、AWSユーザーによって自動的に作成および管理され、ユー
ザーによって管理されないため、これらのリソースグループは、で作成できるリソースグループ
の最大数のクォータ制限にはカウントされませんAWS アカウント。
詳細については、『AWS Service Catalogユーザーガイド』AWS Service Catalog AppRegistryの「使用」
を参照してください。
AWS Service Catalog AppRegistryこのタイプのサービスにリンクされたリソースグループを作成する
と、AWS CloudFormationアプリケーションに関連付けられたスタックごとに、AWS CloudFormation別の
追加のサービスにリンクされたグループも自動的に作成されます (p. 25)。
AWS Service Catalog AppRegistry作成されるこのタイプのサービスにリンクされたグループ
に、AWS_AppRegistry_Application-プレフィックスとそれに続くアプリケーションの名前を付け
て、自動的に名前を付けます。AWS_AppRegistry_Application-MyAppName
AWS::AppRegistry::Applicationサービスにリンクされたグループタイプでは、以下のパラメータが
サポートされています。
• Name
このパラメータには、作成時にユーザーが割り当てたアプリケーションのわかりやすい名前を指定しま
すAWS Service Catalog AppRegistry。
値のデータ型:文字列
許容値:AWS Service Catalog AppRegistryサービスによってアプリケーション名として許可されている任
意のテキスト文字列。
必須: はい
• Arn
このパラメータは、によって割り当てられたアプリケーションの Amazon リソースネーム (ARN) パスを
指定しますAWS Service Catalog AppRegistry。
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値のデータ型:文字列
許容値:有効な ARN。
必須: はい

Note
これらの要素を変更するには、AWS Service Catalog AppRegistryAWSAWS CLIコンソールまた
はそのサービスのSDKと操作を使用してアプリケーションを変更する必要があります。
このアプリケーションリソースグループには、AWS CloudFormationAWS Service Catalog AppRegistryア
プリケーションに関連付けられたスタック用に作成されたリソースグループがグループメンバーとして自
動的に含まれます (p. 25)。ListGroupResourcesこの操作を使用して、それらの子グループを表示でき
ます。
次の例は、AWS::AppRegistry::Applicationサービスにリンクされたグループの構成セクションがど
のように見えるかを示しています。
{

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::AppRegistry::Application",
"Parameters":[
{
"Name": "Name",
"Values": [
"MyApplication"
]
},
{
"Name": "Arn",
"Values": [
"arn:aws:servicecatalog:us-east-1:123456789012:/
applications/<application-id>"
]
}
]
}
]
}

AWS::CloudFormation::Stack
Configurationこのタイプは、AWS CloudFormationグループがスタックを表し、AWSそのメンバーが
そのスタックによって作成されたリソースであることを指定します。
このタイプのリソースグループは、AWS CloudFormationAWS Service Catalog AppRegistryスタックを
サービスに関連付けると自動的に作成されます。で提供されるツールを使用する場合を除き、これらのグ
ループを作成、更新、または削除することはできませんAWS Service Catalog AppRegistry。
AWS Service Catalog AppRegistry作成されるこのタイプのサービスにリンクされたグループ
に、AWS_CloudFormation_Stack-プレフィックスとそれに続くスタックの名前を付けて、自動的に名
前を付けます。AWS_CloudFormation_Stack-MyStackName

Note
このタイプのリソースグループは、AWSユーザーによって自動的に作成および管理され、ユー
ザーによって管理されないため、これらのリソースグループは、で作成できるリソースグループ
の最大数のクォータ制限にはカウントされませんAWS アカウント。
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詳細については、『AWS Service Catalogユーザーガイド』AWS Service Catalog AppRegistryの「使用」
を参照してください。
AWS Service Catalog AppRegistryAWS CloudFormationAWS Service Catalog AppRegistryアプリケーショ
ンに関連付けるすべてのスタックについて、このタイプのサービスにリンクされたリソースグループを自
動的に作成します。これらのリソースグループは、AWS Service Catalog AppRegistryアプリケーションの
親リソースグループの子メンバーになります (p. 24)。
AWS CloudFormationこのリソースグループのメンバーは、AWSスタックの一部として作成されたリソー
スです。
AWS::CloudFormation::Stackサービスにリンクされたグループタイプでは、以下のパラメータがサ
ポートされています。
• Name
このパラメータは、AWS CloudFormationスタックの作成時にユーザーが割り当てたスタックのわかり
やすい名前を指定します。
値のデータ型:文字列
許容値:AWS CloudFormationスタック名としてサービスが許可する任意のテキスト文字列。
必須: はい
• Arn
このパラメータは、AWS CloudFormation内のアプリケーションにアタッチされたスタックの Amazon
リソースネーム (ARN) パスを指定しますAWS Service Catalog AppRegistry。
値のデータ型:文字列
許容値:有効な ARN。
必須: はい

Note
これらの要素を変更するには、AWS Service Catalog AppRegistryコンソールまたは同等のAWS
SDKAWS CLI と操作を使用してアプリケーションを変更する必要があります。
次の例は、AWS::CloudFormation::Stackサービスにリンクされたグループの構成セクションがどのよ
うに見えるかを示しています。
{

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::CloudFormation::Stack",
"Parameters":[
{
"Name": "Name",
"Values": [
"MyStack"
]
},
{
"Name": "Arn",
"Values": [
"arn:aws:cloudformation:useast-1:123456789012:stack/MyStack/<stack-id>"

26

AWS Resource Groups ユーザーガイド
設定タイプとパラメーター

}

]

}

]

}

]

AWS::EC2::CapacityReservationPool
Configurationこのタイプは、リソースグループがグループのメンバーによって提供される容量の共
通プールを表すことを指定します。このリソースグループのメンバーは Amazon EC2 キャパシティ予約
である必要があります。これにより、このグループをキャパシティ予約パラメータの値として使用して
Amazon EC2 インスタンスを起動できます。これを行うと、インスタンスはグループ内の使用可能なリ
ザーブドキャパシティを使用します。リソースグループに使用可能な容量がない場合、インスタンスは
プールの外部でスタンドアロンのオンデマンドインスタンスとして起動します。詳細については、Linux
インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「キャパシティ予約グループの使用」を参照してくださ
い。
Configurationこのタイプの項目を使用してサービスにリンクされたリソースグループを構成する場合
は、Configuration次の値を使用して個別の項目も指定する必要があります。
• 1AWS::ResourceGroups::Generic つのパラメータを持つタイプ:
• allowed-resource-typesパラメータと 1 つの値AWS::EC2::CapacityReservation。これに
より、Amazon EC2 キャパシティ予約のみがリソースグループのメンバーになることができます。
AWS::EC2::CapacityReservationPoolグループ構成内のアイテムはパラメータをサポートしていま
せん。
以下の例は、Configurationそのようなグループのセクションがどのようになるのかを示します。
{

}

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::CapacityReservationPool"
},
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": [ "AWS::EC2::CapacityReservation" ]
}
]
}
]

AWS::EC2::HostManagement
この識別子は、Amazon EC2 ホスト管理の設定を指定しAWS License Manager、グループのメンバーに適
用します。詳細については、「のホストリソースグループ」を参照してくださいAWS License Manager。
Configurationこのタイプの項目を使用してサービスにリンクされたリソースグループを構成する場合
は、Configuration次の値を使用して個別の項目も指定する必要があります。
• パラメータがで、AWS::ResourceGroups::Generic単一値がのタイ
プAWS::EC2::Host。allowed-resource-typesこれにより、Amazon EC2 専用ホストのみがグ
ループのメンバーになることができます。
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• パラメータがで、AWS::ResourceGroups::Generic単一値がのタイプUNLESS_EMPTY。deletionprotectionこれにより、グループが空でない限りグループを削除できなくなります。
AWS::EC2::HostManagementサービスにリンクされたグループタイプでは、以下のパラメータがサポー
トされています。
• auto-allocate-host
このパラメータでは、インスタンスについて、特定の専用ホストで起動されるようにするか、設定が合
致する任意のホストで起動されるようにするかを指定します。詳細については、Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイドの「自動配置とアフィニティについて」を参照してください。
値のデータ型:ブーリアン
設定可能な値:「true」または「false」(小文字でなければなりません)。
必須: いいえ
{

}

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::HostManagement",
"Parameters": [
{
"Name": "auto-allocate-host",
"Values": [ "true" ]
}
]
},
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": [ "AWS::EC2::Host" ]
},
{
"Name": "deletion-protection",
"Values": [ "UNLESS_EMPTY" ]
}
]
}
]

• auto-release-host
このパラメータは、グループ内の専有ホストを、最後に実行中のインスタンスが終了した後に自動的に
解放されるかどうかを指定します。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ドの「専用ホストのリリース」を参照してください。
値のデータ型:ブーリアン
設定可能な値:「true」または「false」(小文字でなければなりません)。
必須: いいえ
{

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::HostManagement",
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},
{

}

]

}

"Parameters": [
{
"Name": "auto-release-host",
"Values": [ "false" ]
}
]
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": [ "AWS::EC2::Host" ]
},
{
"Name": "deletion-protection",
"Values": [ "UNLESS_EMPTY" ]
}
]

• allowed-host-families
このパラメータは、このグループのメンバーであるインスタンスが使用できるインスタンスタイプファ
ミリーを指定します。
値のデータ型:String の配列。
許容値:それぞれが、、、C4などの有効な Amazon EC2 インスタンスタイプファミリー識別子である必
要がありますR5d。M5P3dn
必須: いいえ
次の設定項目例では、起動するインスタンスは C5 または M5 インスタンスタイプファミリーのメン
バーのみにすることを指定しています。
{

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::HostManagement",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-host-families",
"Values": ["c5", "m5"]
}
]
},
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": ["AWS::EC2::Host"]
},
{
"Name": "deletion-protection",
"Values": ["UNLESS_EMPTY"]
}
]
}
]
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• allowed-host-based-license-configurations
このパラメータは、グループのメンバーに適用する 1 つ以上のコア/ソケットベースのライセンス設定の
Amazon リソースネーム (ARN) パスを指定します。
値のデータ型:ARN の配列。
許容値:それぞれが有効なLicense Manager 設定 ARN でなければなりません。
必須: 条件付き。このパラメータのどちらかを指定する必要がありますがany-host-based-licenseconfiguration、両方は設定できません。これらは相互に排他的です。
次の構成項目の例では、グループメンバーが指定した 2 つのLicense Manager 構成を使用できるように
指定しています。
{

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::HostManagement",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-host-based-license-configurations",
"Values": [
"arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:licenseconfiguration:lic-6eb6586f508a786a2ba41EXAMPLE1111",
"arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:licenseconfiguration:lic-8a786a26f50ba416eb658EXAMPLE2222"
]
}
]
},
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": [ "AWS::EC2::Host" ]
},
{
"Name": "deletion-protection",
"Values": [ "UNLESS_EMPTY" ]
}
]
}
]
}

• any-host-based-license-configuration
このパラメータは、特定のライセンス構成をグループに関連付けないように指定します。この場合、ホ
ストリソースグループのメンバーは、コア/ソケットベースのライセンス構成をすべて利用できます。ラ
イセンス数に制限がなく、ホストの使用率を最適化したい場合は、この設定を使用してください。
値のデータ型:ブーリアン
設定可能な値:「true」または「false」(小文字でなければなりません)。
必須: 条件付き。このパラメータのどちらかを指定する必要がありますがallowed-host-basedlicense-configurations、両方は設定できません。これらは相互に排他的です。
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以下の設定項目例では、グループメンバーが任意のコア/ソケットベースのライセンス構成を使用できる
ように指定しています。
{

}

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::HostManagement",
"Parameters": [
{
"Name": "any-host-based-license-configuration",
"Values": ["true"]
}
]
},
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": ["AWS::EC2::Host"]
},
{
"Name": "deletion-protection",
"Values": ["UNLESS_EMPTY"]
}
]
}
]

次の例は、すべてのホスト管理設定を 1 つの構成にまとめる方法を示しています。
{

"Configuration": [
{
"Type": "AWS::EC2::HostManagement",
"Parameters": [
{
"Name": "auto-allocate-host",
"Values": ["true"]
},
{
"Name": "auto-release-host",
"Values": ["false"]
},
{
"Name": "allowed-host-families",
"Values": ["c5", "m5"]
},
{
"Name": "allowed-host-based-license-configurations",
"Values": [
"arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:licenseconfiguration:lic-6eb6586f508a786a2ba41EXAMPLE1111",
"arn:aws:license-manager:us-west-2:123456789012:licenseconfiguration:lic-8a786a26f50ba416eb658EXAMPLE2222"
]
}
]
},
{
"Type": "AWS::ResourceGroups::Generic",
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}

]

}

"Parameters": [
{
"Name": "allowed-resource-types",
"Values": ["AWS::EC2::Host"]
},
{
"Name": "deletion-protection",
"Values": ["UNLESS_EMPTY"]
}
]
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AWS Resource Groupsとタグエディ
タで使用できるリソースタイプ
AWS Management Console または AWS CLI を使用してリソースグループを作成し、それらのグループを
通じてメンバーリソースと対話することができます。タグを多数の AWS リソースに追加し、それらのタ
グを使用してグループメンバーシップを管理することができます。このトピックでは、AWSを使用してリ
ソースグループに含めることができるリソースタイプとAWS Resource Groups、タグエディタを使用して
タグ付けできるリソースタイプについて説明します。

Important
Resource Groups では新しいリソースがサポートされているため、[All supported resource types]
(サポートされているすべてのリソースタイプ) のクエリに基づくリソースグループでは、時間
の経過とともに自動的にメンバーを追加することができます。[All supported resource types] (サ
ポートされているすべてのリソースタイプ) に基づき、自動化などの一括タスクを既存のリソー
スグループで実行する場合、最初に作成した際のグループの場合よりも、多くのリソースでア
クションが実行される可能性があります。また、他のリソース用に作成した自動化またはタスク
が、意図しないリソースや、タスクを正常に完了できないリソースに適用される可能性がありま
す。この場合、リソースタイプフィルターを追加して、指定したタイプのリソースのみがグルー
プに含まれるように指定することができます。

次の表に、タグエディタでのタグ付け、タグクエリベースのグループのメンバーシップ、および AWS
CloudFormation スタックベースのグループのメンバーシップでサポートされるリソースタイプを示しま
す。

カラムの定義
• タグエディターのタグ付け — タグエディターコンソールを使用して、このタイプのリソースにタグを
付けることができます。それ以外の場合は、そのリソースを所有するサービスによってネイティブにサ
ポートされているタグ付けサービス、AWS Resource Groups Tagging APIまたはそのどちらかを使用す
る必要があります。
• タグベースのグループ — このタイプのリソースは、リソースにアタッチされたタグによってメンバー
シップが決定されるリソースグループに含めることができます。グループはタグキーの名前と値を指定
し、一致するタグを持つリソースは自動的にグループに含まれます。
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• AWS CloudFormationスタックベースのグループ — このタイプのリソースは、 CloudFormation スタッ
クの一部として作成されたリソースで構成されるメンバーシップを持つリソースグループに含めるこ
とができます。グループはスタックの ARN を指定し、そのリソースはすべて自動的にグループのメン
バーになります。

Note
AWS CloudFormation スタックにタグを追加すると、スタックの更新が行われます。
Resource Groups で廃止され、サポートされなくなったリソースタイプの一覧については、非推奨のリ
ソースタイプ (p. 61)このトピックの最後にあるセクションを参照してください。

Amazon API Gateway
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::ApiGateway::Account

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

AWS::ApiGateway::ApiKey

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

AWS::ApiGateway::DomainName

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

AWS::ApiGateway::RestApi

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::ApiGateway::Stage

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::ApiGateway::UsagePlan

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

Amazon AppStream
リソース

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::AppStream::Fleet

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::AppStream::ImageBuilder

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::AppStream::Stack

✓ はい

✓ はい

✓ はい
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AWS AppSync
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::AppSync::DataSource

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

AWS::AppSync::GraphQLApi

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS Billing Conductor
リソース

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::BillingConductor::BillingGroup

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::BillingConductor::CustomLineItem

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::BillingConductor::PricingPlan

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::BillingConductor::PricingRule

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

Amazon Braket
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::Braket::QuantumTask

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
☓いいえ

AWS Certificate Manager
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

AWS::CertificateManager::Certificate
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✓ はい

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい
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AWS Certificate Manager Private Certificate
Authority
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

☓いいえ

AWS::ACMPCA::CertificateAuthority

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
☓いいえ

AWS Cloud9
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::Cloud9::Environment

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
☓いいえ

AWS CloudFormation
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::CloudFormation::Stack

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい

Amazon CloudFront
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::CloudFront::Distribution

✓はい¹

✓はい²

✓はい²

AWS::CloudFront::StreamingDistribution

✓はい¹

✓はい²

✓はい²
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¹ これは、[US East (N. Virginia)] (米国東部 (バージニア北部)) リージョンでホストされているグローバル
サービスのリソースです。タグエディタを使用してこのリソースタイプのタグを作成または変更するに
は、タグエディタコンソールで [Find resources to tag] (タグ付けするリソースの検索) の [Select regions]
(リージョンの選択) リストから us-east-1 を含める必要があります。
² これは、[US East (N. Virginia)] (米国東部 (バージニア北部)) リージョンでホストされているグロー
バルサービスのリソースです。Resource Groups はリージョンごとに別々に管理されるため、AWS
Management Console を、グループに含めるリソースが入っている AWS リージョン に切り替える必要
があります。グローバルリソースを含むリソースグループを作成するには、AWS Management Console
の右上にあるリージョンセレクターを使用して、AWS Management Console を [US East (N. Virginia) useast-1] (米国東部 (バージニア北部) us-east-1) に設定する必要があります。

AWS CloudTrail
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::CloudTrail::Trail

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい

Amazon CloudWatch
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

AWS::CloudWatch::Alarm
AWS::CloudWatch::Dashboard

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

✓ はい

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

CloudWatch アマゾンログ
リソース

☓いいえ

AWS::Logs::LogGroup
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AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい
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AWS CodeArtifact
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::CodeArtifact::Domain

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::CodeArtifact::Repository

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS CodeBuild
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::CodeBuild::Project

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
☓いいえ

AWS CodeCommit
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::CodeCommit::Repository

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
☓いいえ

AWS CodeDeploy
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS::CodeDeploy::Application

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

AWS::CodeDeploy::DeploymentConfig

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい
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Amazon CodeGuru レビュアー
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

AWS::CodeGuruReviewer::RepositoryAssociation

✓ はい

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい

AWS CodePipeline
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::CodePipeline::Pipeline

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::CodePipeline::Webhook

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::CodePipeline::CustomActionType

Amazon Cognito
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::Cognito::IdentityPool

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::Cognito::UserPool

✓ はい

✓ はい

✓ はい

Amazon Comprehend
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::Comprehend::DocumentClassifier

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Comprehend::EntityRecognizer

✓ はい

✓ はい

☓いいえ
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AWS Config

AWS Config
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::Config::ConfigRule

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
☓いいえ

AWS Data Exchange
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

AWS::DataExchange::DataSet
AWS::DataExchange::Revision

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS Data Pipeline
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::DataPipeline::Pipeline

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい

AWS Database Migration Service
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::DMS::Certificate

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::DMS::Endpoint

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::DMS::EventSubscription

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ
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Amazon DynamoDB

リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::DMS::ReplicationInstance

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::DMS::ReplicationSubnetGroup

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::DMS::ReplicationTask

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

Amazon DynamoDB
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::DynamoDB::Table

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい

Amazon EMR
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::EMR::Cluster

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい

Amazon EMR コンテナ
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

AWS::EMRContainers::JobRun
AWS::EMRContainers::VirtualCluster
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タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

✓ はい
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Amazon ElastiCache

Amazon ElastiCache
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::ElastiCache::CacheCluster

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::ElastiCache::Snapshot

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS Elastic Beanstalk
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::ElasticBeanstalk::ApplicationVersion

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::ElasticBeanstalk::Environment

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::ElasticBeanstalk::Application

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::EC2::CustomerGateway

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::EC2::DHCPOptions

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::EC2::EIP

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::EC2::Host

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::EC2::Image

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::EC2::Instance

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::EC2::InternetGateway

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::EC2::CapacityReservation
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Amazon Elastic Container Registry

リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::EC2::NatGateway

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::EC2::NetworkAcl

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::EC2::NetworkInterface

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::EC2::ReservedInstance

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::EC2::RouteTable

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::EC2::SecurityGroup

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::EC2::Snapshot

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::EC2::SpotInstanceRequest

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::EC2::Subnet

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::EC2::TransitGateway

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::EC2::TransitGatewayRouteTable

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::EC2::Volume

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::EC2::VPC

✓ はい

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::EC2::VPNConnection

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::EC2::VPNGateway

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::EC2::LaunchTemplate

AWS::EC2::VPCPeeringConnection

Amazon Elastic Container Registry
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

☓いいえ

AWS::ECR::Repository
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タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
☓いいえ
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Amazon Elastic Container Service

Amazon Elastic Container Service
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::ECS::ContainerInstance

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::ECS::Service

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::ECS::Task

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::ECS::Cluster

AWS::ECS::TaskDefinition

Amazon Elastic File System
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::EFS::FileSystem

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい

Amazon Elastic Inference
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい
AWS::ElasticInference::ElasticInferenceAccelerator

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
☓いいえ

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::EKS::Cluster
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タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい
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Elastic Load Balancing

Elastic Load Balancing
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup

✓ はい

✓ はい

✓ はい

OpenSearch アマゾンサービス
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::Elasticsearch::Domain

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい

CloudWatch アマゾンイベント
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::Events::Rule

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい

Amazon FSx
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::FSx::FileSystem
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タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
☓いいえ
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Amazon Forecast

Amazon Forecast
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::Forecast::Dataset

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Forecast::DatasetGroup

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Forecast::DatasetImportJob

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Forecast::Forecast

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Forecast::ForecastExportJob

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Forecast::Predictor

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Forecast::PredictorBacktestExportJob

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

Amazon Fraud Detector
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::FraudDetector::EntityType

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::FraudDetector::EventType

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::FraudDetector::ExternalModel

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::FraudDetector::Label

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::FraudDetector::Model

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::FraudDetector::Detector
AWS::FraudDetector::DetectorVersion

AWS::FraudDetector::ModelVersion
AWS::FraudDetector::Outcome
AWS::FraudDetector::Rule
AWS::FraudDetector::Variable
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AWS Glue

AWS Glue
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::Glue::Crawler

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Glue::Database

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

AWS::Glue::Job

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Glue::Trigger

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS Glue DataBrew
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::DataBrew::Dataset

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::DataBrew::Job

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::DataBrew::Project

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::DataBrew::Recipe

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::DataBrew::Schedule

✓ はい

✓ はい

✓ はい

Amazon GuardDuty
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::GuardDuty::Detector

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::GuardDuty::Filter

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::GuardDuty::IPSet

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::GuardDuty::ThreatIntelSet

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ
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AWS Identity and Access Management

AWS Identity and Access Management
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::IAM::InstanceProfile

✓はい¹

✓はい²

☓いいえ

AWS::IAM::ManagedPolicy

✓はい¹

✓はい²

☓いいえ

AWS::IAM::OpenIDConnectProvider

✓はい¹

✓はい²

☓いいえ

☓いいえ

☓いいえ

✓はい²

AWS::IAM::SAMLProvider

✓はい¹

✓はい²

☓いいえ

AWS::IAM::ServerCertificate

✓はい¹

✓はい²

☓いいえ

☓いいえ

✓はい²

☓いいえ

AWS::IAM::Role

AWS::IAM::VirtualMFADevice

¹ これは、[US East (N. Virginia)] (米国東部 (バージニア北部)) リージョンでホストされているグローバル
サービスのリソースです。タグエディタを使用してこのリソースタイプのタグを作成または変更するに
は、タグエディタコンソールで [Find resources to tag] (タグ付けするリソースの検索) の [Select regions]
(リージョンの選択) リストから us-east-1 を含める必要があります。
² これは、[US East (N. Virginia)] (米国東部 (バージニア北部)) リージョンでホストされているグロー
バルサービスのリソースです。Resource Groups はリージョンごとに別々に管理されるため、AWS
Management Console を、グループに含めるリソースが入っている AWS リージョン に切り替える必要
があります。グローバルリソースを含むリソースグループを作成するには、AWS Management Console
の右上にあるリージョンセレクターを使用して、AWS Management Console を [US East (N. Virginia) useast-1] (米国東部 (バージニア北部) us-east-1) に設定する必要があります。

Amazon Inspector
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

AWS::Inspector::AssessmentTemplate
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☓いいえ

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい
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AWS IoT

AWS IoT
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

☓いいえ

AWS::IoT::TopicRule

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい

AWS IoT Analytics
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::IoTAnalytics::Channel

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::IoTAnalytics::Dataset

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::IoTAnalytics::Datastore

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::IoTAnalytics::Pipeline

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS IoT Events
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::IoTEvents::DetectorModel

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::IoTEvents::Input

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS IoT Greengrass
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::Greengrass::ConnectorDefinition

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Greengrass::CoreDefinition

✓ はい

✓ はい

☓いいえ
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AWS Key Management Service

リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::Greengrass::DeviceDefinition

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Greengrass::FunctionDefinition

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Greengrass::Group

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Greengrass::LoggerDefinition

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Greengrass::ResourceDefinition

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Greengrass::SubscriptionDefinition

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS Key Management Service
リソース

AWS::KMS::Alias
AWS::KMS::Key

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

✓ はい

✓ はい

Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::Cassandra::Keyspace

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::Cassandra::Table

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

Amazon Kinesis
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::Kinesis::Stream
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タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい

AWS Resource Groups ユーザーガイド
Amazon Kinesis Data Analytics

Amazon Kinesis Data Analytics
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

AWS::KinesisAnalytics::Application
AWS::KinesisAnalyticsV2::Application

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

✓ はい

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

Amazon Kinesis Data Firehose
リソース

AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream

☓いいえ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい

AWS Lambda
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS::Lambda::Alias

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

AWS::Lambda::EventSourceMapping

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::Lambda::LayerVersion

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

AWS::Lambda::Version

☓いいえ

☓いいえ

✓ はい

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS::Lambda::Function

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

Amazon MQ
リソース

✓ はい

AWS::AmazonMQ::Broker
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✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
☓いいえ
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Amazon Macie

リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::AmazonMQ::Configuration

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
☓いいえ

Amazon Macie
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::Macie::ClassificationJob

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Macie::CustomDataIdentifier

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::Macie::FindingsFilter

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::Macie::Member

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::Kafka::Cluster

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
☓いいえ

OpenSearch アマゾンサービス OpenSearch
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::OpenSearchService::Domain
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タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい
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AWS OpsWorks

AWS OpsWorks
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::OpsWorks::Instance

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::OpsWorks::Layer

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::OpsWorks::Stack

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS Organizations
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Organizations::OrganizationalUnit

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::Organizations::Policy

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::Organizations::Account

AWS::Organizations::Root

Amazon Pinpoint
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::Pinpoint::App

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::Pinpoint::EmailTemplate

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::Pinpoint::PushTemplate

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::Pinpoint::SmsTemplate

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::Pinpoint::VoiceTemplate

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ
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Amazon Pinpoint SMS および音声 API
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

☓いいえ

AWS::PinpointSMSVoiceV2::Pool

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
☓いいえ

Amazon Quantum Ledger Database (Amazon
QLDB)
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::QLDB::Ledger

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::QLDB::Stream

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

Amazon Redshift
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::Redshift::Cluster

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::Redshift::ClusterParameterGroup

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::Redshift::ClusterSecurityGroup

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::Redshift::ClusterSubnetGroup

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::Redshift::HSMClientCertificate

✓ はい

✓ はい

☓いいえ
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Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

Amazon Relational Database Service (Amazon
RDS)
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::RDS::DBCluster

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::RDS::DBClusterParameterGroup

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::RDS::DBClusterSnapshot

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::RDS::DBInstance

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::RDS::DBParameterGroup

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::RDS::DBSecurityGroup

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::RDS::DBSnapshot

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::RDS::DBSubnetGroup

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::RDS::EventSubscription

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::RDS::OptionGroup

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::RDS::ReservedDBInstance

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS Resource Access Manager
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::RAM::ResourceShare

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
☓いいえ

AWS Resource Groups
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::ResourceGroups::Group
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タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい

AWS Resource Groups ユーザーガイド
AWS Robomaker

AWS Robomaker
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::RoboMaker::DeploymentJob

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::RoboMaker::Fleet

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::RoboMaker::Robot

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::RoboMaker::RobotApplication

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::RoboMaker::SimulationApplication

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::RoboMaker::SimulationJob

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

Amazon Route 53
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::Route53::Domain

✓はい¹

✓はい²

☓いいえ

AWS::Route53::HealthCheck

✓はい¹

✓はい²

✓はい²

AWS::Route53::HostedZone

✓はい¹

✓はい²

✓はい²

¹ これは、[US East (N. Virginia)] (米国東部 (バージニア北部)) リージョンでホストされているグローバル
サービスのリソースです。タグエディタを使用してこのリソースタイプのタグを作成または変更するに
は、タグエディタコンソールで [Find resources to tag] (タグ付けするリソースの検索) の [Select regions]
(リージョンの選択) リストから us-east-1 を含める必要があります。
² これは、[US East (N. Virginia)] (米国東部 (バージニア北部)) リージョンでホストされているグロー
バルサービスのリソースです。Resource Groups はリージョンごとに別々に管理されるため、AWS
Management Console を、グループに含めるリソースが入っている AWS リージョン に切り替える必要
があります。グローバルリソースを含むリソースグループを作成するには、AWS Management Console
の右上にあるリージョンセレクターを使用して、AWS Management Console を [US East (N. Virginia) useast-1] (米国東部 (バージニア北部) us-east-1) に設定する必要があります。
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Amazon Route 53 Resolver
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::Route53Resolver::ResolverEndpoint

✓はい¹

✓はい²

☓いいえ

AWS::Route53Resolver::ResolverRule

✓はい¹

✓はい²

☓いいえ

¹ これは、[US East (N. Virginia)] (米国東部 (バージニア北部)) リージョンでホストされているグローバル
サービスのリソースです。タグエディタを使用してこのリソースタイプのタグを作成または変更するに
は、タグエディタコンソールで [Find resources to tag] (タグ付けするリソースの検索) の [Select regions]
(リージョンの選択) リストから us-east-1 を含める必要があります。
² これは、[US East (N. Virginia)] (米国東部 (バージニア北部)) リージョンでホストされているグロー
バルサービスのリソースです。Resource Groups はリージョンごとに別々に管理されるため、AWS
Management Console を、グループに含めるリソースが入っている AWS リージョン に切り替える必要
があります。グローバルリソースを含むリソースグループを作成するには、AWS Management Console
の右上にあるリージョンセレクターを使用して、AWS Management Console を [US East (N. Virginia) useast-1] (米国東部 (バージニア北部) us-east-1) に設定する必要があります。

Amazon S3 Glacier
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::Glacier::Vault

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
☓いいえ

Amazon SageMaker
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::SageMaker::Endpoint

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::SageMaker::EndpointConfig

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::SageMaker::HyperParameterTuningJob

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::SageMaker::LabelingJob

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::SageMaker::Model

☓いいえ

✓ はい

✓ はい
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AWS Secrets Manager

リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::SageMaker::ModelPackageGroup

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::SageMaker::NotebookInstance

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::SageMaker::Pipeline

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::SageMaker::Project

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::SageMaker::TrainingJob

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::SageMaker::TransformJob

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::SageMaker::Workteam

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS Secrets Manager
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::SecretsManager::Secret

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい

AWS Service Catalog
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::ServiceCatalog::CloudFormationProduct

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::ServiceCatalog::Portfolio

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

Service Quotas
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

☓いいえ

AWS::ServiceQuotas::Quota
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タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
☓いいえ
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Amazon Simple Email Service

Amazon Simple Email Service
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::SES::ConfigurationSet

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::SES::ContactList

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::SES::DedicatedIpPool

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::SES::Identity

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

Amazon Simple Notification Service
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::SNS::Topic

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

✓ はい

✓ はい

Amazon Simple Queue Service
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::SQS::Queue

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

✓ はい

✓ はい

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

✓ はい

AWS::S3::Bucket
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タグベース
のグループ

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい
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AWS Step Functions

AWS Step Functions
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::StepFunctions::Activity

✓ はい

✓ はい

✓ はい

AWS::StepFunctions::StateMachine

✓ はい

✓ はい

✓ はい

Storage Gateway
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::StorageGateway::Gateway

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

AWS::StorageGateway::Volume

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS Systems Manager
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ

AWS::SSM::Document

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::SSM::MaintenanceWindow

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

AWS::SSM::ManagedInstance

☓いいえ

✓ はい

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

✓ はい

☓いいえ

✓ はい

✓ はい

AWS::SSM::Parameter
AWS::SSM::PatchBaseline
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Amazon WorkSpaces
リソース

タグエディ
タでのタグ
付け

タグベース
のグループ

✓ はい

AWS::WorkSpaces::Workspace

✓ はい

AWS
CloudFormation
スタック
ベースのグ
ループ
✓ はい

非推奨のリソースタイプ
以下のリソースタイプは、指定された機能ではサポートされなくなりました。
サービス

[リソースタイプ]

Support 変更

日付

AWS
RoboMaker

AWS::RoboMaker::Robot

タグエディターではサポートされなくなり
ました。

2022 年 5 月
2日

AWS
RoboMaker

AWS::RoboMaker::Fleet

タグエディターではサポートされなくなり
ました。

2022 年 5 月
2日

AWS
RoboMaker

タグエディターではサポートされなくなり
AWS::RoboMaker::DeploymentJob
ました。

2022 年 5 月
2日
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Resource GroupsAWS CloudFormation とテンプレート

によるリソースグループの作成AWS
CloudFormation
AWS Resource Groups は、リソースとインフラストラクチャの作成と管理の所要時間を短縮できるよう
に AWS リソースをモデル化して設定するためのサービスである AWS CloudFormation と統合されていま
す。必要なすべてのAWSリソース (リソースグループなど) を説明するテンプレートを作成すれば、AWS
CloudFormationがお客様に代わってこれらのリソースのプロビジョニングや設定を処理します。
を使用するとAWS CloudFormation、テンプレートを再利用してリソースグループを同じように繰り返し
てセットアップできます。リソースグループを一度記述すると、同じリソースグループを複数のAWS アカ
ウントとリージョンで何度も繰り返してプロビジョニングします。

Resource GroupsAWS CloudFormation とテンプ
レート
Resource Groups および関連サービスのリソースをプロビジョニングして設定するには、AWS
CloudFormationテンプレートについて理解しておく必要があります。テンプレートは、JSONまたは
YAMLでフォーマットされたテキストファイルです。これらのテンプレートには、AWS CloudFormation
スタックにプロビジョニングしたいリソースを記述します。JSONやYAMLに不慣れな方は、AWS
CloudFormation Designerを使えば、 AWS CloudFormation テンプレートを使いこなすことができます。詳
細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation Designer とは」を参
照してください。
Resource Groups、でのリソースグループの作成をサポートしていますAWS CloudFormation。リソース
グループの JSON テンプレートと YAML テンプレートの例を含む詳細については、AWS CloudFormation
ユーザーガイドの「AWS Resource Groupsリソースタイプのリファレンス」を参照してください。

AWS CloudFormation の詳細はこちら
AWS CloudFormation の詳細については、以下のリソースを参照してください。
• AWS CloudFormation
• AWS CloudFormation ユーザーガイド
• AWS CloudFormation API リファレンス
• AWS CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイド
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データ保護

AWS Resource Groups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のお客様は、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お客様の間の共有責任です。共有責任モデルでは、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 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、安全に使用できるサービスを供給します。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 Resource Groups に適用す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 AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。
• クラウド内のセキュリティ–お客様の責任は、使用するAWSのサービスに応じて判断されます。また、
お客様は、データの機密性、お客様の会社の要件、および適用可能な法律および規制など、その他の要
因についても責任を担います。
このドキュメントは、Resource Groups を使用する際に共有責任モデルを適用する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ためにResource
Groups を設定する方法を示します。また、他の使用方法についても説明します。AWSResource Groups
モニタリングや保護に役立つのサービス。
トピック
• AWS Resource Groups でのデータ保護 (p. 63)
• AWS Resource Groups 向けの Identity and Access Management (p. 65)
• Resource Groups でのログ記録とモニタリング (p. 77)
• Resource Groups のコンプライアンス検証 (p. 79)
• Resource Groups 耐障害性 (p. 80)
• Resource Groups インフラストラクチャセキュリティ (p. 81)
• Resource Groups セキュリティのベストプラクティス (p. 81)

AWS Resource Groups でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS Resource Groups 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 Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウント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、
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データ暗号化

それぞれのジョブを遂行するために必要な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。
• 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 以降が推奨されています。
• 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 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これによ
り、Amazon S3 に保存される機密データの検出と保護が支援されます。
• コマンドラインインターフェースまたは 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。使用可能な 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やセンシティブ情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなどの
自由形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、ま
たは AWS SDK で Resource Groups または他の AWS のサービスを使用する場合も同様です。タグまたは
名前に使用する自由記入欄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
バーへの URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含め
ないように強くお勧めします。q

データ暗号化
他の AWS サービスと比較すると、AWS Resource Groups はグループ以外の AWS リソースを変更、追
加、または削除する方法を提供しないため、攻撃領域が最小限です。Resource Groups はユーザーから次
のサービス固有の情報を収集します。
• グループ名 (暗号化されていない、プライベートではない)
• グループの説明 (暗号化されていないが、プライベート)
• グループ内のメンバーリソース (これらはログに保存され、暗号化されていない)

保管時の暗号化
Resource Groups 固有のサービスまたはネットワークトラフィックを分離するその他の方法はありませ
ん。該当する場合は、AWS 固有の分離を使用してください。VPC で Resource Groups API とコンソール
を使用することで、プライバシーとインフラストラクチャのセキュリティを最大限に高めることができま
す。

転送時の暗号化
AWS Resource Groups データは、転送中に暗号化され、サービスの内部データベースにバックアップさ
れます。これはユーザーが設定できません。

キーの管理
AWS Resource Groups は現在、AWS Key Management Service と統合されておらず、AWS KMS keys は
サポートされません。

インターネットトラフィックのプライバシー
AWS Resource Groups は、Resource Groups ユーザーとAWS の間のすべての転送に HTTPS を使用し
ます。Resource Groups は Transport Layer Security (TLS) 1.2 を使用しますが、TLS 1.0 および 1.1 もサ
ポートします。
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AWS Resource Groups 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 Resource Groups
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. 65)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 65)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 67)
• IAM を使用したResource Groups 仕組み (p. 69)
• AWS Resource Groups アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 72)
• AWS Resource Groups のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 75)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、Resource Groupsで行う作業によって異なりま
す。
サービスユーザー – Resource Groups サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセス許可
と認証情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの Resource Groups の機能を使用
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。Resource Groups の機能にアクセスできない場合
は、AWS Resource Groups のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 75)を参照し
てください。
サービス管理者 – 社内の Resource Groups リソースを担当している場合は、通常、Resource Groups 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 Resource Group 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 Resource Groups で IAM を利用する方法の詳細については、IAM を使用したResource Groups
仕組み (p. 69) を参照してください。
IAM 管理者 – IAM 管理者は、Resource Groups へのアクセスを管理するためのポリシーを記述する方法の
詳細を知ることができます。IAM で使用できる Resource Groups の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 Resource Groups アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 72) 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 のルートユーザーもしくは IAM 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、認証を受ける (AWS にサインインする) 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。
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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
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。推奨される方法を使用して自分でリ
クエストに署名する方法の詳細については、「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。

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
持つ 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
ユーザーの長期的な認証情報を必要とする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
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。
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• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーション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。フェデレーション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ロールの詳細については、IAM ユーザーガイドの「サードパーティー ID プロバイ
ダー用のロールの作成」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に、IAM アイデ
ンティティセンターは許可セットを 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みなされます。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、「サービス認可リ
ファレンス」の「AWS Resource Groups 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。
• 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 IAM アカウント内に表示され、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
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、
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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。
すべての IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、許可のない状態からスタートします。デフォル
トでは、ユーザーは何もできず、自分のパスワードを変更することすらできません。何かを実行する許可
をユーザーに付与するには、管理者がユーザーに許可ポリシーを添付する必要があります。また、管理者
は、必要な許可があるグループにユーザーを追加できます。管理者がグループに許可を付与すると、その
グループ内のすべてのユーザーにこれらの許可が付与されます。
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。

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。
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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。
• 許可の境界 - 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。エンティティに許可の境界を
設定できます。結果として許可される範囲は、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
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、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。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 ではメ
ンバーアカウントのエンティティ (各 AWS アカウント ルートユーザーなど) に対する許可が制限されま
す。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。

IAM を使用したResource Groups 仕組み
IAM を使用してResource Groups へのアクセスを管理する前に、Resource Groups で使用できる IAM 機
能について理解しておく必要があります。Resource Groups およびその他の方法の概要を表示するには
AWSIAM と連携するサービスは、「」を参照してください。AWSIAM と連携するサービスのIAM ユー
ザーガイド。
トピック
• Resource Groups ID ベースのポリシー (p. 69)
• リソースベースのポリシー (p. 72)
• Resource Groups タグに基づいた承認 (p. 72)
• Resource Groups IAM ロール (p. 72)

Resource Groups ID ベースのポリシー
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、またアクショ
ンを許可または拒否する条件を指定できます。Resource Groups、特定のアクション、リソース、および
条件キーをサポートしています。JSON ポリシーで使用するすべての要素については、「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。
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アクション
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。
JSON ポリシーの Action 要素は、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
ションを記述します。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API 演算と同じです。一致する
API 演算を持たないアクセス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演算もあります。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、関連付けられた操作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。
Resource Groups ポリシーアクションは、アクションの前にプレフィックスを使用します。resourcegroups:。 タグエディタのアクションは、コンソールで完全に実行されますが、プレフィックスは付きま
す。resource-explorerログエントリ
たとえば、Resource Groups を使用してResource Groups を作成する権限を誰かに付与するに
はCreateGroupAPI オペレーションでは、resource-groups:CreateGroup彼らのポリシーでの行
動。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。Resource
Groups、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で複数のResource Groups およびタグエディタアクションを指定するには、次のよ
うにコンマで区切ります。
"Action": [
"resource-groups:action1",
"resource-groups:action2",
"resource-explorer:action3"

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。例えば、List 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": "resource-groups:List*"

Resource Groups アクションのリストを表示するには、「」を参照してください。のアクション、リソー
ス、条件キーAWS Resource GroupsのIAM ユーザーガイド。

リソース
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。
Resource JSON ポリシーエレメントは、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 エレメント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、リソースレベルのアクセス許可 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。
操作のリスト化など、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、ワイルドカード (*) を
使用して、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します。
"Resource": "*"

Resource Groups プリソースはグループ。グループリソースには、次の形式の ARN があります。
arn:${Partition}:resource-groups:${Region}:${Account}:group/${GroupName}
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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。
たとえば、my-test-groupステートメントのリソースグループには、次の ARN を使用します。
"Resource": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/my-test-group"

特定のアカウントに属するすべてのグループを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。
"Resource": "arn:aws:resource-groups:us-west-2:123456789012:group/*"

リソースの作成など、一部のリソースグループのアクションは、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": "*"

一部のResource Groups API アクションでは、複数のリソースが対象になります。たとえ
ば、DeleteGroupグループを削除するため、IAM ユーザーは特定のグループまたはすべてのグループを
削除するためのアクセス許可を持っている必要があります。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"

Resource Groups のリソースタイプとその ARN のリストを表示し、各リソースの ARN を指定できる
アクションについては、「」を参照してください。のアクション、リソース、条件キーAWS Resource
GroupsのIAM ユーザーガイド。

条件キー
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 エレメント (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 エレメントはオプションです。イコールや以下などの 条件演算子 を使用する条件
式を作成して、リクエスト内に値のあるポリシーの条件に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 エレメントを指定する場合、または 1 つの Condition エレ
メントに複数のキーを指定する場合、AWS が論理 AND 演算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が論理的な OR 演算を使用して条件を評価します。ステートメント
のアクセス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。
条件を指定する際にプレースホルダー可変も使用できます。例えば、IAM ユーザー名でタグ付けされて
いる場合のみ、リソースにアクセスする IAM ユーザーアクセス許可を付与できます。詳細については、
『IAM ユーザーガイド』の「IAM ポリシーエレメント: 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。
Resource Groups、独自の条件キーを定義し、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。
Resource Groups 条件キーのリストを表示し、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、「」を参照してください。のアクション、リソース、条件キーAWS Resource GroupsのIAM
ユーザーガイド。
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例
Resource Groups ID ベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してください。AWS Resource
Groups アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 72)。

リソースベースのポリシー
Resource Groups、リソースベースのポリシーはサポートされていません。

Resource Groups タグに基づいた承認
リソースグループのグループにタグをアタッチする、またはリクエストでResource Groups に
渡すことができます。タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/keyname、aws:RequestTag/key-name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの
[Condition element] (条件要素) でタグ情報を提供します。グループを作成または更新するときに、グルー
プにタグを適用できます。Resource Groups グループのグループのタグ付けの詳細については、「」を参
照してください。でのクエリベースのグループの作成AWS Resource Groups (p. 8)そしてグループの更新
AWS Resource Groups (p. 14)このガイドの「」を参照してください。
リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するための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、「タグに基づいたグループの表示 (p. 75)」を参照してください。

Resource Groups IAM ロール
IAM ロールは AWS アカウント内のエンティティで、特定の許可を持っています。Resource Groups、
サービスロールを持たないか、またはサービスロールを使用しません。

Resource Groups による一時的な認証情報の使用
Resource Groups では、一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインイン、IAM ロールを引
き受ける、またはクロスアカウントロールを引き受けることができます。テンポラリセキュリティ認証情
報を取得するには、AWS STSAssumeRole または GetFederationToken などの API オペレーションを呼び
出します。

サービスリンクロール
サービスにリンクされたロールによって、AWS サービスが他のサービスのリソースにアクセスして自動的
にアクションを完了できます。
Resource Groups、サービスにリンクされたロールを持たないか、またはサービスにリンクされたロール
を使用しません。

サービスロール
この機能では、サービスロールをユーザーに代わって引き受けることをサービスに許可します。
Resource Groups、サービスロールを持たないか、またはサービスロールを使用しません。

AWS Resource Groups 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、IAM ユーザーおよびロールには、Resource Groups 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。AWS Management Console、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、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API
オペレーションを実行する許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。
続いて、管理者はそれらの許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーを添付します。
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JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、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「JSON タブでのポリシーの作成」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. 73)
• Resource Groups コンソールと API の使用 (p. 73)
• ユーザーが自分のアクセス許可を表示できるようにする (p. 74)
• タグに基づいたグループの表示 (p. 75)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントにあるResource Groups 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。
• の開始方法AWSポリシーを管理し、最小特権のアクセス許可への移行— ユーザーやワークロードへの
アクセス許可の付与を開始するには、AWSマネージドポリシーこのツールを使用すると、多くの一般的
ユースケースに対してアクセス許可を付与する。これらは AWS アカウント で使用できます。このツー
ルを定義することにより、アクセス許可をさらに減らすことをお勧めします。AWSユースケースに固
有のカスタマー管理ポリシー。詳細については、次を参照してください。AWSマネージドポリシーまた
はAWS職務機能の 管理ポリシーのIAM ユーザーガイド。
• 最小特権アクセス許可を適用する— IAM ポリシーでアクセス許可を設定するときは、タスクの実行に
必要なアクセス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
てアクセス許可を適用する方法については、「」を参照してください。IAM でのポリシーとアクセス許
可のIAM ユーザーガイド。
• IAM ポリシーで条件を指定して、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
ンと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
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、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。これは、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。AWS のサービスまたはAWS CloudFormation。詳細については、次を参照して
ください。IAM JSON ポリシーエレメント: ConditionのIAM ユーザーガイド。
• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的なアクセス許可を確保する—
IAM Access Analyzerは、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) と IAM のベストプラクティスに準拠
するように、新規ポリシーと既存のポリシーを検証します。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、次を参照してください。IAM Access Analyzer ポリシーの検証のIAM ユーザーガ
イド。
• 多要素認証 (MFA) が必要です— アカウントに IAM ユーザーまたはルートユーザーが必要なシナリオで
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、次を参照してくださ
い。MFA 保護 API アクセスの設定のIAM ユーザーガイド。
IAM のベストプラクティスの詳細については、「」を参照してください。IAM でのセキュリティのベスト
プラクティスのIAM ユーザーガイド。

Resource Groups コンソールと API の使用
AWS Resource Groups およびタグエディタのコンソールにアクセスするには、一連の最小限のアクセス
許可が必要です。これらのアクセス許可では、AWS アカウントの Resource Groups リソースの詳細をリ
ストおよび表示できる必要があります。最小限必要なアクセス許可よりも制限されたアイデンティティ
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ベースポリシーを作成すると、そのポリシーをアタッチしたエンティティ (IAM ユーザーまたはロール) に
対してはコンソールおよび API コマンドが意図したとおりに機能しません。
これらのエンティティがまだ Resource Groups を使用できるように、エンティティに次のポリシー (また
は次のポリシーに記載されているアクセス許可を含むポリシー) をアタッチします。詳細については、IAM
ユーザーガイドのユーザーへのアクセス許可の追加を参照してください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"resource-groups:*",
"cloudformation:DescribeStacks",
"cloudformation:ListStackResources",
"tag:GetResources",
"tag:TagResources",
"tag:UntagResources",
"tag:getTagKeys",
"tag:getTagValues",
"resource-explorer:List*"
],
"Resource": "*"
}
]

Resource Groups およびタグエディタへのアクセス権限を付与する方法については、このガイドの AWS
Resource Groups およびタグエディタを使用するためのアクセス許可を付与する (p. 7) を参照してくださ
い。

ユーザーが自分のアクセス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",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetPolicy",
"iam:ListAttachedGroupPolicies",
"iam:ListGroupPolicies",
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"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListUsers"

}

]

}

],
"Resource": "*"

タグに基づいたグループの表示
アイデンティティベースのポリシーの条件を使用して、タグに基づいて Resource Groups リソースへの
アクセスをコントロールできます。この例では、グループを表示できるポリシーを作成する方法を示しま
す。ただし、アクセス許可は、グループタグ Owner にそのユーザーのユーザー名の値がある場合のみ、付
与されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ListSpecificGroup",
"Effect": "Allow",
"Action": "resource-groups:ListGroups",
"Resource": "arn:aws:resource-groups::region:account_ID:group/group_name"
},
{
"Sid": "ViewGroupIfOwner",
"Effect": "Allow",
"Action": "resource-groups:ListGroups",
"Resource": "arn:aws:resource-groups::region:account_ID:group/group_name",
"Condition": {
"StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"}
}
}
]

このポリシーをアカウントの IAM ユーザーに添付できます。richard-roe という名前のユーザーが
Resource Groups グループを表示しようとする場合、そのグループに Owner=richard-roe または
owner=richard-roe のタグを付ける必要があります。それ以外の場合、アクセスは拒否されます。条件
キー名では大文字と小文字が区別されないため、条件タグキー Owner は Owner と owner の両方に一致
します。詳細については、次を参照してください。IAM JSON ポリシーエレメント: ConditionのIAM ユー
ザーガイド。

AWS Resource Groups のアイデンティティとアクセ
スのトラブルシューティング
次の情報は、Resource Groups 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
• Resource Groups でアクションを実行する権限がない (p. 76)
• iam: iam: iam: を実行する権限がないPassRole (p. 76)
• マイアクセスキーを表示したい (p. 76)
• 管理者として Resource Groups へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 77)
• 自分の AWS アカウント以外のユーザーに Resource Groups グループへのアクセスを許可した
い (p. 77)
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Resource Groups でアクションを実行する権限がない
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。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワード
を発行した人です。
以下の例のエラーは、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、グループの詳細を表示しよ
うとしているが、resource-groups:ListGroups アクセス許可がない場合に発生します。
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: resourcegroups:ListGroups on resource: arn:aws:resource-groups::us-west-2:123456789012:group/mytest-group

この場合、Mateo は、resource-groups:ListGroups アクションを使用して my-test-group リソー
スへのアクセスが許可されるように、管理者にポリシーの更新を依頼します。

iam: iam: iam: を実行する権限がないPassRole
を実行する権限がないというエラーが表示された場合iam:PassRoleResource Groups にロールを渡すこ
とができるようにポリシーを更新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。
以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して Resource Groups でアク
ションを実行しようする場合に発生します。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。

マイアクセスキーを表示したい
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーを再表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合は、新し
いキーペアを作成する必要があります。
アクセスキーは、アクセスキー ID (例: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー (例:
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) の 2 つの部分から構成されています。ユーザー名
とパスワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両
方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーを安全に管理してくださ
い。

Important
正規のユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサードパーティーに提供しないで
ください。提供すると、第三者がアカウントへの永続的なアクセスを取得する場合があります。
アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存す
るように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できま
す。シークレットアクセスキーを紛失した場合、IAM ユーザーに新しいアクセスキーを追加する必要があ
ります。アクセスキーは最大 2 つまで持つことができます。既に 2 つある場合は、新しいキーペアを作成
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する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、「IAM ユーザーガイド」の「アク
セスキーの管理」を参照してください。

管理者として Resource Groups へのアクセスを他のユーザーに
許可したい
Resource Groups へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリ
ケーションの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーまたはア
プリケーションは、このエンティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、Resource
Groups の適切なアクセス許可を付与するポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要があります
すぐにスタートするには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM が委任した初期のユーザーおよびグループの
作成」を参照してください。
Resource Groups およびタグエディタへのアクセス権限を付与する方法については、このガイドの AWS
Resource Groups およびタグエディタを使用するためのアクセス許可を付与する (p. 7) を参照してくださ
い。

自分の AWS アカウント以外のユーザーに Resource Groups グ
ループへのアクセスを許可したい
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。
• Resource Groups がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、IAM を使用した
Resource Groups 仕組み (p. 69) 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 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。

Resource Groups でのログ記録とモニタリング
すべてAWS Resource Groupsアクションはログに記録されますAWS CloudTrail。

AWS CloudTrail を使用した AWS Resource Groups
API コールのログ記録
AWS Resource GroupsとのタグエディタはAWS CloudTrailは、ユーザー、ロール、またはによって
実行されたアクションを記録するサービスです。AWSResource Groups またはタグエディタのサービ
ス。CloudTrail は、Resource Groups またはタグエディタコンソールからの呼び出し、Resource Groups
API へのコード呼び出しを含む、Resource Groups すべての API 呼び出しをイベントとしてキャプチャし
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ます。証跡を作成する場合は、Resource Groups イベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イ
ベントの継続的な配信を有効にすることができます。追跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソール
の [Event history (イベント履歴)] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用
して、Resource Groups に対して行われたリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リク
エスト日時などの詳細を確認できます。
CloudTrailの詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

CloudTrail でのResource Groups 情報
CloudTrailは、アカウントを作成すると AWS アカウントで有効になります。Resource Groups またはタグ
エディタコンソールでアクティビティが発生すると、そのアクティビティは他の CloudTrail イベントに記
録されます。AWSでのサービスイベントイベント履歴。最近のイベントは、AWS アカウントで表示、検
索、ダウンロードできます。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。
でのイベントの継続的な記録についてはAWSResource Groups イベントを含むアカウントは、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、その他の AWS のサービスを設定して、CloudTrail ログで収集したデー
タをより詳細に分析し、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、以下を参照してくだ
さい。
• 追跡を作成するための概要
• CloudTrailのサポート対象サービスと統合
• Amazon SNSのCloudTrailの通知の設定
• 複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取るおよび複数のアカウントから CloudTrail ログ
ファイルを受け取る
すべて Resource Groups アクションは CloudTrail でログに記録されます。これらのアクションはAWS
Resource GroupsAPI リファレンス。CloudTrail Resource Groups アクションは、API エンドポイント
でイベントとして表示されます。resource-groups.amazonaws.com彼らのソースとして。たとえば
CreateGroup、GetGroup、UpdateGroupQuery の各アクションを呼び出すと、CloudTrail ログファイ
ルにエントリが生成されます。コンソール内のタグエディタアクションは CloudTrail によってログに記録
され、内部 API エンドポイントでイベントとして表示されます。resource-explorer彼らのソースとし
て。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。このアイデンティ
ティ情報は以下のことを確認するのに役立ちます。
• 要求が、ルートと IAM ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか。
• 要求が、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらのテンポラリセキュリティ認証情報を使用して
送信されたか.
• リクエストが、別の AWS サービスによって送信されたかどうか。
詳細については、CloudTrail userIdentity 要素を参照してください。

Resource Groups ログファイルエントリの概要
追跡は、指定したAmazon S3バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できるもので
す。CloudTrailのログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。イベントは任意の発生元から
の 1 つの要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求のパラメータなどに関する情報が
含まれます。CloudTrail ログファイルは、公開 API コールの順序付けられたスタックトレースではないた
め、特定の順序では表示されません。
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以下の例は、CreateGroup アクションを示す CloudTrail ログエントリです。
{"eventVersion":"1.05",
"userIdentity":{
"type":"AssumedRole",
"principalId":"ID number:AWSResourceGroupsUser",
"arn":"arn:aws:sts::831000000000:assumed-role/Admin/AWSResourceGroupsUser",
"accountId":"831000000000","accessKeyId":"ID number",
"sessionContext":{
"attributes":{
"mfaAuthenticated":"false",
"creationDate":"2018-06-05T22:03:47Z"
},
"sessionIssuer":{
"type":"Role",
"principalId":"ID number",
"arn":"arn:aws:iam::831000000000:role/Admin",
"accountId":"831000000000",
"userName":"Admin"
}
}
},
"eventTime":"2018-06-05T22:18:23Z",
"eventSource":"resource-groups.amazonaws.com",
"eventName":"CreateGroup",
"awsRegion":"us-west-2",
"sourceIPAddress":"100.25.190.51",
"userAgent":"console.amazonaws.com",
"requestParameters":{
"Description": "EC2 instances that we are using for application staging.",
"Name": "Staging",
"ResourceQuery": {
"Query": "string",
"Type": "TAG_FILTERS_1_0"
},
"Tags": {
"Key":"Phase",
"Value":"Stage"
}
},
"responseElements":{
"Group": {
"Description":"EC2 instances that we are using for application staging.",
"groupArn":"arn:aws:resource-groups:us-west-2:831000000000:group/Staging",
"Name":"Staging"
},
"resourceQuery": {
"Query":"string",
"Type":"TAG_FILTERS_1_0"
}
},
"requestID":"de7z64z9-d394-12ug-8081-7zz0386fbcb6",
"eventID":"8z7z18dz-6z90-47bz-87cf-e8346428zzz3",
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"831000000000"
}

Resource Groups のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査人は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA など複数の AWS コンプライアンス プロ
グラムのパートとして、AWS のサービス のセキュリティとコンプライアンスを評価します。
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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。
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。
• 「Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services」(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 のサービスで
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 では、AWS 内のセキュリティ状態が包括的に示されてお
り、セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠の確認に役立ちます。
• 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。

Resource Groups 耐障害性
AWS Resource Groupsは、内部サービスリソースへの自動バックアップを実行します。これらのバック
アップはユーザー設定できません。バックアップは、保管時と転送時の両方で暗号化されます。Resource
Groups Amazon DynamoDB に顧客データを格納します。
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。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せずに、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。
ほとんどの顧客データがレプリケートされるため、ユーザーリソースグループが完全に失われても、顧客
データが失われることはありません。AWSアベイラビリティーゾーン (AZ)。グループを誤って削除した場
合は、AWS Supportセンター。
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。
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Resource Groups インフラストラクチャセキュリ
ティ
Resource Groups によって提供されるサービスまたはネットワークトラフィックを分離する追加の方法は
ありません。該当する場合は、AWS固有の分離。VPC Resource Groups API とコンソールを使用すると、
プライバシーとインフラストラクチャのセキュリティを最大化できます。
マネージドサービスとして、AWS Resource Groupsによって保護されているAWSで説明しているグロー
バルネットワークセキュリティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要ホワイトペー
パー。
あなたは使うAWSが公開している API 呼び出しで、ネットワーク経由でResource Groups 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。これは、Resource Groups サポートしています。また、Ephemeral DiffieHellman (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、
テンポラリ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。
Resource Groups、リソースベースのポリシーはサポートされていません。

Resource Groups セキュリティのベストプラクティ
ス
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お客様の環境に適切ではないか、十分ではない場
合があるため、これらは処方箋ではなく、有用な考慮事項と見なしてください。
• 最小権限の原則グループへのアクセス権を付与します。Resource Groups、リソースレベルのアクセス
許可をサポートします。特定のユーザーに必要な場合にのみ、特定のグループへのアクセス権を付与
します。すべてのユーザーまたはすべてのグループにアクセス権限を割り当てるポリシーステートメ
ントでは、アスタリスクを使用しないでください。最小権限の詳細については、「」を参照してくださ
い。最小権限を付与するのIAM ユーザーガイド。
• パブリックフィールドから個人情報を保管してください。グループの名前はサービスメタデータとして
扱われます。グループ名は暗号化されません。グループ名に機密情報を入れないでください。グループ
の説明は非公開です。
プライベート情報や機密情報をタグキーやタグ値に入れないでください。
• タグ付けに基づく承認を使用する適切な場合はいつでも。Resource Groups、タグに基づく認証をサ
ポートします。グループにタグを付けて、IAM ユーザーおよびセキュリティグループにアタッチされて
いるポリシーを更新して、グループに適用されるタグに基づいてアクセスレベルを設定できます。タグ
に基づいた認証の使用方法の詳細については、「」を参照してください。へのアクセスのコントロール
AWSリソースタグを使用するリソースのIAM ユーザーガイド。
多数AWSサービスは、リソースで使用するタグに基づく認証をサポートします。タグベースの認
可は、グループ内のメンバーリソースに対して設定される可能性があることに注意してください。
グループのリソースへのアクセスがタグによって制限されている場合、権限のないユーザーまたは
グループがそれらのリソースに対してアクションや自動化を実行できないことがあります。たとえ
ば、いずれかのグループの Amazon EC2 インスタンスに、タグキーのタグが付けられているとしま
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す。Confidentialityタグ値High。また、タグ付けされたリソースに対してコマンドを実行する権限
がありません。Confidentiality:Highでは、リソースグループ内の他のリソースに対してアクショ
ンが成功した場合でも、EC2 インスタンスで実行するアクションまたは自動化は失敗します。リソース
に対するタグベースの認証をサポートするサービスの詳細については、を参照してください。AWSIAM
と連携するサービスのIAM ユーザーガイド。
のタグ戦略の開発の詳細については、「」を参照してください。AWSリソース、を参照してくださ
い。AWSタグ付け戦略。
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AWS Resource Groupsおよびタグ付
けリファレンス
このセクションのトピックを使用して、AWS Resource Groups のさまざまな側面に関するリファレンス
情報を検索します。

Resource Groups の Service quotas
Name (名前)

デフォルト

調整
可能

説明

アカウントあたりのリソースグループ

サポートされている
各リージョン: 100

はい

このアカウントで作成で
きるリソースグループの
最大数。リソースグループ
は、AWS特定の条件に一致
するリソース。

Note
Service Quotas コンソールの AWS Resource Groups ページを使用することで、調整可能とマー
クされたクォータの変更をリクエストできます。

タグ付けのためのサービスクォータは、タグエディ
タおよびResource Groups タグ付け API）
Name (名前)

デフォルト

リソースごとにアタッチされた
タグ

50 ユーザーが作成したタグ
(AWS作成されたタグは、この制
限には含まれません)

タグキー名

1 以上、UTF-8 で 128 Unicode
文字です。
使用可能な文字は、文字、数
字、スペース、および以下の文
字です。
_ . : / = + - @
キー名はで始めることはできま
せんaws:それは予約されている
からです。
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Name (名前)

デフォルト

Note
ある程度AWSサービス
には、文字または長さの
制限がいくつか追加され
ています。詳細について
は、特定のサービスのド
キュメントを参照してく
ださい。
タグ 値

0 以上、UTF-8 で 256 Unicode
文字です。
使用可能な文字は、文字、数
字、スペース、および以下の文
字です。
_ . : / = + - @

Note
ある程度AWSサービス
には、文字または長さの
制限がいくつか追加され
ています。詳細について
は、特定のサービスのド
キュメントを参照してく
ださい。
の呼び出し速
度GetResourcesAPI オペレー
ション

1 秒につき呼び出し 15 回

次の API オペレーションの呼び
出し速度:

1 秒につき呼び出し 5 回

• TagResources
• UntagResources
• GetTagKeys
• GetTagValues

Note
現在、これらの制限は、Service Quotas コンソール。AWS サポートへお問い合わせください。

AWS管理ポリシーを で使用可能AWS Resource
Groupsタグエディタ
AWS マネージド型 IAM アクセス許可ポリシーを使用して、アカウント内の IAM ユーザーおよびロール
に、事前設定されたアクセス許可を付与できます。AWS マネージド型ポリシーはテストされ、ベストプラ
クティスの推奨事項に準拠しているため、定義されたシナリオで確実にマネージド型ポリシーを使用でき
ます。新しいリソースタイプがリソースグループのメンバーとしてサポートされ、また新しいリソースタ
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イプがタグ付けをサポートしているため、AWS はこれらのポリシーを自動的に更新してサポートします。
何もする必要はありません。
以下の表に、AWS Resource Groups にアクセス許可を付与するために使用できる AWS マネージド型 IAM
アクセス許可ポリシーを示します。
ポリシー名と ARN

説明

AWSResourceGroupsReadOnlyAccess
AWS Resource Groups マネジメントコンソールへの読み取り専用
アクセスを許可します。これには、アタッチされたタグのリストな
arn:aws:iam::aws:policy/
ど、リソースの詳細を表示するアクセス許可が含まれます。このポ
AWSResourceGroupsReadOnlyAccess
リシーは、リソースグループまたはタグを変更するためのアクセス
許可を付与しません。
ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess
タグエディタを含む、AWS Resource Groups マネジメントコン
ソールへの読み取り専用アクセスを許可します。これには、タグな
arn:aws:iam::aws:policy/
ど、リソースの詳細を表示するアクセス許可が含まれます。タグエ
ResourceGroupsandTagEditorReadOnlyAccess
ディタを使用して、タグクエリに一致するリソースを表示すること
ができます。このポリシーは、リソースグループまたはタグを変更
するためのアクセス許可を付与しません。
ResourceGroupsandTagEditorFullAccess
AWS Resource Groups マネジメントコンソールへのフル管理アク
セス権を付与します。これには、リソースグループを表示、作成、
arn:aws:iam::aws:policy/
および変更する許可が含まれます。また、タグエディタでサポート
ResourceGroupsandTagEditorFullAccess
されているすべてのリソースのタグを表示、設定、および変更する
アクセス許可も含まれます。
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AWS Resource Groups ドキュメント
履歴
変更

説明

日付

タグエディターの情報は独自の
ガイドに移動されました

タグエディターのドキュメントは 2022 年 12 月 13 日
このガイドから削除され、新しい
タグエディターユーザーガイドに
移動されました。

リソースグループに Amazon
Keyspaces (Apache Cassandra
向け) のリソースを追加できるよ
うになりました (p. 86)

AWS Resource Groupsでは、
リソースグループに Amazon
Keyspaces (Apache Cassandra
向け) のリソースを追加できるよ
うになりました。

リソースタイプの廃止

次のリソースタイプは、
2022 年 5 月 17 日
タグエディターではサ
ポートされなくなりまし
た:AWS::RoboMaker::RobotAWS::RoboMaker::Fleet、、AWS::RoboMaker:

リソースグループを Amazon
VPC ネットワークアクセスア
ナライザーで使用して、AWSリ
ソースへの不要なネットワーク
トラフィックを監視できるよう
になりました。

AWS Resource Groupsを使用し 2021 年 12 月 3 日
て、ネットワークアクセス要件の
送信元と宛先を指定できます。

AWS Resilience Hub のリソース
のサポートを追加 (p. 86)

AWS Resource Groups で
2021 年 11 月 18 日
は、リソースグループに AWS
Resilience Hub のリソースを追加
できるようになりました。

Amazon Pinpoint のリソースのサ
ポートを追加 (p. 86)

AWS Resource Groups では、
2021 年 11 月 11 日
リソースグループに Amazon
Pinpoint のリソースを追加できる
ようになりました。

AWS Service Catalog
AppRegistry によって設定および
管理されるリソースグループの
サポートを追加

AWS Resource Groups で
は、AWS Service Catalog
AppRegistry を使用して作成さ
れるアプリケーションにリソー
スのサービス設定を含むリソー
スグループがサポートされるよ
うになりました。詳細について
は、AWS Resource Groups API
リファレンスの サービス設定を
参照してください。

Amazon OpenSearch Service
のリソースのサポートを追
加 (p. 86)

AWS Resource Groupsでは、
2021 年 8 月 11 日
リソースグループに Amazon
OpenSearch Service のリソース
を追加できるようになりました。
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AWS Braket のリソースのサポー
トを追加 (p. 86)

AWS Resource Groups では、リ 2021 年 6 月 30 日
ソースグループに AWS Braket の
リソースを追加できるようになり
ました。

Amazon EMR コンテナのリソー
スのサポートを追加 (p. 86)

AWS Resource Groups では、リ 2021 年 4 月 27 日
ソースグループに Amazon EMR
コンテナのリソースを追加できる
ようになりました。

追加の AWS サービスのリソース
のサポートを追加 (p. 86)

AWS Resource Groups
では、リソースグループ
に次のサービス (Amazon
CodeGuru Reviewer、Amazon
Elastic Inference、Amazon
Forecast、Amazon
Fraud Detector、Amazon
Forecast、Amazon
Forecast、Amazon
Forecast、Amazon
Forecast、Amazon
Forecast、Amazon
Forecast、Amazon
Forecast、Amazon Forecast、

セキュリティとコンプライアン
スに関する章を追加 (p. 86)

Resource Groups がどのように
2020 年 7 月 30 日
情報を保護し、規制基準に準拠し
ているかについて説明します。

AWS サービス用に設定されたリ
ソースグループのサポートを追
加 (p. 86)

AWS サービスに関連付けられた 2020 年 7 月 29 日
リソースグループや、サービス
がグループ内のリソースとどの
ようにやり取りできるかを設定す
るリソースグループを作成できる
ようになりました。この機能の最
初のリリースでは、Amazon EC2
キャパシティ予約を含むリソース
グループを作成してから、グルー
プ内で Amazon EC2 インスタン
スを起動できます。1 つ以上のグ
ループの予約にインスタンスと
一致する容量がある場合、その
インスタンスはその予約を使用し
ます。インスタンスがグループ内
の利用可能な予約と一致しない場
合、インスタンスはオンデマンド
インスタンスとして起動します。
詳細については、「Linux インス
タンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイド」の「キャパシティの予約
グループの操作」を参照してくだ
さい。

AWS IoT Greengrass リソースの
サポートを追加 (p. 86)

より多くのリソースタイプが
2020 年 3 月 25 日
AWS Resource Groups とタグエ
ディタによりサポートされるよう
になりました。
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の操作データを表示するAWS
Resource Groups (p. 86)

AWS Systems ManagerAWS
2020 年 3 月 16 日
Resource Groupsコンソールの
ページでは、選択したグループの
操作データが [詳細]、[Config]、
[] の 4 つのタブに表示されま
すOpsItems。CloudTrailこれらの
タブは、Resource Groups コン
ソールでグループを表示してい
るときには使用できません。こ
れらのタブの情報を使用して、
グループ内のどのリソースが準拠
していて正しく動作しているか、
どのリソースにアクションが必
要なのかを把握できます。リソー
スに対してアクションを実行す
る必要がある場合は、 Systems
Manager Automationランブック
を使用して、一般的なオペレー
ションのメンテナンスおよびトラ
ブルシューティングのタスクを実
行できます。詳細については、
「AWS Systems Manager ユー
ザーガイド」の「AWS Resource
Groups のオペレーションデータ
の表示」を参照してください。

タグポリシーへの準拠を確
認 (p. 86)

AWS Organizations を使用してタ 2019 年 11 月 26 日
グポリシーを作成し、アカウント
にアタッチした後は、組織のアカ
ウント内のリソースで非準拠タグ
を見つけることができます。

より多くのリソースタイプをサ
ポート (p. 86)

より多くのリソースタイプが
2019 年 10 月 4 日
AWS Resource Groups とタグエ
ディタによりサポートされるよう
になりました。

AWS Resource Groups によって
サポートされる新しいリソース
タイプ (p. 86)

より多くのリソースタイプ、特に 2019 年 8 月 5 日
AWS CloudFormation スタック
に基づくグループに対して AWS
Resource Groups によりサポー
トされるようになりました。

AWS Resource Groups によって
サポートされる新しいリソース
タイプ (p. 86)

Amazon API Gateway
2019 年 6 月 27 日
REST API、Amazon Events
CloudWatch イベント、Amazon
SNS トピックが、でサポートさ
れるリソースタイプになりました
AWS Resource Groups。

タグエディタでタグ付けされて
いないリソースの検索がサポー
ト (p. 86)

タグエディタでは、特定のタグ
2019 年 6 月 18 日
キーに適用されるタグ値を持たな
いリソースを検索することができ
るようになりました。
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AWS Resource Groups とタグエ
ディタによってサポートされる
新しいリソースタイプ (p. 86)

50 以上の新しいリソースタイプ 2019 年 6 月 6 日
が AWS Resource Groups とタグ
エディタのサポートに追加されま
した。

AWS Resource Groups とタ
グエディタコンソールが AWS
Systems Manager コンソールか
ら移動 (p. 86)

AWS Resource Groups とタグエ 2019 年 6 月 5 日
ディタコンソールは、Systems
Manager コンソールから独立し
ました。Systems Manager の
左側のナビゲーションバーに
は AWS Resource Groups コン
ソールへのポインタがまだあり
ますが、Resource Groups とタ
グエディタコンソールは、AWS
Management Console の左上の
ドロップダウンメニューから直接
開くことができます。

新しい Resource Groups の承
認とアクセスコントロール機
能 (p. 86)

Resource Groups では、アク
2019 年 5 月 24 日
ションベースのポリシー、リソー
スレベルのアクセス許可、そして
タグに基づく承認をサポートする
ようになりました。

古い、従来の Resource Groups
とタグエディタのツールは利用
できなくなりました (p. 86)

古い、classic、または従来の
2019 年 5 月 14 日
Resource Groups とタグエディ
タのメンションは削除されていま
す。これらのツールは、AWS で
は利用できなくなりました。代わ
りに、AWS Resource Groups と
タグエディタを使用できます。

タグエディタでは、複数のリー
ジョン間でリソースへのタグ付
けがサポートされるようになり
ました (p. 86)

タグエディタで、複数のリージョ 2019 年 5 月 2 日
ンにまたがるリソースのタグを検
索および管理することができ、現
在のリージョンがデフォルトでリ
ソースクエリに追加されます。

タグエディタで、クエリ結果
の CSV へのエクスポートがサ
ポートされるようになりまし
た (p. 86)

[Find Resources to tag (タグ付け 2019 年 4 月 2 日
するリソースを検索)] ページでク
エリの結果を CSV 形式のファイ
ルエクスポートできます。新しい
リージョン列はタグエディタのク
エリ結果に表示されます。タグエ
ディタで、特定のタグキーに対し
て空白でない値を持つリソースを
検索することができるようになり
ました。既存のキー間にある一意
の値を入力すると、タグキーの値
が自動入力されます。
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タグエディタで、クエリへのす
べてのリソースタイプの追加が
サポートされるようになりまし
た (p. 86)

1 回のオペレーションで最大 20
2019 年 3 月 19 日
の個々のリソースタイプにタグ
を適用することができ、[すべて
のリソースタイプ] を選択して、
リージョンのすべてのリソース
タイプにクエリを実行することも
できます。リソース間でタグキー
を一貫して有効にするために役立
つ、自動補完がクエリの [タグの
キー] フィールドに追加されまし
た。一部のリソースでタグの変更
が失敗した場合、タグの変更に失
敗したリソースのみでタグの変更
を再試行できます。

タグエディタで、複数のリソー
スタイプが検索でサポートされ
るようになりました (p. 86)

1 回のオペレーションで最大 20
2019 年 2 月 26 日
のリソースタイプにタグを適用
することができます。検索結果に
表示された列を選択することもで
き、これには検索結果で検出され
た一意の各タグキーの列または結
果から選択されたリソースも含ま
れます。

新しいタグエディターのド
キュメントが追加されまし
た (p. 86)

「タグエディタの使用」セクショ 2019 年 2 月 13 日
ンでは、新しい AWS タグエディ
タコンソール環境を使用する方法
について説明しています。

Resource Groups のグループで
サポートされる新しいリソース
タイプ (p. 86)

Resource Groups でサポートさ
2019 年 2 月 4 日
れるようになった新しいリソース
タイプが追加されました。

タグベースの Resource Groups
クエリにタグを追加するための
ユーザーエクスペリエンスが改
善されました (p. 86)

タグベースのクエリでタグを追加 2018 年 12 月 17 日
するコンソールのユーザーエクス
ペリエンスに小さな変更を加えま
した。

AWS CloudFormation スタッ
クベースのクエリサポートが
Resource Groups に追加されま
した (p. 86)

クエリが AWS CloudFormation
2018 年 11 月 13 日
スタックに基づいているリソース
グループを作成できます。スタッ
クを選択した後、スタックからグ
ループのクエリに表示するリソー
スタイプを選択することができま
す。

Resource Groups と
CloudTrail (p. 86)

Resource Groups は AWS
CloudTrail のサポートを提供す
るようになりました。Resource
Groups API コールのログはす
べて、表示し、操作できます
CloudTrail。

• API バージョン: 2017-11-27
• ドキュメント最終更新日: 2019 年 9 月 24 日
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以前の更新

以前の更新
次の表に、2018 年 6 月以前の AWS Resource Groups ユーザーガイドの各リリースにおける重要な変更点
を示します。
変更

説明

日付

初回リリース

AWS Resource Groups の次世代
の初回リリース

2017 年 11 月 29 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、AWS 全般のリファレンスの AWS 用語集を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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