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IAM の紹介ビデオ

IAM とは

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

AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management リファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してく
ださい。

内容
• IAM の紹介ビデオ (p. 1)
• IAM の機能 (p. 1)
• IAM へのアクセス (p. 3)
• IAM をいつ使用しますか？ (p. 3)
• IAM の仕組み (p. 6)
• AWS ID 管理の概要: ユーザー (p. 10)
• アクセス管理の概要: アクセス許可とポリシー (p. 14)
• AWS の ABAC とは (p. 17)
• IAM の外部でのセキュリティ機能 (p. 18)
• 一般的なタスクへのクイックリンク (p. 19)
• IAM コンソール検索 (p. 21)
• AWS SDK での IAM の使用 (p. 23)

IAM の紹介ビデオ
AWS トレーニングと認定では、IAM の概要について説明する 10 分の動画を提供しています。

AWS Identity and Access Managementへの概論

IAM の機能
IAM には、以下の機能があります。

AWS アカウント への共有アクセス

パスワードやアクセスキーを共有しなくても、お客様の AWS アカウントのリソースを管理および使
用するためのアクセス許可を他の人に付与できます。
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IAM の機能

詳細なアクセス権限

リソースごとに、ユーザーごとに、さまざまなアクセス権限を付与できます。例えば、一部のユー
ザーは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)、Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3)、Amazon DynamoDB、Amazon Redshift、他の AWS のサービスへの完全なアクセスを許可する
場合があります。他のユーザーには、一部の S3 バケットへの読み取り専用アクセス、一部の EC2 イ
ンスタンスのみへの管理アクセス、または請求情報のみへのアクセスを許可できます。

Amazon EC2 で動作するアプリケーションから AWS リソースへの安全なアクセス

IAM の機能を使用して、EC2 インスタンスで実行されているアプリケーションの認証情報を安全に提
供できます。これらの認証情報は、他の AWS リソースにアクセスするためにアプリケーションのア
クセス許可を提供します。例として、S3 バケットや DynamoDB テーブルなどがあります。

多要素認証 (MFA)

アカウントおよび個々のユーザーに 2 エレメント認証を追加することで、セキュリティを強化できま
す。MFA を使用すると、ユーザーはお客様のアカウントで使用しているパスワードまたはアクセス
キーの入力だけでなく、特別に設定されたデバイスからのコードの入力も必要になります。既に他の
サービスで FIDO セキュリティキーを使用していて、AWS がサポートする設定がある場合、MFA セ
キュリティに WebAuthn を使用できます。詳細については、「FIDO セキュリティキーを使用するた
めのサポートされる設定 (p. 127)」を参照してください。

ID フェデレーション

他の場所 (社内ネットワーク、インターネット ID プロバイダーなど) でパスワードを既に持つユー
ザーに、お客様の AWS アカウント への一時的なアクセスを許可できます。

保証のための ID 情報

AWS CloudTrail を使用している場合は、お客様のアカウントのリソースをリクエストしたユーザーに
関する情報がログレコードに保存されます。その情報は IAM ID に基づきます。

PCI DSS コンプライアンス

IAM は、マーチャントまたはサービスプロバイダーによるクレジットカードデータの処理、ストレー
ジ、および伝送をサポートしており、Payment Card Industry (PCI) Data Security Standard (DSS) に
準拠していることが確認されています。PCI DSS の詳細 (AWS PCI Compliance Package のコピーを
リクエストする方法など) については、「PCI DSS レベル 1」を参照してください。

多くの AWS サービスとの統合

IAM と連携する AWS サービスのリストについては、「IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)」
を参照してください。

結果整合性

IAM は、他の多くの AWS サービスと同様に、最終的に一貫性があります。IAM は、世界中の 
Amazon のデータセンター内の複数のサーバーにデータを複製することにより、高可用性を実現しま
す。何らかのデータの変更リクエストが成功すると、変更はコミットされ、安全な場所に保管されま
す。ただし、変更は IAM 全体で複製される必要があり、これには多少時間がかかることがあります。
このような変更には、ユーザー、グループ、ロール、またはポリシーの作成や更新が含まれます。ア
プリケーションの重要で高可用性のコードパスには、このような IAM の変更を含めないことをお勧
めします。代わりに、実行頻度が低い別の初期化またはセットアップルーチンに IAM の変更を加えま
す。また、本番稼働ワークフローが依存する前に、変更が伝達済みであることを確認します。詳細に
ついては、「行った変更がすぐに表示されないことがある (p. 1085)」を参照してください。

使用料無料

AWS Identity and Access Management (IAM) および AWS Security Token Service (AWS STS) は追
加料金なしで提供される AWS アカウントの機能です。IAM ユーザーまたは AWS STS の一時的な
セキュリティクレデンシャルを使用して他の AWS のサービスにアクセスした場合にのみ課金されま
す。他の AWS 製品の料金設定については、Amazon Web Services 料金設定ページを参照してくださ
い。

2

http://aws.amazon.com/cloudtrail/
http://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs/
https://wikipedia.org/wiki/Eventual_consistency
http://aws.amazon.com/pricing/


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
IAM へのアクセス

IAM へのアクセス
次のいずれかの方法で AWS Identity and Access Management を使用できます。

AWS Management Console

コンソールは IAM および AWS リソースを管理するためのブラウザーベースのインターフェイスで
す。コンソールから IAM にアクセスする方法の詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「AWS へサインイン方法」を参照してください。

AWS コマンドラインツール

AWS コマンドラインツールを使用して、システムのコマンドラインでコマンドを発行することで、 
IAM および AWS タスクを実行できます。コマンドラインを使用すると、コンソールよりも高速で便
利になります。コマンドラインツールは、AWS のタスクを実行するスクリプトを作成する場合にも便
利です。

AWS には、AWS Command Line Interface (AWS CLI) と AWS Tools for Windows PowerShell とい
う 2 セットのコマンドラインツールが用意されています。AWS CLI のインストールおよび使用の
方法については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」を参照してください。Tools 
for Windows PowerShell のインストールおよび使用の方法については、AWS Tools for Windows 
PowerShellユーザーガイドを参照してください。

AWS SDK

AWS には、さまざまなプログラミング言語およびプラットフォーム 
(Java、Python、Ruby、.NET、iOS、Android など) のライブラリとサンプルコードで構成された SDK 
(ソフトウェア開発キット) が用意されています。SDK は、IAM や AWS へのプログラムによるアクセ
ス権限を作成する際に役立ちます。例えば、SDK は要求への暗号を使用した署名、エラーの管理、要
求の自動的な再試行などのタスクを処理します。AWS SDK のダウンロードやインストールなどの詳
細については、「アマゾン ウェブ サービスのツール」ページを参照してください。

IAM Query API

サービスに HTTPS リクエストを直接発行できる IAM Query API を使用して、プログラムにより IAM 
と AWS にアクセスできます。Query API を使用する場合は、認証情報を使用してリクエストにデジ
タル署名するコードを含める必要があります。詳細については、「HTTP クエリリクエストを使用し
た IAM API の呼び出し (p. 1301) および IAM API リファレンス」を参照してください。

IAM をいつ使用しますか？
さまざまな職務を遂行しているとき
AWS Identity and Access Management は、AWS 内部の ID に基づくアクセス制御の基盤を提供するコア
インフラストラクチャサービスです。AWS アカウントにアクセスするたびに IAM を使用します。

IAM の用途は、AWS で行う作業によって異なります。

• サービスユーザー – ジョブを実行するために AWS のサービスを使用する場合は、管理者が必要なアク
セス許可と認証情報を用意します。より高度な機能を使用して仕事をするようになると、追加のアクセ
ス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者に適切な許可をリ
クエストするうえで役立ちます。

• サービス管理者 - 社内で AWS リソースを担当している場合は、通常、IAM へのフルアクセスがありま
す。サービスのユーザーがどの IAM 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは、管理者の仕事で
す。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必要がありま
す。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。

• IAM 管理者 – IAM 管理者であれば、IAM ID を管理し、IAM へのアクセスを管理するポリシーを記述でき
ます。
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AWS リソースへのアクセスが許可されている場合

AWS リソースへのアクセスが許可されている場合
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。推奨される方法を使用して自分でリ
クエストに署名する方法の詳細については、 「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名
プロセス」を参照してください。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

IAM ユーザーとしてサインインした場合
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロールを引き受けるとき
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
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IAM ロールを引き受けるとき

Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。アク
ションが追加的に、ポリシー内の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、「サービス
認証リファレンス」の「AWS Identity and Access Management のアクション、リソース、および条件
キー」を参照してください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。
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ポリシーと許可を作成するとき

ポリシーと許可を作成するとき
ポリシーを作成することで、ユーザーにアクセス許可を付与します。ポリシーは、ユーザーが実行できる
アクションと、それらのアクションが影響を与えることができるリソースを登録したドキュメントです。
明示的に許可されていないアクションやリソースはすべて、デフォルトで拒否されます。ポリシーは、プ
リンシパル (ユーザー、ユーザーグループ、ユーザーが引き受けるロール、およびリソース) に対して作成
およびアタッチできます。

これらのポリシーは IAM ロールで使用されます。

• 信頼ポリシー — どのプリンシパル (p. 8)がどのような条件でロールを引き受けることができるかを
定義します。信頼ポリシーは、IAM ロール用の特定のタイプのリソースベースのポリシーです。ロール
が持つことが可能な信頼ポリシーは 1 つのみです。

• ID ベースのポリシー (インラインおよび管理) — これらのポリシーは、ロールのユーザーが実行できる 
(または実行が拒否される) 権限と、どのリソースに対して実行できるかを定義します。

IAM アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 459) を使用して、IAM ID のアクセス許可を定義するの
に役立ちます。必要なポリシーを見つけたら、[View this policy (このポリシーを表示)] を選択してそのポリ
シーの JSON を表示します。JSON のポリシードキュメントをテンプレートとして使用して、独自のポリ
シーを作成できます。

Note

IAM Identity Center を使用してユーザーを管理している場合は、プリンシパルにアクセス許可ポ
リシーをアタッチするのではなく IAM ID Center で許可セットを割り当てます。アクセス許可
セットをグループまたは AWS IAM アイデンティティセンター (AWS Single Sign-On の後継) の
ユーザー に割り当てると、IAM Identity Center は、各アカウントに対応する IAM ロールを作成
し、アクセス許可セットで指定されたポリシーをそれらのロールにアタッチします。IAM Identity 
Center がロールを管理し、定義した正規ユーザーがロールを引き受けることを可能にします。ア
クセス許可セットを変更すると、IAM Identity Center は、対応する IAM ポリシーとロールがそれ
に応じて更新されることを保証します。
IAM アイデンティティセンターの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM アイデンティ
ティセンターとは) を参照してください。

IAM の仕組み
IAM は、AWS アカウント の認証と許可を制御するために必要なインフラストラクチャを提供しま
す。IAM のインフラストラクチャーは、次の図で示されています。
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IAM の仕組み

まず、人間のユーザーまたはアプリケーションがサインイン認証情報を使用して AWS と認証します。認
証は、サインイン認証情報を AWS アカウント が信頼するプリンシパル (IAM ユーザー、フェデレーショ
ンユーザー、IAM ロール、またはアプリケーション) と照合することによって行われます。

次に、プリンシパルにリソースへのアクセスを許可するリクエストが行われます。アクセスは、承認リク
エストに応じて許可されます。例えば、コンソールに初めてサインインしてコンソールのホームページを
開いたときは、特定のサービスにアクセスしているわけではありません。サービスを選択すると、承認リ
クエストがそのサービスに送信され、認証されたユーザーのリストにユーザーの ID が含まれているかどう
か、付与されるアクセスレベルを制御するためにどのようなポリシーが適用されているか、その他有効な
ポリシーが確認されます。承認リクエストは、AWS アカウント 内または信頼できる別の AWS アカウン
ト プリンシパルが行うことができます。

承認されると、プリンシパルはユーザー内の AWS アカウント リソースに対してアクションを実行した
り、操作を実行したりできます。例えば、プリンシパルは新しい Amazon Elastic Compute Cloud インス
タンスを起動したり、IAM グループメンバーシップを変更したり、Amazon Simple Storage Service バ
ケットを削除したりできます。

基本概念
• 規約 (p. 8)
• Principal (p. 8)
• リクエスト (p. 8)
• 認証 (p. 9)
• 認証 (p. 9)
• アクションまたはオペレーション (p. 10)
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規約

• リソース (p. 10)

規約
前の図では、リソースへのアクセスを取得する方法を説明するために特定の用語を使用しました。これら
の IAM 用語は、AWS と連携する際によく使用されます。

IAM リソース

IAM に保存されているユーザー、グループ、ロール、ポリシー、および ID プロバイダー。AWS サー
ビスと同様に、IAM のリソースを追加、編集、削除することができます。

IAM アイデンティティ

識別し、グループ化するために使用される IAM リソースオブジェクト。IAM ユーザーにポリシーをア
タッチすることができます。ユーザー、グループ、およびロールなどがあります。

IAM エンティティ

AWS によって認証に使用される IAM リソースオブジェクト。これらには、IAM ユーザーおよびロー
ルが含まれます。

プリンシパル

AWS アカウントのルートユーザー、IAM ユーザー、または IAM ロールを使用してサインイン
し、AWS へのリクエストを行う人またはアプリケーション。プリンシパルには、フェデレーション
ユーザーと引き受けたロールが含まれます。

人間のユーザー

人間 ID とも呼ばれ、人、管理者、デベロッパー、オペレーター、およびアプリケーションのコン
シューマーを指します。

ワークロード

アプリケーションやバックエンドプロセスなど、ビジネス価値を提供するリソースやコードの集合体
のことです。アプリケーション、運用ツール、およびコンポーネントが含まれることがあります。

Principal
プリンシパルとは、AWS リソースに対するアクションまたはオペレーションをリクエストできる人間の 
ID またはワークロードです。認証後、プリンシパルには、プリンシパルのタイプに応じて、AWS にリ
クエストを行うための永続的または一時的な認証情報を付与できます。IAM ユーザーとルートユーザー
には永続的な認証情報が付与され、ロールには一時的な認証情報が付与されます。ベストプラクティ
ス (p. 938)として、人間のユーザーとワークロードに一時的な認証情報を使用して AWS のリソースにア
クセスさせることをお勧めします。

リクエスト
プリンシパルが AWS Management Console、AWS API、または AWS CLI を使用しようとすると、プリン
シパルは AWS にリクエストを送信します。リクエストには、以下の情報が含まれます。

• アクションまたはオペレーション – プリンシパルが実行するアクションまたはオペレーション。AWS 
Management Console ではアクション、AWS CLI や AWS API ではオペレーションです。

• リソース – アクションまたはオペレーションを実行する対象の AWS リソースオブジェクト。
• プリンシパル – エンティティ (ユーザーまたはロール) を使用してリクエストを送信するユーザーまた

はアプリケーション。プリンシパルに関する情報には、プリンシパルがサインインに使用したエンティ
ティに関連付けられたポリシーが含まれます。
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認証

• 環境データ – IP アドレス、ユーザーエージェント、SSL 有効化ステータス、または時刻に関する情報。
• リソースデータ – リクエストされているリソースに関連するデータ。これには、DynamoDB テーブル

名、Amazon EC2 インスタンスのタグなどの情報が含まれる場合があります。

AWS は、リクエスト情報をリクエストコンテキスト内に収集し、リクエストの評価と承認に使用します。

認証
プリンシパルとして、AWS に認証情報を使用してリクエストを送信するには、認証されている必要があり
ます (AWS にサインイン)。Amazon S3 や AWS STS などの一部のサービスは、匿名ユーザーからの少数
のリクエストを許可します。ただし、これは例外的です。

コンソールから ルートユーザー として認証するには、E メールアドレスとパスワードでサインインする必
要があります。フェデレーションユーザーとして、ID プロバイダーによって認証され、IAM ロールを引き
継ぐことで AWS リソースへのアクセス権が付与されます。IAM ユーザーとして、アカウント ID またはエ
イリアスを入力してから、ユーザー名とパスワードを入力します。API または AWS CLI からワークロード
を認証するには、ロールを割り当てて一時的な認証情報を使用することも、アクセスキーとシークレット
キーを指定して長期的な認証情報を使用することもできます。また、追加のセキュリティ情報を提供する
必要があります。ベストプラクティスとして、AWS では、アカウントのセキュリティを強化するために
多要素認証 (MFA) と一時的な認証情報を使用することをお勧めしています。AWS が認証できる IAM エン
ティティの詳細については、「IAM ユーザー (p. 72)」および「IAM ロール (p. 183)」を参照してくだ
さい。

認証
また、リクエストを完了する権限がある (許可されている) 必要があります。承認の際に、AWS はリクエ
ストコンテキストの値に基づいて、リクエストに適用されるポリシーを確認します。次に、ポリシーを
使用してリクエストの許可または拒否を決定します。通常、ポリシーは JSON ドキュメント (p. 422)と
して AWS に保存され、プリンシパルエンティティのアクセス許可を指定します。複数のポリシータイ
プ (p. 417)がリクエストの承認/却下に影響する場合があります。ユーザーに許可したアクセス許可で
ユーザー自身のアカウント内の AWS リソースにアクセスする場合は、アイデンティティベースのポリ
シーのみが必要です。リソースベースのポリシーは、一般的にクロスアカウントアクセス (p. 600)を許
可するために使用します。他のポリシータイプはアドバンスド機能であり、慎重に使用する必要がありま
す。

AWS は、リクエストのコンテキストに該当する各ポリシーをチェックします。1 つのアクセス許可ポリ
シーに拒否されたアクションが含まれている場合、AWS はリクエスト全体を拒否し、評価を停止します。
このプロセスは明示的な拒否と呼ばれています。リクエストはデフォルトで拒否されるため、AWS では、
リクエストのすべての部分が該当するアクセス許可ポリシーによって許可された場合に限り、リクエスト
を承認します。単一アカウント内のリクエストの評価ロジックは、以下の一般的なルールに基づきます。

• デフォルトでは、すべてのリクエストが拒否されます。(通常、AWS アカウントのルートユーザー 認証
情報を使用したアカウントのリソースに対するリクエストは常に許可されます)。

• アクセス許可ポリシー (アイデンティティベースまたはリソースベース) に明示的な許可が含まれている
場合、このデフォルト設定は上書きされます。

• Organizations SCP、IAM アクセス許可の境界、またはセッションポリシーがある場合、その許可は上書
きされます。上記のポリシータイプが 1 つ以上存在する場合は、そのすべてにおいてリクエストが許可
されている必要があります。それ以外の場合、リクエストは暗黙的に拒否されます。

• ポリシー内の明示的な拒否は、すべての許可に優先します。

すべてのタイプのポリシーの評価方法については、「ポリシーの評価論理 (p. 1220)」を参照してくださ
い。別のアカウントでリクエストを作成する必要がある場合は、他のアカウントのポリシーでリソースへ
のアクセスを許可する必要があります。また、リクエストを作成するために使用する IAM エンティティに
は、リクエストを許可するアイデンティティベースのポリシーが必要です。
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アクションまたはオペレーション

アクションまたはオペレーション
リクエストが認証および承認されると、AWS はリクエストのアクションまたはオペレーションを承認し
ます。オペレーションはサービスによって定義されます。オペレーションは、リソースの表示、作成、編
集、削除など、リソースに対して実行できる処理です。例えば、IAM は、ユーザーリソースに対して、以
下のアクションを含む約 40 のアクションをサポートしています。

• CreateUser
• DeleteUser
• GetUser
• UpdateUser

オペレーションを実行することをプリンシパルに許可するには、プリンシパルまたは対象のリソースに適
用されるポリシーに、必要なアクションを含める必要があります。各サービスでサポートされているアク
ション、リソースタイプ、および条件キーのリストについては、「AWS のサービスのアクション、リソー
ス、および条件キー」を参照してください。

リソース
AWS で承認されたリクエスト内のオペレーションは、アカウント内の関連リソースに対して実行できま
す。リソースは、サービス内に存在するオブジェクトです。例として、Amazon EC2 インスタンス、IAM 
ユーザー、Amazon S3 バケットなどがあります。このサービスは、各リソースで実行できる一連のアク
ションを定義します。関連していないアクションをリソースに対して実行するリクエストを作成すると、
そのリクエストは拒否されます。例えば、IAM ロールの削除をリクエストしても IAM グループリソースを
指定すると、そのリクエストは失敗します。アクションの影響を受けるリソースを示す AWS のサービス
別の表については、「AWS のサービスのアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

AWS ID 管理の概要: ユーザー
AWS アカウント への特定のユーザーにアクセス権を付与し、そのユーザーに AWS アカウント 内の
リソースにアクセスするための特定の権限を与えることができます。IAM と AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) の両方を使用して、新しいユーザーを作成したり、既存のユーザーを 
AWS にフェデレートしたりできます。この 2 つの主な違いは、IAM ユーザーには AWS リソースへの長期
認証情報が付与されるのに対し、IAM Identity Center のユーザーにはユーザーが AWS にサインインする
たびに確立される一時的な認証情報が付与されることです。ベストプラクティス (p. 938)として、一時
的な認証情報の使用により AWS にアクセスするには、人間のユーザーに対して IAM ユーザーではなく ID 
プロバイダーとのフェデレーションの使用を必須とします。IAM ユーザーは主に、IAM ロールを使用でき
ないワークロードに AWS のサービスに対して API または CLI を使用したプログラムによるリクエストを
可能にする場合に使用します。

トピック
• 初回アクセスのみ: ルートユーザーの認証情報 (p. 10)
• IAM ユーザーと IAM Identity Center 内のユーザー (p. 11)
• 既存のユーザーのフェデレーション (p. 11)
• アクセスコントロール方法 (p. 12)

初回アクセスのみ: ルートユーザーの認証情報
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
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ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。ルートユーザーに付与されるアクセス許可を制限できるのは、組織内のサービスコント
ロールポリシー (SCP) のみです。

IAM ユーザーと IAM Identity Center 内のユーザー
IAM ユーザーは個別のアカウントではなく、アカウント内のユーザーです。各ユーザーには、AWS 
Management Console にアクセスするための、独自のパスワードを割り当てることができます。また各
ユーザーには、お客様のアカウントのリソースをプログラムによりリクエストできるように、個別のアク
セスキーを作成できます。

IAM ユーザーには、AWS リソースへの長期的な認証情報が付与されます。ベストプラクティスとして、
ヒューマンユーザー用の長期認証情報を使用して IAM ユーザーを作成しないでください。代わりに、人間
のユーザーが AWS にアクセスする際は、一時的な認証情報の使用が必要です。

Note

プログラムによるアクセスや長期的な認証情報を持つ IAM ユーザーが必要なシナリオでは、ア
クセスキーをローテーションすることをお勧めします。詳細については、「アクセスキーの更
新 (p. 110)」を参照してください。

対照的に、AWS IAM アイデンティティセンター (AWS Single Sign-On の後継) のユーザー には、AWS 
リソースに短期間の認証が付与されます。一元的なアクセス管理を行うには、AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) を使用して、ご自分のアカウントへのアクセス
と、それらのアカウント内でのアクセス許可を管理することをお勧めします。IAM Identity Center は、デ
フォルトの ID ソースとして Identity Center ディレクトリで自動的に設定され、ユーザーやグループを作成
し、AWS リソースへのアクセスレベルを割り当てることができます。詳細については、AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの AWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) とはを参照してください。

既存のユーザーのフェデレーション
組織内のユーザーが、企業ネットワークにサインインするなどして認証される方法を既に持っている場
合、個別の IAM ユーザーまたは IAM Identity Center でそれらのユーザーを作成する必要はありません。
代わりに、IAM または AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のいずれかを使用し
て、これらのユーザー ID を AWS にフェデレートすることができます。

以下の図では、ユーザーが一時的に AWS セキュリティ認証情報を取得する方法を示しています。この情
報により、ユーザーは AWS アカウント のリソースにアクセスできるようになります。
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フェデレーションは以下の場合に特に便利です。

• ユーザーがすでに社内ディレクトリに所有している。

社内ディレクトリが Security Assertion Markup Language 2.0 (SAML 2.0) と互換性がある場合は、ユー
ザーに AWS Management Console へのシングルサインオン (SSO) アクセスを許可するように、社内
ディレクトリを設定できます。詳細については、「一時的な認証情報の一般的なシナリオ (p. 356)」を
参照してください。

社内ディレクトリが SAML 2.0 と互換性がない場合は、ユーザーに AWS Management Console へのシ
ングルサインオン (SSO) アクセスを許可するために、ID ブローカーアプリケーションを作成できます。
詳細については、「カスタム ID ブローカーに対する AWS コンソールへのアクセスの許可 (p. 235)」
を参照してください。

社内ディレクトリが Microsoft Active Directory である場合は、AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) を使用して、Active Directory の自己管理型ディレクトリや「AWS Directory 
Service」のディレクトリを接続し、社内ディレクトリと AWS アカウント との間で信頼関係を確立でき
ます。

Okta や Azure Active Directory などの外部 ID プロバイダー (IdP) を使用してユーザーを管理している場
合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用して IdP と AWS アカウント 
間の信頼を確立できます。詳細については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) ユーザーガイドの「外部の ID プロバイダーに接続」を参照してください。

• ユーザーがすでにインターネットの ID を所有している。

作成するモバイルアプリケーションやウェブベースのアプリケーションで、Login with 
Amazon、Facebook、Google などの OpenID Connect (OIDC) 互換 ID プロバイダーのようなインター
ネット ID プロバイダーから、ユーザーがログインして認証されるようにする場合、アプリケーション
からフェデレーションを使用して AWS へのアクセスが可能になります。詳細については、「ウェブ ID 
フェデレーションについて (p. 200)」を参照してください。

Tip

インターネット ID プロバイダーによる ID フェデレーションを使用するには、Amazon Cognito
を使用することをお勧めします。

アクセスコントロール方法
ここでは、AWS リソースへのアクセスをコントロールする方法について説明します。

ユーザーアクセ
スのタイプ

なぜ、使用するのか？ どこで、詳細情報を取得できるか？

IAM Identity 
Center を使
用した、従業
員など人間の
ユーザーによ
る、AWS リ
ソースに対する
シングルサイン
オンでのアクセ
ス

IAM Identity Center はユーザーと 
AWS アカウント へのアクセス、
クラウドアプリケーションの管
理を一元化する場所を提供しま
す。

IAM Identity Center 内に ID スト
アを設定することも、既存の ID 
プロバイダー (IdP) とのフェデ
レーションを設定することもで
きます。セキュリティ上のベス
トプラクティスとしては、人間
のユーザーに付与する AWS リ
ソースに対する認証情報は、必

IAM Identity Center の設定の詳細については、
「AWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On)ユーザーガイド」の「Getting 
Started」(使用開始) を参照してください。

IAM Identity Center での MFA の使用方法につい
ては、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「Multi-
factor authentication」(多要素認証) を参照してく
ださい。
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ユーザーアクセ
スのタイプ

なぜ、使用するのか？ どこで、詳細情報を取得できるか？

要に応じて限定されたものであ
ることが推奨されます。

これにより、ユーザーのサイン
インが簡素化されるとともに、
リソースへのアクセスの管理を
単一のシステムから実行できる
ようになります。IAM Identity 
Center では、追加のアカウント
セキュリティとして多要素認証 
(MFA) もサポートしています。

IAM ID プロバ
イダーを使用し
た、従業員など
人間のユーザー
による、AWS 
サービスに対す
るフェデレー
ションされたア
クセス

IAMは、OpenID Connect (OIDC) 
または SAML 2.0 (Security 
Assertion Markup Language 2.0) 
と互換性のある IdP をサポート
します。IAM ID プロバイダーを
作成したら、フェデレーション
ユーザーに動的割り当てが可能
な、1 つ以上の IAM ロールを作
成する必要があります。

IAM ID プロバイダーおよびフェデレーションの
詳細については、「ID プロバイダーとフェデレー
ション (p. 199)」を参照してください。

AWS アカウン
ト 間でのクロ
スアカウントア
クセス

特定の AWS リソースへのアクセ
スを、他の AWS アカウント の
ユーザーと共有したい場合があ
ります。

クロスアカウントアクセスを許
可する主な方法は、ロールを使
用することです。ただし、一部
の AWS サービスでは、リソー
スにポリシーを直接アタッチす
ることができます (ロールをプロ
キシとして使用する代わりに)。
これらはリソースベースのポリ
シーと呼ばれます。

IAM ロールの詳細については、「IAM ロー
ル (p. 183)」を参照してください。

サービスにリンクされたロールの詳細について
は、「サービスリンクロールの使用 (p. 244)」を
参照してください。

サービスにリンクされたロールの使用をサービス
でサポートするには、「IAM と連携する AWS の
サービス (p. 1137)」を参照してください。[サービ
スにリンクされたロール] 列が「はい」になってい
るサービスを見つけます。サービスにリンクされ
たロールのドキュメントをサービスで表示するに
は、その列の「はい」に関連するリンクを選択し
ます。
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ユーザーアクセ
スのタイプ

なぜ、使用するのか？ どこで、詳細情報を取得できるか？

AWS アカウン
ト の専有 IAM 
ユーザー向けの
長期的な認証情
報

特定のユースケースでは、AWS 
の IAM ユーザーに長期的な認
証情報が必要となることがあり
ます。これらの IAM ユーザー
を AWS アカウント に作成する
ために IAM を使用し、また、
そのユーザーのアクセス許可を 
IAM により管理できます。ユー
スケースには次のようなものが
あります。

• IAM ロールを使用できない
ワークロード

• サードパーティーの AWS クラ
イアント

• アカウントで AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) を利用で
きず、他に ID プロバイダーが
ない場合

ベストプラクティス (p. 938)で
は、プログラムによるアクセ
スや長期的な認証情報を持つ 
IAM ユーザーが必要なシナリオ
では、アクセスキーをローテー
ションすることが推奨されま
す。詳細については、「アクセ
スキーの更新 (p. 110)」を参照
してください。

IAM ユーザー設定の詳細については、「AWS アカ
ウント での IAM ユーザーの作成 (p. 75)」を参
照してください。

アクセス管理の概要: アクセス許可とポリシー
AWS Identity and Access Management (IAM) のアクセス管理では、アカウントでプリンシパルエンティ
ティに許可する操作を定義します。プリンシパルエンティティとは、IAM エンティティ (ユーザーまた
はロール) を使用して認証されているユーザーまたはアプリケーションを指します。アクセス管理は、認
可と呼ばれることもあります。AWS でのアクセスを管理するには、ポリシーを作成し、IAM アイデンティ
ティ (ユーザー、ユーザーのグループ、ロール) または AWS リソースにアタッチします。ポリシーは AWS 
のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、これらのアクセス許可を定義しま
す。AWS は、プリンシパルが IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を使用してリクエストを行う
と、それらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リクエストが許可されるか拒否されるか
が決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に保存されます。ポリシーのタイプと
用途の詳細については、「IAM でのポリシーとアクセス許可 (p. 417)」を参照してください。

ポリシーとアカウント
AWS で 1 つのアカウントを管理する場合は、ポリシーを使用してそのアカウント内でアクセス許可を定
義します。複数のアカウントをまたいでアクセス許可を管理する場合、ユーザーのアクセス許可の管理は
より難しくなります。IAM ロール、リソースベースのポリシー、アクセスコントロールリスト (ACL) はク
ロスアカウントのアクセス許可で使用できます。ただし、複数のアカウントを所有している場合は、この

14



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ポリシーとユーザー

ようなアクセス許可を管理しやすいように AWS Organizations サービスを使用することをお勧めします。
詳細については、Organizations ユーザーガイドの「AWS Organizations とは」を参照してください。

ポリシーとユーザー
IAM ユーザーはサービスのアイデンティティです。IAM ユーザーを作成する場合、ユーザーはアクセス許
可を付与されるまでアカウントのいずれのリソースにもアクセスできません。アクセス許可をユーザーに
付与するには、アイデンティティベースのポリシーを作成し、ユーザー、またはユーザーが属するグルー
プにアタッチします。以下の例で示す JSON ポリシーでは、dynamodb:* リージョン内の Books アカウ
ントの 123456789012 テーブルに対してすべての Amazon DynamoDB アクション (us-east-2) を実行
することをユーザーに許可します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "dynamodb:*", 
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:123456789012:table/Books" 
  }
}

このポリシーを IAM ユーザーにアタッチすると、ユーザーの許可はこれらの DynamoDB 許可のみになり
ます。大半のユーザーは複数のポリシーを持ち、これらが一体となってユーザーのアクセス許可を構成し
ます。

明示的に許可されていないアクションやリソースは、デフォルトで拒否されます。たとえば、ユーザーに
アタッチされているポリシーが、前述のポリシーのみである場合、ユーザーは Books テーブルに対して
のみ DynamoDB アクションを実行できます。他のすべてのテーブルでのアクションは禁止されます。同
様に、ユーザーは Amazon EC2、Amazon S3、またはその他の AWS のサービスで一切のアクションを実
行できません。これらのサービスを使用するアクセス許可がユーザーのポリシーに含まれていないためで
す。

ポリシーとグループ
ユーザーを IAM グループにまとめ、そのグループにポリシーをアタッチできます。その場合、個々のユー
ザーは、まだ独自の認証情報を持っていますが、そのグループのすべてのユーザーは、グループにアタッ
チされているアクセス許可を持っています。アクセス許可の管理を簡素化するため、また「IAM でのセ
キュリティのベストプラクティス (p. 938)」に従うために、グループを使用します。
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ユーザーまたはグループには、さまざまなアクセス許可を付与する複数のポリシーをアタッチできます。
その場合、ユーザーのアクセス許可はポリシーの組み合わせに基づいて評価されます。この場合もやは
り、基本的な原則が適用されます。ユーザーにアクションとリソースへの明示的にアクセス許可が付与さ
れていない場合、そのユーザーにはそれらのアクセス許可はありません。

フェデレーティッドユーザーとロール
フェデレーションユーザーは、IAM ユーザーとは異なり、AWS アカウント に永続的な ID を持っていま
せん。フェデレーティッドユーザーにアクセス許可を割り当てるには、ロールと呼ばれるエンティティを
作成し、ロールのアクセス許可を定義できます。フェデレーティッドユーザーが AWS にサインインする
と、そのユーザーはロールに関連付けられ、ロールで定義されているアクセス許可が付与されます。詳細
については、「サードパーティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成 (p. 264)」を参
照してください。

アイデンティティベースのポリシーとリソースベース
のポリシー
アイデンティティベースのポリシーは、IAM アイデンティティ ( IAM ユーザー、グループ、ロールなど) に
アタッチするアクセス許可ポリシーです。リソースベースのポリシーは、Amazon S3 バケットなどのリ
ソースまたは IAM ロール信頼ポリシーにアタッチする許可ポリシーです。

アイデンティティベースのポリシーでは、アイデンティティが実行できるアクション、リソース、および
条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーはさらに次のように分類できます。

• 管理ポリシー - AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールにアタッチできるスタ
ンドアロンのアイデンティティベースのポリシーです。次の 2 種類の管理ポリシーを使用できます。
• AWS 管理ポリシー – AWS が作成および管理する管理ポリシー。ポリシーを初めて利用する場合

は、AWS 管理ポリシーから開始することをお勧めします。
• カスタマー管理ポリシー - AWS アカウント で作成および管理する管理ポリシー。カスタマー管理

ポリシーでは、AWS 管理ポリシーに比べて、より正確にポリシーを管理できます。ビジュアルエ
ディタで および IAM ポリシーを作成および編集することも、JSON ポリシードキュメントを直接作
成することもできます。詳細については、IAM ポリシーの作成 (p. 514) および IAM ポリシーの編
集 (p. 543) を参照してください。

• インラインポリシー – お客様が作成および管理するポリシーであり、単一のユーザー、グループ、また
はロールに直接埋め込まれます。通常、インラインポリシーを使用することは推奨されていません。

リソースベースのポリシーでは、指定されたプリンシパルが実行できるリソースと条件を制御します。リ
ソースベースのポリシーはインラインポリシーであり、管理リソースベースのポリシーはありません。ク
ロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。

IAM サービスは、ロールの信頼ポリシーと呼ばれるリソースベースのポリシーのタイプを 1 つのみサポー
トします。これが、IAM ロールにアタッチされています。IAM ロールは、リソースベースのポリシーを
サポートするアイデンティティかつリソースであるため、信頼ポリシーとアイデンティティベースのポリ
シーのいずれも IAM ロールにアタッチする必要があります。信頼ポリシーでは、ロールを引き受けること
ができるプリンシパルエンティティ (アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーティッドユーザー) を定
義します。IAM ロールと、他のリソースベースのポリシーとの違いについては、「IAM ロールとリソース
ベースのポリシーとの相違点 (p. 324)」を参照してください。

リソースベースのポリシーをサポートするサービスを確認するには､「IAM と連携する AWS のサービ
ス (p. 1137)」を参照してください｡ リソースベースのポリシーの詳細については、「アイデンティティ
ベースおよびリソースベースのポリシー (p. 444)」を参照してください。
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AWS の ABAC とは
属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略です。
これらの属性は、AWS でタグと呼ばれています。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を
含めた IAM リソース、および AWS リソースにアタッチできます。IAM プリンシパルに対して、単一の 
ABAC ポリシー、または少数のポリシーのセットを作成できます。これらの ABAC ポリシーは、プリンシ
パルのタグがリソースタグと一致するときに操作を許可するように設計することができます。ATBAC は、
急成長する環境や、ポリシー管理が煩雑になる状況で役に立ちます。

例えば、access-project タグキーを使用して 3 つのロールを作成できます。最初のロールのタグ値を
Heart、2 番目を Sun、3 番目を Lightning に設定します。そうすることで、access-project に関し
てロールとリソースが同じ値でタグ付けされているときにアクセスを許可する単一のポリシーを使用でき
ます。AWS の ABAC の使用方法を説明する詳細なチュートリアルについては、「IAM チュートリアル: タ
グに基づいて AWS リソースにアクセスするためのアクセス許可を定義する (p. 47)」を参照してくださ
い。ABACをサポートするサービスについては、IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137) を参照してく
ださい。

ABAC と従来の RBAC モデルの比較
IAM で使用される従来の認証モデルは、ロールベースのアクセスコントロール (RBAC) と呼ばれま
す。RBAC は、AWS の外部でロールとして知られる、ユーザーの職務機能に基づいてアクセス許可を定
義します。AWS 内では、ロールは通常 IAM ロールを指します。IAM ロールは、引き受けることができる 
IAM の ID です。IAMには、RBACモデルのジョブ機能にアクセス許可を調整するジョブ機能の管理ポリ
シー (p. 1243)が含まれています。

IAM では、職務機能ごとに異なるポリシーを作成して RBAC を実装します。次に、ポリシーを 
ID（IAM ユーザー、ユーザーのグループ、または IAM ロール）にアタッチします。ベストプラクティ
ス (p. 938)として、職務機能に必要な最小限のアクセス許可を付与します。これは、最小アクセス許可の
付与 (p. 941)と呼ばれます。これを行うには、職務機能がアクセスできる特定のリソースを一覧表示しま
す。従来の RBAC モデルを使用することの欠点は、従業員が新しいリソースを追加するときに、それらの
リソースへのアクセスを許可するようにポリシーを更新する必要があることです。

たとえば、従業員が取り組んでいる Lightning、Heart、Sun、という名前の 3 つのプロジェクトがあ
るとします。各プロジェクトの IAM ロールを作成します。次に、ポリシーを各 IAM ロールにアタッチし
て、ロールを引き受けることができるすべてのユーザーがアクセスできるリソースを定義します。従業員
が社内でジョブを変更した場合は、別の IAM ロールに割り当てます。ユーザーまたはプログラムは複数
のロールに割り当てることができます。ただし、Sun プロジェクトでは、新しい Amazon S3 バケットな
どの追加のリソースが必要になる場合があります。その場合は、Sun ロールにアタッチされたポリシーを
更新して、新しいバケットリソースを指定する必要があります。それ以外の場合、Sun プロジェクトメン
バーは新しいバケットにアクセスできません。

ABAC には、従来の RBAC モデルと比べて以下の利点があります。

• ABAC のアクセス許可は、イノベーションに合わせてスケールされます。新しいリソースへのアクセ
スを許可するために、管理者が既存のポリシーを更新する必要はありません。たとえば、access-
project タグを使用して ABAC 戦略を設計したとします。開発者は、access-project = Heart タグ
でロールを使用します。Heart プロジェクトのユーザーが追加の Amazon EC2 リソースを必要とする
場合、開発者は access-project = Heart タグを使用して新しい Amazon EC2 instances インスタン
スを作成できます。その後は、タグ値が一致するため、 Heart プロジェクトのすべてのユーザーがこれ
らのインスタンスを起動および停止できます。

• ABAC では必要なポリシーが少なくなります。職務機能ごとに異なるポリシーを作成する必要がないた
め、作成するポリシーは少なくなります。これらのポリシーは管理しやすくなります。

• ABAC を使用することで、チームは迅速に変化し、成長することができます。これは、新しいリソー
スの許可が属性に基づいて自動的に付与されるためです。たとえば、会社が ABAC を使用して Heart
プロジェクトと Sun プロジェクトをすでにサポートしている場合、新しい Lightning プロジェクト
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は簡単に追加できます。IAM 管理者は、access-project = Lightning タグを使用して新しいロー
ルを作成します。新しいプロジェクトをサポートするためにポリシーを変更する必要はありません。
ロールを引き受けるアクセス許可を持っているユーザーは、 access-project = Lightning でタグ付
けされたインスタンスを作成および表示できます。また、チームメンバーが Heart プロジェクトから
Lightning プロジェクトに移動する場合があります。 管理者は、ユーザーを別の IAM ロールに割り当
てます。アクセス許可ポリシーを変更する必要はありません。

• ABAC を使用すると、きめ細かなアクセス許可が可能です。ポリシーを作成するときは、 最小限のア
クセス許可を付与 (p. 941)することがベストプラクティスです。従来の RBAC では、特定のリソース
へのアクセスのみを許可するポリシーを記述する必要があります。ただし、ABAC を使用する場合、リ
ソースタグがプリンシパルのタグと一致する場合のみ、すべてのリソースでアクションを許可できま
す。

• ABAC を使用して、社内ディレクトリの従業員属性を使用します。セッションタグを AWS に渡すよう 
SAML ベースまたはウェブ ID プロバイダーを設定できます。従業員が AWS にフェデレートすると、そ
の属性が AWS で結果のプリンシパルに適用されます。その後、ABAC を使用して、これらの属性に基
づいてアクセス許可を許可または拒否できます。

AWS の ABAC の使用方法を説明する詳細なチュートリアルについては、「IAM チュートリアル: タグに基
づいて AWS リソースにアクセスするためのアクセス許可を定義する (p. 47)」を参照してください。

IAM の外部でのセキュリティ機能
IAM を使用して、AWS Management Console、AWS コマンドラインツール、またはAWS SDK を使用す
るサービス API オペレーションで実行されるタスクへのアクセスをコントロールします。一部の AWS 製
品には、それらのリソースを保護する他の方法も用意されています。以下のリストでは、いくつかの例を
示していますが、すべての機能を挙げているわけではありません。

Amazon EC2

Amazon Elastic Compute Cloud では、キーペア (Linux インスタンスの場合)、またはユーザー名とパ
スワード (Microsoft Windows インスタンスの場合) を使用して、インスタンスにログインします。

詳細については、次のュメントを参照してください。

• Linux – Linux インスタンス用のAmazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 Linux インスタンス
の開始方法」を参照してください。

• Windows インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 Windows インスタンス
の開始方法」を参照してください。

Amazon RDS

Amazon Relational Database Service では、そのデータベースに関連付けられているユーザー名とパ
スワードを使用して、データベースエンジンにログインします。

詳細については、Amazon RDS ユーザーガイドの「Amazon RDS の開始方法」を参照してくださ
い。

Amazon EC2 および Amazon RDS１x

Amazon EC2 および Amazon RDSでは、セキュリティグループを使用して、インスタンスまたはデー
タベースへのトラフィックをコントロールします。

詳細については、次のュメントを参照してください。

• 「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Linux インスタンス用 Amazon EC2 セ
キュリティグループ」

• 「Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Windows インスタンス用 Amazon 
EC2 セキュリティグループ」
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• Amazon RDS ユーザーガイド の「Amazon RDS セキュリティグループ」
WorkSpaces

Amazon WorkSpaces では、ユーザーはユーザー名とパスワードを使用して、デスクトップにサイン
インします。

詳細については、Amazon WorkSpaces 管理ガイドの「Amazon WorkSpaces の開始方法」を参照し
てください。

Amazon WorkDocs

Amazon WorkDocs では、ユーザーはユーザー名とパスワードを使用してサインインすることで、共
有ドキュメントへのアクセスを取得します。

Amazon WorkDocs の詳細については、Amazon WorkDocs 管理ガイドの「 Amazon WorkDocs の開
始方法」を参照してください。

これらのアクセスコントロール方法は IAM の一部ではありません。IAM では、これらのAWS 製品の管
理に含まれるのは、Amazon EC2 インスタンスの作成または終了、新しい WorkSpaces デスクトップの
設定などです。確かに IAM は、Amazon Web Services にリクエストして実行されるタスクをコントロー
ルするためにも、AWS Management Console へのアクセスをコントロールするためにも役立ちます。し
かし IAM は、オペレーティングシステム (Amazon EC2)、データベース (Amazon RDS)、デスクトップ 
(Amazon WorkSpaces)、またはコラボレーションサイト (Amazon WorkDocs) にサインインするようなタ
スクに対するセキュリティの管理には役立ちません。

特定の AWS 製品を使用する場合、その製品に属するすべてのリソースのセキュリティオプションについ
ては、その製品のドキュメントを参照してください。

一般的なタスクへのクイックリンク
以下のリンクを使用して、IAM に関連する一般的なタスクのヘルプを参照します。

さまざまなユーザータイプのサインイン

[IAM user] (IAM ユーザー) を選択し、AWS アカウント ID またはアカウントエイリアスを入力して
IAM コンソールにサインインします。その次のページで、IAM ユーザー名とパスワードを入力しま
す。

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

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

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

ユーザータイプとサインインページの決定については、「AWS サインイン ユーザーガイド」の
「AWS サインインとは」を参照してください。

ユーザーのパスワードを管理する

請求情報へのアクセスを含め、AWS Management Console にアクセスするには、パスワードが必要で
す。

AWS アカウントのルートユーザー については、「AWS アカウント ルートユーザーのパスワードの
変更 (p. 93)」を参照してください。

IAM ユーザーについては、「IAM ユーザーのパスワードの管理 (p. 98)」を参照してください。
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ユーザーのアクセス許可を管理する

ポリシーを使用して、お客様の AWS アカウント の IAM ユーザーにアクセス許可を付与します。IAM 
ユーザーには、作成時にアクセス許可がないため、AWS リソースの使用を許可するためのアクセス許
可を付与する必要があります。

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 
ユーザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サード
パーティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM 

ユーザー用ロールの作成」を参照してください。
• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加しま

す。「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従い
ます。

詳細については、「IAM ポリシーを管理する (p. 513)」を参照してください。
お客様の AWS アカウント のユーザーを表示し、それらのユーザーの認証情報について情報を取得する

「AWS アカウント の認証情報レポートの取得 (p. 163)」を参照してください。
多要素認証 (MFA) を追加する

仮想 MFA デバイスを追加するには、以下のいずれかを参照してください。
• AWS アカウントのルートユーザー (コンソール) の仮想 MFA デバイスを有効にします (p. 120)
• IAM ユーザーの仮想 MFA デバイスの有効化 (コンソール) (p. 119)

FIDO セキュリティキーを追加するには、以下のいずれかを参照してください。
• AWS アカウント ルートユーザーの FIDO セキュリティキーを有効にする (コンソール) (p. 125)
• 別の IAM ユーザーの FIDO セキュリティキーを有効にする (コンソール) (p. 124)

ハードウェア MFA デバイスを追加するには、以下のいずれかを参照してください。
• AWS アカウント のルートユーザー (コンソール) 用にハードウェア TOTP トークンを有効にしま

す (p. 132).
• 別の IAM ユーザーのハードウェア TOTP トークンを有効にする (コンソール) (p. 131)

アクセスキーを取得する

AWS SDK、AWS コマンドラインツール、または API オペレーションを使用して AWS リクエストを
行う場合は、アクセスキーが必要です。

アクセスキーの作成を開始する前に、アクセスキーのセキュリティのベストプラクティスを読むこと
を強くお勧めします。詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS アクセスキーを管理
するためのベストプラクティス」を参照してください。

AWS アカウント については、「AWS 全般のリファレンス」の「プログラム的なアクセス」を参照し
てください。

IAM ユーザーについては、「IAM ユーザーのアクセスキーの管理 (p. 105)」を参照してください。
IAM リソースのタグ付け

次の IAM リソースにタグ付けができます。
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IAM コンソール検索

• IAM ユーザー
• IAM ロール
• カスタマー管理ポリシー
• ID プロバイダー
• サーバー証明書
• 仮想 MFA デバイス

IAM のタグの詳細については、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照してください。

タグを使用して AWS リソースへのアクセスを制御する方法については、「タグを使用した AWS リ
ソースへのアクセスの制御 (p. 456)」を参照してください。

すべてのサービスのアクション、リソース、条件キーを表示します

この一連のリファレンスドキュメントは、詳細な IAM ポリシーの作成に役立ちます。各 AWS サービ
スは、IAM ポリシーで使用するアクション、リソース、および条件コンテキストキーを定義します。
詳細については、「AWS サービスのアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

AWS をすべて開始する

このドキュメントでは、主に IAM サービスを取り扱います。AWS の開始方法と、複数のサービスを
使用して問題 (最初のプロジェクトの構築および起動) を解決する方法については、「開始方法リソー
スセンター」を参照してください。

IAM コンソール検索
IAM コンソールの検索ページは、IAM リソースを見つけるためのより速いオプションとして使用しま
す。コンソールの検索ページを使用して、アカウントに関連するアクセスキー、IAM エンティティ (ユー
ザー、グループ、ロール、ID プロバイダーなど)、名前、それ以上でポリシーなどを見つけることができ
ます。

IAM コンソールの検索機能では、以下のいずれかを見つけることができます。

• 検索キーワードに一致する IAM エンティティ名 (ユーザー、グループ、ロール、ID プロバイダー、およ
びポリシーが対象)

• 検索キーワードに一致するタスク

IAM コンソール検索機能では、IAM Access に関する情報は返されません。

検索結果のすべての行は、有効なリンクです。たとえば、検索結果でユーザー名を選択すると、ユーザー
の詳細ページに移動することができます。または、[ユーザーの作成] などのアクションリンクを選択し
て、[ユーザーの作成] ページに移動できます。

Note

アクセスキーの検索では、検索ボックスに完全なアクセスキー ID を入力する必要があります。検
索結果には、そのキーに関連付けられたユーザーが表示されます。ここからは、そのユーザーの
ページに直接移動してユーザーのアクセスキーを管理することができます。

IAM コンソール検索の使用
IAM コンソールの [Search (検索)] ページを使用して、そのアカウントに関連する項目を見つけます。

IAM コンソールで項目を検索するには

1. AWS サインインユーザーガイドの「AWS へのサインイン方法」のトピックで説明されているよう
に、ユーザータイプに適したサインイン手順に従ってください。
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IAM コンソール検索結果のアイコン

2. [コンソールホーム] のページで、IAM サービスを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Search (検索)] を選択します。
4. [検索] ボックスに検索キーワードを入力します。
5. 検索結果リストのリンクを選択すると、コンソールの該当する部分に移動します。

IAM コンソール検索結果のアイコン
次のアイコンにより、検索によって見つかった項目のタイプがわかります。

アイコン 説明

IAM ユーザー

IAM グループ

IAM ロール

IAM ポリシー

"ユーザーの作成"、"ポリシーのアタッチ" などのタ
スク

キーワード delete の結果

サンプルの検索語句
IAM 検索で次の語句を使用できます。斜体の用語は、検索する実際の IAM ユーザー、グループ、ロール、
アクセスキー、ポリシー、または ID プロバイダーの名前と置き換えます。

• user_name または group_name  または role_name または policy_name または
identity_provider_name

• access_key
• add user user_name to groups、または add users to group group_name
• remove user user_name from groups
• delete user_name または delete group_name、あるいは delete role_name、あるいは
delete policy_name、あるいは delete identity_provider_name

• manage access keys user_name
• manage signing certificates user_name
• users
• manage MFA for user_name
• manage password for user_name
• create role
• password policy
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AWS SDK の操作

• edit trust policy for role role_name
• show policy document for role role_name
• attach policy to role_name
• create managed policy
• create user
• create group
• attach policy to group_name
• attach entities to policy_name
• detach entities from policy_name

AWS SDK での IAM の使用
AWS ソフトウェア開発キット (SDK) は、多くの一般的なプログラミング言語で使用できます。各 SDK に
は、デベロッパーが好みの言語でアプリケーションを簡単に構築できるようにする API、コード例、およ
びドキュメントが提供されています。

SDK ドキュメント コードの例

AWS SDK for C++ AWS SDK for C++ コードの例

AWS SDK for Go AWS SDK for Go コードの例

AWS SDK for Java AWS SDK for Java コードの例

AWS SDK for JavaScript AWS SDK for JavaScript コードの例

AWS SDK for Kotlin AWS SDK for Kotlin コードの例

AWS SDK for .NET AWS SDK for .NET コードの例

AWS SDK for PHP AWS SDK for PHP コードの例

AWS SDK for Python (Boto3) AWS SDK for Python (Boto3) コードの例

AWS SDK for Ruby AWS SDK for Ruby コードの例

AWS SDK for Rust AWS SDK for Rust コードの例

AWS SDK for Swift AWS SDK for Swift コードの例

IAM に固有の例については、「AWS SDK を使用した IAM のコード例 (p. 605)」を参照してください。

可用性の例

必要なものが見つからなかった場合。このページの下部にある [Provide feedback] (フィードバッ
クを送信) リンクを使用して、コードの例をリクエストしてください。
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AWS アカウントにサインアップする

IAM の準備作業
Important

IAM ベストプラクティス (p. 938)では、長期的な認証情報を持つIAMユーザーを使用するので
はなく、一時的な認証情報を使用して AWS にアクセスするために、IDプロバイダーとのフェデ
レーションを使用することを人間ユーザーに求めることを推奨します。

AWS Identity and Access Management (IAM) により、Amazon Web Services (AWS) およびアカウントリ
ソースへのアクセスを安全に管理することができます。IAM では、サインイン認証情報をプライベートに
保持することもできます。IAM を使用するために特別にサインアップする必要はありません。IAM の使用
には料金が発生します。

ユーザーやロールなどの ID に対し、アカウントのリソースに対するアクセス権を付与するには、IAM を使
用します。例えば、AWS の外部で管理している社内ディレクトリの既存のユーザーに対し IAM を使用す
ることや、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用して AWS 内にユーザーを
作成することが考えられます。フェデレーション ID は、定義済の IAM ロールを引き受け、必要なリソー
スのみにアクセスします。IAM アイデンティティセンターの詳細については、「AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM アイデン
ティティセンターとは) を参照してください。

Note

IAM は、IAM に統合されている AWS 製品でのみ動作します。IAM をサポートするサービスのリ
ストについては、「IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)」を参照してください。

トピック
• AWS アカウントにサインアップする (p. 24)
• 管理ユーザーを作成する (p. 25)
• 最小特権アクセス許可に備える (p. 25)

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

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

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

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

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

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

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

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

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

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

管理ユーザーを作成する

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

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

管理ユーザーとしてサインインする

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

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

最小特権アクセス許可に備える
最小特権のアクセス許可の使用は、IAM のベストプラクティスの推奨事項です。最小特権アクセス許可の
コンセプトは、タスクの実行に必要なアクセス許可のみをユーザーに付与することです。設定したら、最
小特権アクセス許可をどのようにサポートするかを検討してください。ルートユーザーと管理者ユーザー
の両方に、日常のタスクには必要ない強力な権限があります。AWS について学び、さまざまなサービスを
テストしている間は、IAM Identity Center で、異なるシナリオで使用できる、より少ない権限を持つ少な
くとも 1 人の追加ユーザーを作成することをお勧めします。IAM ポリシーを使用して、特定の条件下で特
定のリソースに対して実行できるアクションを定義し、より少ない特権アカウントでそれらのリソースに
接続することができます。

IAM Identity Center を使用している場合は、IAM Identity Center の許可セットを使用して開始することを
検討してください。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザガイド」の「許可セットの作成」を参照してください。

IAM Identity Center を使用していない場合は、IAM ロールを使用してさまざまな IAM エンティティの特権
を定義します。詳細については、「IAM ロールの作成 (p. 253)」を参照してください。

IAM ロールと IAM Identity Center 許可セットはどちらも、職務に基づく AWS 管理ポリシーを使用で
きます。これらのポリシーによって付与される許可の詳細については、「AWSジョブ機能の 管理ポリ
シー (p. 1243)」を参照してください。
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最小特権アクセス許可に備える

Important

AWS 管理ポリシーは、すべての AWS のユーザーが使用できるため、特定のユースケースに対
して最小特権のアクセス許可が付与されない場合があることに留意してください。セットアップ
が完了したら、IAM Access Analyzer を使用して、AWS CloudTrail に記録しているアクセスアク
ティビティに基づいて、最小特権ポリシーを生成することをお勧めします。ポリシー生成の詳細
については、「IAM Access Analyzer ポリシーの生成」を参照してください。
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前提条件

IAM の使用開始
このチュートリアルを使用して、AWS Identity and Access Management (IAM) を開始できます。AWS 
Management Console を使用して、ロール、ユーザー、ポリシーを作成する方法を学習します。

AWS Identity and Access Management は追加料金なしで提供される AWS アカウント の機能です。IAM 
ユーザーによる他の AWS 製品の使用に対してのみ請求されます。他の AWS 製品の料金設定について
は、Amazon Web Services 料金設定ページを参照してください。

Note

このドキュメントでは、主に IAM サービスを取り扱います。AWS の開始方法と、複数のサービ
スを使用して問題 (最初のプロジェクトの構築および起動) を解決する方法については、「開始方
法リソースセンター」を参照してください。

内容
• 前提条件 (p. 27)
• 最初の IAM ユーザーを作成する (p. 27)
• 最初のロールを作成します (p. 28)
• 最初の IAM ポリシーの作成 (p. 30)
• プログラムによるアクセスのアクセスキーの取得 (p. 31)

前提条件
開始する前に、IAM の準備作業 (p. 24) の手順を完了するようにしてください。このチュートリアルでは、
その手順で作成した管理者アカウントを使用します。

最初の IAM ユーザーを作成する
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカウ
ント 内のアイデンティティです。ユーザーは、同じ許可を共有するグループに編成できます。

Note

セキュリティ上のベストプラクティスとして、IAM ユーザーを作成するのではなく、ID フェデ
レーションを通じてリソースへのアクセスを提供することをお勧めします。IAM ユーザーが必要
な特定の状況についての情報は、「IAMユーザーガイド」の「IAMユーザーを作成する場合(ロー
ルではない)」を参照してください。

このチュートリアルでは、IAM ユーザーの作成プロセスに慣れるために、エマージェンシーアクセス用の 
IAM ユーザーとグループを作成する手順を説明します。

最初の IAM ユーザーを作成するには

<result>
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最初のロールを作成します

新しい IAM ユーザーが[ユーザー] リストに表示されます。[ユーザー名] リンクを選択すると、ユーザーの
詳細が表示されます。[概要] で、ユーザーの ARN をクリップボードにコピーします。ARN をテキストド
キュメントに貼り付けて、次の手順で使用できるようにします。
</result>

1. AWS サインインユーザーガイドの「AWS へのサインイン方法」のトピックで説明されているよう
に、ユーザータイプに適したサインイン手順に従ってください。

2. [コンソールホーム] のページで、IAM サービスを選択します。
3. ナビゲーションペインで [ユーザー]、[ユーザーを追加] の順に選択します。

Note

IAM Identity Center を有効にしている場合は、AWS Management Console には、IAM 
Identity Center でユーザーのアクセスを管理するのが最善であることを示すメッセージが表
示されます。このチュートリアルでは、作成する IAM ユーザーは、IAM Identity Center の認
証情報のユーザーが使用できない場合にのみ使用できます。

4. [User name] (ユーザー名) に「EmergencyAccess」と入力します。名前にスペースを含めることは
できません。

5. [AWS Management Console へのユーザーアクセスを提供する — オプション] の横にあるチェック
ボックスを選択し、[IAM ユーザーを作成する] を選択します。

6. [コンソールパスワード] で、[自動生成パスワード] を選択します。
7. [ユーザーは次回サインイン時に新しいパスワードを作成する必要があります (推奨)] の横にある

チェックボックスをオンにします。この IAM ユーザーは緊急アクセス用であるため、信頼できる管理
者がパスワードを保持し、必要な場合にのみ提供します。

8. [権限の設定] ページの [権限オプション] の、[ユーザーをグループに追加] を選択します。次に、[ユー
ザーグループ] で [グループの作成] を選択します。

9. [ユーザーグループの作成] ページの [ユーザーグループ名] に、EmergencyAccessGroup と入力しま
す。次に、[許可ポリシー] で [AdministratorAccess] を選択します。

10. [ユーザーグループの作成] を選択して [許可の設定] ページに戻ります。
11. [ユーザーグループ] で、以前に作成した EmergencyAccessGroup の名前を選択します。
12. [次へ] を選択して [確認と作成] ページに進みます。
13. [確認と作成] ページで、新しいユーザーに追加するユーザーグループメンバーシップのリストを確認

します。続行する準備ができたら、[ユーザーの作成] を選択します。
14. [パスワードの取得] ページで、[.csv ファイルのダウンロード] を選択し、ユーザーの認証情報 (接続 

URL、ユーザー名、パスワード) を含む .csv ファイルを保存します。
15. このファイルを保存して、IAM にサインインする必要があるが、フェデレーション ID プロバイダーに

アクセスできない場合に使用します。

最初のロールを作成します
IAM ロールは、信頼できるエンティティにアクセス権限を付与するための安全な方法です。IAM ロール
は、IAM ユーザーといくつかの類似点を持っています。ロールとユーザーは、両方とも、ID が AWS で
できることとできないことを決定するアクセス許可ポリシーを持つプリンシパルです。ただし、ユーザー
は 1 人の特定の人に一意に関連付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるように
なっています。また、ロールには標準の長期認証情報 (パスワードやアクセスキーなど) も関連付けられま
せん。代わりに、ロールを引き受けると、ロールセッション用の一時的なセキュリティ認証情報が提供さ
れます。ロールを使用すると、IAM のベストプラクティスに従うのに役立ちます。ロールは、以下の用途
で使用できます。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用して AWS Management Console に
アクセスすることを。従業員の ID と Identity Center 対応アプリケーションに対し許可します。

• ユーザー代わってアクションを実行するためのアクセス許可を AWS のサービスに委任します。
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• AWS リソースへのアクセスや変更を、Amazon EC2 インスタンスで実行されているアプリケーション
コードに対し許可します。

• 別の AWS アカウント にアクセス権を付与します。

Note

マシン ID へのアクセス権を付与するために、AWS Identity and Access Management Roles 
Anywhere を使用できます。IAM Roles Anywhere を使用すると、AWS の外部で実行されるワー
クロードの長期的な認証情報を管理する必要がなくなります。詳細については、「AWS Identity 
and Access Management Roles Anywhere ユーザーガイド」の「AWS Identity and Access 
Management Roles Anywhere とは?」 を参照してください。

IAM Identity Center およびその他の AWS サービスは、サービスのロールを自動的に作成します。IAM 
ユーザーを使用している場合は、ユーザーがサインインするときに引き継ぐロールを作成することをお勧
めします。これにより、長期間のアクセス許可ではなく、セッション中の一時的な許可が付与されます。

ロールの作成手順を案内する AWS Management Console ウィザードは、IAM ユーザー、AWS サービス、
フェデレーションユーザーのいずれにロールを作成するかによって、手順が少し異なるように表示されま
す。組織内の AWS アカウント への定期的なアクセスは、フェデレーションアクセスを使用して提供する
必要があります。緊急アクセスやプログラムによるアクセスなど、特定の目的で IAM ユーザーを作成する
場合は、その IAM ユーザーにのみロールを引き受ける許可を付与し、その IAM ユーザーをロール固有の
グループに配置します。

この手順では、EmergencyAccess IAM ユーザーに SupportUser アクセスを提供するロールを作成しま
す。この手順を開始する前に、IAM ユーザーの ARN をクリップボードにコピーします。

IAM ユーザーのロールを作成するには

1. AWS サインインユーザーガイドの「AWS へのサインイン方法」のトピックで説明されているよう
に、ユーザータイプに適したサインイン手順に従ってください。

2. [コンソールホーム] のページで、IAM サービスを選択します。
3. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。
4. [AWS アカウント] のロールタイプを選択します。
5. [信頼できるエンティティの選択] の [信頼できるエンティティの種類] で、[カスタム信頼ポリシー] を

選択します。
6. [カスタム信頼ポリシー] セクションで、基本的な信頼ポリシーを確認してください。このロールでは

これを使用します。[ステートメントの編集] エディターを使用して信頼ポリシーを更新します。

1. [STS のアクションを追加] で、[役割を引き受ける] を選択します。
2. [プリンシパルの追加] の横にある [追加] を選択します。[プリンシパルの追加] ウィンドウが開きま

す。

[プリンシパルの種類] で、[IAM ユーザー] を選択します。

[ARN] の下に、コピーした IAM ユーザー ARN をクリップボードに貼り付けます。

[プリンシパルを追加] を選択します。
3. 信頼ポリシーの Principal 行に、指定した ARN が含まれていることを確認します。

"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/username" }
7. ポリシーの検証 (p. 521)中に生成されたセキュリティ警告、エラー、または一般的な警告を解決して

から、[Next] (次へ) を選択します。
8. [アクセス許可の追加] で、適用するアクセス許可ポリシーの横にあるチェックボックスを選択しま

す。このチュートリアルでは、[SupportUser] 信頼ポリシーを選択します。その後、このロールを使用
して、AWS アカウント とのトラブルシューティングと問題解決を行ったり、AWS とのサポートケー
スを開いたりできます。現時点では、アクセス許可の境界 (p. 433)を設定するつもりはありません。
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9. [Next] (次へ) をクリックします。
10. [名前、確認、作成] で、これらの設定を完了します。

• [ロール名] に、SupportUserRole など、このロールであることを識別できる名前を入力します。
• [説明] に、ロールの使用目的を説明してください。

他の AWS リソースがロールを参照している場合があるため、作成後はロールの名前を変更できませ
ん。

11. [ロールの作成] を選択します。

ロールが作成されたら、このロールを必要とするユーザーとロール情報を共有します。ロール情報は
次の方法で共有できます。

• ロールリンク: 詳細がすべて既に入力されている [Switch Role] (ロールの切り替え) ページへのリン
クをユーザーに送信します。

• アカウント ID またはエイリアス: ロール名とアカウント ID 番号またはアカウントのエイリアスを
各ユーザーに提供します。これにより、ユーザーは [ロールの切り替え] ページに移動し、詳細を手
動で追加できます。

• ロールリンク情報を EmergencyAccess ユーザーの認証情報と共に保存します。

詳細については、「ユーザーへの情報の提供 (p. 283)」を参照してください。

最初の IAM ポリシーの作成
IAM ポリシーは、IAM ID (ユーザー、ユーザーのグループ、またはロール) または AWS リソースにアタッ
チします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けられると、
これらの許可を定義します。

最初の IAM ポリシーを作成するには

1. AWS サインインユーザーガイドの「AWS へのサインイン方法」のトピックで説明されているよう
に、ユーザータイプに適したサインイン手順に従ってください。

2. [コンソールホーム] のページで、IAM サービスを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Policies] (ポリシー) を選択します。

[Policies] (ポリシー) を初めて選択する場合は、[Welcome to Managed Policies] (マネージドポリシー
にようこそ) ページが表示されます。[Get Started] (今すぐ始める) を選択します。

4. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
5. [ポリシーの作成] ページで [JSON] タブを選択し、[管理ポリシーのインポート] を選択します。
6. [管理ポリシーのインポート] ウィンドウで、[検索] ボックスにポリシーのリストを縮小するために

power を入力します。[PowerUserAccess] ポリシーを選択します。
7. [インポート] を選択します。ポリシーは [JSON] タブに表示されます。
8. [次へ: タグ]、[次へ: レビュー] の順に選択します。
9. [ポリシーの確認] ページで [名前] に PowerUserExamplePolicy と入力します。[Description] (説明) 

に Allows full access to all services except those for user management と入力
します。次に、[ポリシーの作成] を選択してポリシーを保存します。

このポリシーをロールにアタッチすると、そのロールを引き受けるユーザーにこのポリシーに関連する権
限を与えることができます。[PowerUserAccess] ポリシーは、開発者にアクセスを提供するためによく使
用されます。
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プログラムによるアクセスのアクセスキーの取得
AWS Management Console の外部で AWS を操作するには、ユーザーはプログラムによるアクセスが必要
です。プログラムによるアクセスを許可する方法は、AWS にアクセスしているユーザーのタイプによって
異なります。

• IAM Identity Center で ID を管理する場合、AWS API にはプロファイルが必要で、AWS Command Line 
Interface にはプロファイルまたは環境変数が必要です。

• IAM ユーザーがいる場合、AWS API と AWS Command Line Interface にはアクセスキーが必要です。
可能な限り、アクセスキー ID、シークレットアクセスキー、および認証情報の失効を示すセキュリティ
トークンが含まれる一時的な認証情報を作成します。

ユーザーにプログラムによるアクセス権を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ワークフォース ID

(IAM Identity Center で管理され
ているユーザー)

短期認証情報を使用して、AWS 
CLI または AWS API (直接または 
AWS SDK を使用して) へのプロ
グラムによるリクエストに署名
します。

使用するインターフェイスの指
示に従ってください。

• AWS CLI については、AWS 
IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) 
ユーザーガイドの「Getting 
IAM role credentials for CLI 
access」(CLI アクセス用の 
IAM ロール認証情報の取得) の
指示に従ってください。

• AWS API については、「AWS 
SDK およびツールリファレ
ンスガイド」の「SSO 認証
情報」の指示に従ってくださ
い。

IAM 短期認証情報を使用して、AWS 
CLI または AWS API (直接または 
AWS SDK を使用して) へのプロ
グラムによるリクエストに署名
します。

「AWS リソースでの一時的な認
証情報の使用」の指示に従って
ください。

IAM 長期間の認証情報を使用し
て、AWS CLI または AWS API 
(直接またはAWS SDK を使用し
て) へのプログラムによるリクエ
ストに署名します。

(非推奨)

「IAM ユーザーのアクセスキー
の管理」の指示に従ってくださ
い。
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IAM のチュートリアル
次のチュートリアルでは、AWS Identity and Access Management (IAM) の一般的なタスクにおけるエンド
ツーエンドの一連の手順について説明します。これらはラボ型環境向けであり、架空の企業名やユーザー
名などを含みます。目的は、一般的なガイダンスを提供することです。お客様の組織環境に固有のニーズ
を満たすかどうかの十分な確認や調整をすることなく、本番環境で直接使用するためのものではありませ
ん。

チュートリアル
• IAM チュートリアル: 請求コンソールへのアクセス権の委任 (p. 32)
• IAM チュートリアル: AWS アカウント間の IAM ロールを使用したアクセスの委任 (p. 35)
• IAM チュートリアル: はじめてのカスタマー管理ポリシーの作成とアタッチ (p. 45)
• IAM チュートリアル: タグに基づいて AWS リソースにアクセスするためのアクセス許可を定義す

る (p. 47)
• IAM チュートリアル: ユーザーに自分の認証情報および MFA 設定を許可する (p. 63)

IAM チュートリアル: 請求コンソールへのアクセス
権の委任

AWS アカウント の所有者は、AWS アカウント の AWS Billing and Cost Management データの表示や管
理を行う必要がある特定の IAM ユーザーにアクセス許可を委任できます。以下の手順は、事前にテスト
されたシナリオの設定に役立ちます。このシナリオでは、メインの AWS 本番稼働用アカウントに影響を
与えることなく、請求アクセス許可の設定を実務的に体験できます。このチュートリアルに従わずに、
管理ポリシーを IAM ユーザーにアタッチする場合は、まずステップ 1 (p. 33) で AWS Billing and Cost 
Management コンソールへのアクセスを有効化する必要があります。

ステップ 1: AWS テストアカウントで請求データへのアクセスを有効にする (p. 33)

単一の AWS アカウント を作成する場合、AWS アカウント 所有者 (AWS アカウントのルートユー
ザー (p. 400)) のみが請求情報を表示および管理するためのアクセス権を持ちます。IAM ユーザー
は、アカウントの所有者が IAM アクセスをアクティブ化し、請求アクションを許可するポリシーを
ユーザーまたはロールにアタッチするまで、請求データにアクセスすることはできません。ルート
ユーザー としてサインインする必要がある追加のタスクを確認するには、「AWSアカウントのルート
ユーザーが必要な のタスク」を参照してください。

AWS Organizations を使用してメンバーアカウントを作成する場合、この機能はデフォルトで有効に
設定されています。

ステップ 2: 請求ポリシーをユーザーグループにアタッチする (p. 33)

ユーザーグループにポリシーをアタッチすると、そのユーザーグループのすべてのメンバーは、その
ポリシーに関連付けられたアクセス権限の完全なセットを受け取ります。このシナリオでは、請求
へのアクセスを必要としているユーザーのみを含むユーザーグループに請求ポリシーをアタッチしま
す。

ステップ 3: 請求コンソールへのアクセスをテストする (p. 34)

中心となるタスクを完了したら、ポリシーをテストすることができます。テストにより、ポリシーが
期待したとおりに動作することを確認できます。
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前提条件
このチュートリアルで使用するテスト AWS アカウント を作成します。このアカウントで、次の表にまと
めてあるように 2 人のテストユーザーと 2 つのテストユーザーグループを作成します。後のステップ 4 で
サインインできるように、必ず各ユーザーにパスワードを割り当てます。

ユーザーアカウントを作成する ユーザーグループアカウントを作成して設定する

FinanceManager BillingFullAccessGroup FinanceManager

FinanceUser BillingViewAccessGroup FinanceUser

ステップ 1: AWS テストアカウントで請求データへの
アクセスを有効にする
まず、AWS Billing and Cost Management コンソールでテストユーザーの請求へのアクセスを有効にしま
す。

Note

AWS Organizations を使用してメンバーアカウントを作成する場合、この機能はデフォルトで有
効に設定されています。

請求情報とコスト管理コンソールへの IAM ユーザーおよびロールのアクセスをアクティベートす
るには

1. ルートユーザー認証情報 (AWS アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワード) で AWS 
Management Console にサインインします。

2. ナビゲーションバーでアカウント名を選択してから、[Account] (アカウント) を選択します。
3. [IAM User and Role Access to Billing Information] の横で、[Edit] を選択します。
4. [Activate IAM Access] (アクセスのアクティブ化) チェックボックスをオンにして、Billing and Cost 

Management ページへのアクセスをアクティブ化します。
5. [Update] (更新) を選択します。

これで、IAM ポリシーを使用して、ユーザーがアクセスできるページを制御できるようになります。

IAM ユーザーアクセスをアクティブ化したら、特定の請求機能へのアクセスを許可または拒否する IAM ポ
リシーをアタッチできます。ポリシーを使用して IAM ユーザーに AWS Billing and Cost Management 管
理機能へのアクセス権を付与する方法の詳細については、「AWS Billing ユーザーガイド」の「Billing and 
Cost Management 管理のための ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用」を参照してください。

ステップ 2: 請求ポリシーをユーザーグループにア
タッチする
次に、以前に作成した請求ユーザーグループに適切な AWS 管理ポリシーをアタッチします。

請求ポリシーをユーザーグループにアタッチするには

1. ナビゲーションペインで [Policies] (ポリシー) を選択して、AWS アカウント で利用できるポリシーの
全一覧を表示します。
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2. ポリシー検索ボックスに、「Billing」と入力します。リストには、請求機能に適用される AWS 管
理ポリシーのみが表示されます。

3. 請求管理者にフルアクセス権を付与するには、[請求AWS 管理 - ジョブ機能ポリシー] を選択してくだ
さい。

4. [アクション] ドロップダウン矢印を選択し、アクションリストから [アタッチ] を選択します。
5. [アクセス許可ポリシーとしてアタッチ] ページの [検索] ボックスに、BillingFullAccessGroup と

入力します。
6. リストでユーザーグループを選択し、[アタッチポリシー] を選択します。「ポリシー」ページに戻り

ます。
7. ポリシー検索ボックスに、「Billing」と入力します。リストには、請求機能に適用される AWS 管

理ポリシーのみが表示されます。
8. 請求アクティビティをモニタリングしているユーザーに読み取り専用アクセスを許可するには、

[AWSBillingReadOnlyAccess AWS 管理ポリシー] を選択します。
9. [アクション] ドロップダウン矢印を選択し、アクションリストから [アタッチ] を選択します。
10. [アクセス許可ポリシーとしてアタッチ] ページの [検索] 検索ボックス

に、BillingViewAccessGroup と入力します。
11. リストでユーザーグループを選択し、[アタッチポリシー] を選択します。
12. コンソールからサインアウトし、「ステップ 3: 請求コンソールへのアクセスをテストす

る (p. 34)」に進みます。

ステップ 3: 請求コンソールへのアクセスをテストす
る
各テストユーザーとしてサインインしてアクセスをテストし、ユーザーの体験を確認できるようにするこ
とをお勧めします。次のステップを使用して、アクセス権限の違いを確認するために、両方のテストアカ
ウントを使用してサインインします。

両方のテストユーザーでサインインして請求へのアクセスをテストするには

1. AWS アカウント ID またはアカウントエイリアス、IAM ユーザー名、およびパスワードを使用して
IAM コンソールにサインインします。

Note

利便性のため、AWS サインインページは、ブラウザ cookie を使用して IAM ユーザー名とア
カウント情報を記憶します。以前に別のユーザーとしてサインインしたことがある場合は、
ページの下部にある[別のアカウントにサインイン]を選択し、メインのサインインページに戻
ります。そこから、AWS アカウント ID またはアカウントエイリアスを入力して、アカウン
トの IAM ユーザーサインインページにリダイレクトされるようにすることができます。

2. 以下に示すステップを使用して各ユーザーにサインインし、さまざまなユーザー体験を比較できるよ
うにします。

フルアクセス

a. ユーザー FinanceManager として AWS アカウント にサインインします。
b. ナビゲーションバーで、[FinanceManager@<account alias or ID number>] を選択

し、[Billing Dashboard] (請求ダッシュボード) を選択します。
c. さまざまなページを参照し、各ボタンを選択して、完全な変更アクセス権限があることを確認しま

す。

読み取り専用アクセス
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a. ユーザー FinanceUser として AWS アカウント アカウントにサインインします。
b. ナビゲーションバーで、[FinanceUser@<account alias or ID number>] を選択し、[Billing 

Dashboard] (請求ダッシュボード) を選択します。
c. さまざまなページを参照します。問題なくコスト、レポート、および請求データを表示できること

を確認してください。ただし、値を変更するオプションを選択すると、「アクセスが拒否されまし
た」というエラーメッセージが表示されます。たとえば、[設定] ページで、ページの任意のチェッ
クボックスをオンにし、[設定の保存] を選択します。そのページに変更を加えるには [ModifyBilling] 
アクセス許可が必要であることを知らせるコンソールメッセージが表示されます。

関連リソース
AWS Billing ユーザーガイドの関連情報については、以下の関連リソースを参照してください。

• 請求およびコストマネジメントコンソールへのアクセスを有効にする
• IAM ユーザーに AWS サービスへのフルアクセスを許可するが、請求およびコスト管理コンソールへの

アクセスは拒否する 。
• 請求アクセス許可の説明

IAM ユーザーガイド の関連情報については、以下の関連リソースを参照してください。

• 管理ポリシーとインラインポリシー (p. 427)
• AWS Management Console への IAM ユーザーアクセスのコントロール (p. 79)
• IAM ユーザーグループへのポリシーのアタッチ (p. 180)

概要
これで、Billing and Cost Management コンソールにユーザーアクセスを委任するために必要なすべてのス
テップを正しく完了しました。その結果、ユーザーの請求コンソールエクスペリエンスがどのようなもの
になるかを直接確認できました。これで、このロジックを本稼働環境にいつでも実装できます。

IAM チュートリアル: AWS アカウント間の IAM 
ロールを使用したアクセスの委任

このチュートリアルでは、ロールを使用して、お客様が所有する作成および開発という異なる AWS アカ
ウント のリソースへのアクセスを委任する方法について説明します。特定のアカウントにあるリソースを
別のアカウントのユーザーと共有します。このようにクロスアカウントアクセスを設定することで、お客
様はアカウントごとに IAM ユーザーを作成する必要がなくなります。また、ユーザーは、異なる AWS ア
カウント のアカウントのリソースにアクセスするために、あるアカウントからサインアウトして別のアカ
ウントにサインインする必要がなくなります。ロールを設定した後、AWS Management Console、AWS 
CLI、API からロールを使用する方法について説明します。

Note

IAM ロールとリソースベースのポリシーは、単一のパーティション内のアカウント間でのみアク
セスを委任します。たとえば、標準 aws パーティションの米国西部 (北カリフォルニア) にアカ
ウントがあるとします。aws-cn パーティションの 中国 (北京) にもアカウントがあります。標準
aws アカウントで、中国 (北京) のアカウントの Amazon S3 リソースベースのポリシーを使用し
て、ユーザーにアクセスを許可することはできません。
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前提条件

このチュートリアルでは、本番稼働用アカウントがライブアプリケーションを管理しています。デベロッ
パーやテスターは、開発アカウントをサンドボックスとして使用して、自由にアプリケーションをテスト
ます。各アカウントでは、Amazon S3 バケットにアプリケーション情報を保存します。開発アカウントの 
IAM ユーザーを管理しており、開発とテスターの 2 つの IAM グループがあるとします。どちらのユーザー
グループにも、開発用アカウントで作業し、そのリソースにアクセスするアクセス許可があります。とき
どき、デベロッパーが本番稼働用アカウントのライブアプリケーションを更新する必要があります。デベ
ロッパーは、これらのアプリケーションを productionapp という Amazon S3 バケットに保存します。

このチュートリアルを終了すると、次のようになります。

• 本番稼働用アカウントで特定のロールを引き受けることができる開発アカウント (信頼できるアカウン
ト) のユーザー。

• 特定のAmazon S3 バケットへのアクセスを許可される本番稼働用アカウント (信頼するアカウント) の
ロール。

• 本番稼働用アカウントの productionapp バケット。

デベロッパーは、AWS Management Console でロールを使用して本番稼働用アカウントの
productionapp バケットにアクセスできます。さらに、ロールにより提供される一時的な認証情報に
よって認証された API コールを使用してバケットにアクセスすることもできます。テスターがそのロール
を使用して同様の操作を行うことはできません。

このワークフローに 3 つの基本的なステップがあります:

ステップ 1: 本番稼働用アカウントでロールを作成する (p. 37)

まず、AWS Management Console を使用して本番稼働用アカウント (ID 番号 999999999999) と開発
用アカウント (ID 番号 111111111111) との間の信頼を確立します。続いて、UpdateApp という IAM 
ロールを作成します。ロールの作成時に、開発用アカウントを信頼されたエンティティとして定義
し、信頼されたユーザーに productionapp バケットを更新する許可を与えるアクセス許可ポリシー
を特定します。

ステップ 2: ロールへのアクセスを許可する (p. 39)

チュートリアルのこのステップでは、IAM グループポリシーを変更して、テスターの UpdateApp
ロールへのアクセスを拒否するようにします。このシナリオではテスターに PowerUser アクセス許可
があるため、ロールの使用を明示的に拒否する必要があります。

ステップ 3: ロールを切り換えてアクセスをテストする (p. 41)

最後にデベロッパーとして、UpdateApp ロールを使用して本番稼働用アカウントの
productionapp バケットを更新します。AWS コンソール、AWS CLI、API を使用してロールにアク
セスする方法について説明します。

前提条件
このチュートリアルでは、以下を実行済みであることを前提としています。

• 使用できる AWS アカウント を、それぞれ開発用アカウントと本番稼働用アカウントを表す 2 つのアカ
ウントに分けます。
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• 開発用アカウントのユーザーとユーザーグループは、次のように作成され、設定されます。

ユーザー ユーザーグループ 許可

David 開発者

Jane テスター

どちらのユーザーも開発用アカウントでサインインで
き、AWS Management Console を使用できます。

• 本番稼働用アカウントにはユーザーまたはユーザーグループを作成する必要はありません。
• 本番稼働用アカウントで作成された Amazon S3 バケット。このチュートリアルでは ProductionApp

と呼びますが、S3 バケット名はグローバルに一意である必要があるため、別の名前のバケットを使用す
る必要があります。

ステップ 1: 本番稼働用アカウントでロールを作成す
る
ある AWS アカウント のユーザーに別の AWS アカウント のリソースへのアクセスを許可できます。こ
れを行うには、ロールを作成し、そのロールにアクセスできるユーザーと、そのロールに切り替えるユー
ザーに付与するアクセス許可を定義します。

チュートリアルのこのステップでは、本番稼働用アカウントにロールを作成し、開発アカウントを信
頼されたエンティティとして指定します。また、ロールのアクセス許可を productionapp バケッ
トでの読み書き専用に制限します。ロールを使用するアクセス許可が付与されるすべてのユーザー
は、productionapp バケットに対する読み取りと書き込みを実行できます。

ロールを作成する前に、AWS アカウント 開発のアカウント ID が必要です。各 AWS アカウント には、固
有の識別子であるアカウント ID が割り当てられています。

開発 AWS アカウント ID を取得するには

1. 開発用アカウントの管理者として AWS Management Console にサインインし、https:// 
console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソールを開きます。

2. ナビゲーションバーで、[サポート]、[サポートセンター] の順に選択します。現在サインインしている 
12 桁のアカウント番号 (ID) は、サポートセンターナビゲーションペインを使用します。このシナリオ
では、アカウント ID 111111111111 を開発用アカウントとして使用します。ただし、テスト環境でこ
のシナリオを使用する場合は、有効なアカウント ID を使用する必要があります。

開発アカウントで使用できるロールを本番稼働用アカウントで作成するには

1. 本番稼働用アカウントの管理者として AWS Management Console にサインインし、IAM コンソール
を開きます。

2. ロールを作成する前に、ロールに必要なアクセス許可を定義する管理ポリシーを準備します。後の手
順で、このポリシーをロールにアタッチします。

productionapp バケットの読み込みおよび書き込みのアクセスを設定します。AWS には Amazon 
S3 管理ポリシーがありますが、単一の Amazon S3 バケットへの読み取りおよび書き込みアクセスを
提供するポリシーはありません。代わりにポリシーを自作することができます。

ナビゲーションペインで、[Policies (ポリシー)] を選択し、[Create Policy (ポリシーの作成)] を選択し
ます。

3. [JSON] タブを選択し、以下の JSON ポリシードキュメントからテキストをコピーし
ます。[JSON] (JSON) テキストボックスにこのテキストを貼り付け、リソース ARN 
(arn:aws:s3:::productionapp) を、Amazon S3 バケットの実際の ARN に置き換えます。
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:GetBucketLocation" 
       ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:DeleteObject" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*" 
    } 
  ]
}

ListBucket アクセス許可は、ユーザーに productionapp バケットにあるオブジェクトの閲覧
を許可します。GetObject、PutObject、DeleteObject アクセス許可によって、ユーザーは
productionapp バケットの内容を表示、更新、および削除できます。

4. ポリシーの検証 (p. 521)中に生成されたセキュリティ警告、エラー、または一般的な警告を解決して
から、[Next] (次へ) を選択します。

Note

いつでも [Visual] と [JSON] エディタオプションを切り替えることができます。ただし、
[Visual] エディタで [次] に変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成して visual 
エディタに合わせて最適化することがあります。詳細については、「ポリシーの再構
成 (p. 1091)」を参照してください。

5. [確認および作成] ページで、ポリシー名として「read-write-app-bucket」と入力します。ポリ
シーによって割り当てられたアクセス許可を確認し、[ポリシーの作成] を選択して作業を保存しま
す。

新しいポリシーが管理ポリシーの一覧に表示されます。
6. ナビゲーションペインで [ロール] を選択した後、[ロールの作成] を選択します。
7. [AWS アカウント] のロールタイプを選択します。
8. [Account ID] (アカウント ID) で、開発アカウント ID を入力します。

このチュートリアルでは、開発アカウントにサンプルのアカウント ID 111111111111 を使用しま
す。有効なアカウント ID を使用してください。使用しているアカウント ID が無効 ( 111111111111
など) の場合は、IAM で新しいロールを作成することはできません。

現時点では、ロールを引き受けるために、外部 ID や多要素認証 (MFA) は必要ありません。これらの
オプションは選択していない状態にしておきます。詳細については、「AWS での多要素認証 (MFA) 
の使用 (p. 115)」を参照してください。

9. [Next: Permissions] (次へ: アクセス許可) を選択して、そのロールに関連するアクセス許可を設定しま
す。
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10. 以前に作成したポリシーの横にあるチェックボックスを選択します。

ヒント

[Filter] (フィルター) で、[Customer managed] (カスタマー管理ポリシー) を選択してリス
トをフィルター処理し、自分で作成したポリシーのみが含まれるようにします。これによ
り、AWS が作成したポリシーが非表示になり、必要なポリシーを見つけるのが簡単になりま
す。

続いて、[Next (次へ)] を選択します。
11. (オプション) タグをキーバリューペアとしてアタッチして、メタデータをユーザーに追加しま

す。IAM におけるタグの使用の詳細については、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照して
ください。

12. (オプション) [Description] (説明) には、新しいロールの説明を入力します。
13. ロールを確認したら、[ロールの作成] を選択します。

ロールのリストで、UpdateApp ロールが表示されます。

ここで、ロールに固有の識別子である Amazon リソースネーム (ARN) を取得しなければいけません。デベ
ロッパーやテスターのユーザーグループのポリシーを変更するとき、アクセス許可を許可または拒否する
ためのロールの ARN を指定します。

UpdateApp の ARN を取得するには

1. IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) をクリックします。
2. ロールのリストで、[UpdateApp] ロールを選択します。
3. 詳細ペインの [Summary (概要)] セクションで、[ロール ARN] の値をコピーします。

Production アカウントのアカウント ID が 999999999999 であるため、ロール ARN は
arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateApp となります。本番稼働用アカウントでは、実際
の AWS アカウント ID を指定してください。

この時点で、本番稼働用アカウントと開発用アカウント間の信頼が確立されました。そのためには、開発
用アカウントを信頼されたプリンシパルとして識別するロールを本番稼働用アカウントに作成します。ま
た、UpdateApp ロールに切り替えるユーザーが何を実行できるかについても定義しました。

次は、ユーザーグループのアクセス許可を修正します。

ステップ 2: ロールへのアクセスを許可する
この時点では、Testers と Developers のユーザーグループのメンバーにはいずれも、開発アカウントで自
由にアプリケーションをテストできるアクセス許可があります。ロールの切り替えを許可するアクセス許
可を追加するには、この必要な手順に従ってください。

UpdateApp ロールに切り替えることを許可するように Developers ユーザーグループを変更する
には

1. 開発用アカウントの管理者としてサインインし、IAM コンソールを開きます。
2. [ユーザーグループ]、[Developers (開発者)] の順に選択します。
3. [アクセス許可]タブを選択し、[アクセス許可の追加]を選択してから、[インラインポリシーの作成]を

選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
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5. 次のポリシーステートメントを追加して、Production アカウントの UpdateApp ロールに対す
る AssumeRole アクションを許可します。必ず Resource 要素の PRODUCTION-ACCOUNT-ID
を、Production アカウントの実際の AWS アカウント ID に変更してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::PRODUCTION-ACCOUNT-ID:role/UpdateApp" 
  }
}

Allow エフェクトは、Developers グループが Production アカウントの UpdateApp ロールにアクセ
スすることを明示的に許可します。どのデベロッパーがこのロールにアクセスしようとしても成功し
ます。

6. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
7. allow-assume-S3-role-in-production などの名前を入力します。
8. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。

ほとんどの環境では、次の手順は必要ありません。ただし、PowerUserAccess アクセス許可を使用してい
る場合、グループによってはロールを切り替えることができます。次の手順は、ロールを引き受けること
ができないように Testers グループに "Deny" アクセス許可を追加する方法を示しています。お客様の環
境でこの手順が必要ない場合は、追加しないことをお勧めします。"Deny" アクセス許可を追加すると、
アクセス許可の全体的な状況が複雑になり、管理しづらくなります。"Deny" アクセス許可は、他に良い
オプションがない場合のみ使用してください。

UpdateApp ロールを引き継ぐためのアクセス許可を拒否するようにテスターユーザーグループを
変更するには

1. [ユーザーグループ]、[Testers] の順に選択します。
2. [アクセス許可]タブを選択し、[アクセス許可の追加]を選択してから、[インラインポリシーの作成]を

選択します。
3. [JSON] タブを選択します。
4. 次のポリシーステートメントを追加して、AssumeRole ロールに対する UpdateApp アクションを拒

否します。必ず Resource 要素の PRODUCTION-ACCOUNT-ID を、Production アカウントの実際の 
AWS アカウント ID に変更してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::PRODUCTION-ACCOUNT-ID:role/UpdateApp" 
  }
}

Deny エフェクトは、Testers グループが Production アカウントの UpdateApp ロールにアクセスす
ることを明示的に拒否します。そのロールにアクセスしようとするテスターは、アクセス拒否のメッ
セージを受け取ります。

5. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
6. deny-assume-S3-role-in-production のような名前を入力します。
7. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
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これで、Developers ユーザーグループは、Production アカウントの UpdateApp ロールを使用するための
アクセス許可を持つようになりました。Testers ユーザーグループは、UpdateApp ロールを使用できませ
ん。

次に、デベロッパーの David が本番稼働用アカウントの productionapp バケットにアクセスする方法に
ついて説明します。David は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からバケットに
アクセスできます。

ステップ 3: ロールを切り換えてアクセスをテストす
る
このチュートリアルの最初の 2 つのステップを完了した時点で、本番稼働用アカウントのリソースに
対するアクセス許可を付与するロールがあります。また、開発用アカウントには、そのロールを使用
できるユーザーで構成されたユーザーグループもあります。このステップでは、AWS Management 
Console、AWS CLI、および AWS API のロールへの切り替えについて説明します。

Important

ロールの切り替えは、IAM ユーザーまたはフェデレーティッドユーザーとしてサインインした場
合にのみ可能です。さらに、Amazon EC2 インスタンスを起動してアプリケーションを実行する
と、そのアプリケーションはそのインスタンスプロファイルを通じてロールを引き受けることが
できます。AWS アカウントのルートユーザー としてサインインしているときに、ロールを切り
替えることはできません。

ロールの切り替え (コンソール)
David が AWS Management Console で本番稼働用環境を操作する必要がある場合は、[Switch Role]
(ロールの切り替え) を使用することができます。アカウント ID またはエイリアスとロール名を指定すれ
ば、David のアクセス権限は、ロールによって許可されているものに直ちに切り替わります。次に、David 
はコンソールを使用して productionapp バケットを操作することができますが、本稼働環境の他のリ
ソースは一切操作できません。David がロールを使用中に、開発用アカウントのパワーユーザーアクセス
許可を使用することはできません。これは、同時に有効にできるアクセス許可のセットは 1 つのみである
ためです。

Important

AWS Management Console を使ったロールの切り替えは、ExternalId を必要としないアカウ
ントでのみ機能します。たとえば、アカウントへのアクセス権を第三者に付与し、アクセス許可
ポリシーの Condition 要素に ExternalId を要求するとします。その場合、第三者は AWS 
API またはコマンドラインツールを使用してのみ、お客様のアカウントにアクセスできます。第
三者は ExternalId の値を指定できないため、コンソールを使用できません。このシナリオの詳
細については、『AWS リソースへのアクセス権を第三者に付与するときに外部 ID を使用する方
法 (p. 192) セキュリティブログ』の「AWS Management Console」および「AWS へのクロス
アカウントアクセスを有効にする方法」を参照してください。

David が IAM で [Switch Role] (ロールの切り替え) ページに移動するには、2 つの方法があります。

• David は事前定義されたロールの切り替え設定を指すリンクを管理者から受け取ります。リンクは [ロー
ルの作成] ウィザードの最終ページ、またはクロスアカウントロールの [ロールの概要] ページで管理
者に提供されます。このリンクを選択すると、[ロールの切り替え] ページに移動します。このページ
には、[Account ID (アカウント ID)] および [ロール名] フィールドがすでに入力されています。David 
は、[Switch Roles] (ロールの切り替え) ボタンを選択するだけです。

• 管理者はメールでリンクを送信しませんが、代わりに [Account ID (アカウント ID)] 番号および [ロール
名] の値を送信します。役割を切り替えるには、デビッドは手動でその値を入力する必要があります。こ
れを次の手順に示します。
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ロールを割り当てるには

1. David は、開発用ユーザーグループの通常のユーザーを使用して AWS Management Console にサイ
ンインします。

2. 管理者がユーザーに E メールするリンクを選択します。これにより、David は、[Switch Role] (ロール
の切り替え) ページに移動されます。このページには、アカウント ID、エイリアス、およびロール名
情報がすでに入力されています。

-または-

David は、ナビゲーションバーのユーザー名 (ID メニュー) を選択してから、[Switch Roles.] (ロールの
切り替え) を選択します。

David がこの方法で初めて [Switch Role] (スイッチロール) ページにアクセスする場合は、初回アクセ
ス用の [Switch Role] (スイッチロール) ページが表示されます。このページでは、ロールを切り替えて 
AWS アカウント 全体にわたるリソースを管理できるようにする方法についての追加情報が説明され
ます。David がこの手順の残りを完了するには、このページの [Switch Role] (ロールの切り替え) ボタ
ンを選択する必要があります。

3. 次に、ロールにアクセスするために、David は Production アカウント ID 番号 (999999999999) およ
びロール名 (UpdateApp) を入力する必要があります。

またDavid は、現在 IAM でアクティブなロールと、関連するアクセス許可をモニタリングした
いと考えています。この情報を追跡するために、[Display Name (表示名)] テキストボックスに
「PRODUCTION」と入力し、赤色のオプションを選択して、[Switch Role (スイッチロール)] を選択し
ます。

4. これで、David は Amazon S3 コンソールを使用して、UpdateApp ロールがアクセス許可を持つ バ
ケットなどのリソースを操作できます。

5. 完了すると、David は元のアクセス権限に戻ることができます。そのためには、ナビゲーショ
ンバーのロール表示名 [PRODUCTION] (プロダクション) を選択してから、[Back to David @ 
111111111111] (David @ 111111111111 に戻る) を選択します。

6. David が次回にロールに切り替えるために、ナビゲーションバーの [Identity] (ID) メニューを選択する
と、PRODUCTION エントリが前回からそのままになっています。そのエントリを選択するだけで、
アカウント ID とロール名を再入力することなく、すぐにロールに切り替えることができます。

ロールの切り替え (AWS CLI)
David がコマンドラインで本稼働環境を操作する必要がある場合、AWS CLI を使用してこの切り替えを行
うことができます。aws sts assume-role コマンドを実行し、ロールの ARN を渡して、そのロールの
一時的なセキュリティ認証情報を取得します。次に、環境変数でそれらの認証情報を設定し、それ以降の 
AWS CLI コマンドが、ロールのアクセス許可を使用して動作するようにします。David がロールを使用中
に、開発用アカウントのパワーユーザーの権限を使用することはできません。これは、一度に有効にでき
るアクセス許可のセットは 1 つのみであるためです。

すべてのアクセスキーとトークンは例にすぎず、実際にはそのように使用できないことに注意してくださ
い。ライブ環境の適切な値に置き換えてください。

ロールを割り当てるには

1. David はコマンドプロンプトウィンドウを開き、次のコマンドを実行して、AWS CLI クライアントが
動作していることを確認します。

aws help
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Note

David のデフォルト環境では、David コマンドで作成したデフォルトのプロファイルか
ら、aws configure ユーザー認証情報を使用します。詳細については、『AWS Command 
Line Interface ユーザーガイド』の「AWS Command Line Interface の設定。」を参照してく
ださい。

2. David は次のコマンドを実行してロールの切り替えプロセスを開始し、本番稼働用アカウントで
UpdateApp ロールに切り替えます。ロールを作成した管理者から、ロールの ARN を取得しました。
コマンドでは、セッション名も提供する必要もあります。セッション名には任意のテキストを選択で
きます。

aws sts assume-role --role-arn "arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateApp" --role-
session-name "David-ProdUpdate"

出力には次のように表示されます。

{ 
    "Credentials": { 
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY", 
        "SessionToken": "AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo
+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLE
CvSRyh0FW7jEXAMPLEW+vE/7s1HRpXviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/
uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDy
EXAMPLE9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPyOj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3Uuysg
sKdEXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/Cs8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP
+4eZScEXAMPLEsnf87e
NhyDHq6ikBQ==", 
        "Expiration": "2014-12-11T23:08:07Z", 
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" 
    }
}

3. 出力の [Credentials] (認証情報) セクションには、3 つの必要な情報が表示されます。

• AccessKeyId

• SecretAccessKey

• SessionToken

以降の呼び出しでこれらのパラメータを使用するには、AWS CLI 環境を設定する必要があります。認
証情報を設定するさまざまな方法の詳細については、「AWS Command Line Interface の設定」を参
照してください。セッショントークンの取得をサポートしていないため、aws configure コマンド
を使用することはできません。ただし、設定ファイルに手動で情報を入力することができます。これ
らは有効期限が比較的短い一時的な認証情報なので、現在のコマンドラインセッションの環境に追加
するのが最も簡単です。

4. David は、環境に 3 つの値を追加するため、前のステップの出力を切り取り、次のコマンドに貼り付
けます。セッショントークン出力の改行の問題に対応するため、シンプルなテキストエディターで切
り取りと貼り付けを行います。ここではわかりやすくするために改行して表示されていますが、1 行
の長い文字列として入力する必要があります。

Note

以下の例では「set」が環境変数を作成するためのコマンドとなっている Windows 環境
で指定されたコマンドを示しています。Linux または Mac コンピュータでは、代わりに
「export」コマンドを使用します。この例における他の部分はすべて、3 つの環境で有効で
す。
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set AWS_ACCESS_KEY_ID=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
set AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
set AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo
+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLECvS
Ryh0FW7jEXAMPLEW+vE/7s1HRpXviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/
uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDyEXA
MPLEKEY9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPyOj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3UusKd
EXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/Cs8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP
+4eZScEXAMPLENhykxiHen
DHq6ikBQ==

この時点で、次のコマンドはいずれも、これらの認証情報によって識別されたロールのアクセス権限
で実行されます。David の場合は、UpdateApp ロールです。

5. Production アカウントのリソースにアクセスするコマンドを実行します。この例では、David は次の
コマンドを使用して S3 バケットのコンテンツの一覧を示します。

aws s3 ls s3://productionapp

Amazon S3 バケット名は共通にユニークであるため、バケットを所有するアカウント ID を指定する
必要はありません。その他の AWS サービスのリソースにアクセスするには、そのリソースを参照す
るために必要なコマンドと構文について記載されている対象サービスの AWS CLI のドキュメントを
参照してください。

AssumeRole (AWS API) の使用
David は、コードから本番稼働用アカウントを更新する必要がある場合、 AssumeRole を呼び出
し、UpdateApp ロールを取得します。この呼び出しは、David が本番稼働用アカウントにある
productionapp バケットにアクセスするために使用できる一時的な認証情報を返します。これらの認証
情報を使用して、David は productionapp バケットを更新する API 呼び出しを行うことができます。た
だし、開発用アカウントのパワーユーザーアクセス許可を持っていても、本番稼働用アカウントの他のリ
ソースにアクセスする API コールを行うことはできません。

ロールを割り当てるには

1. デイビッドは、アプリケーションの一部として AssumeRole を呼び出します。ユーザー
は、UpdateApp ARN: arn:aws:iam::999999999999:role/UpdateApp と指定する必要があり
ます。

AssumeRole 呼び出しからのレスポンスには、AccessKeyId と SecretAccessKey を含む一時的
な認証情報が含まれています。また、認証情報の有効期限を示す Expiration 時間も含まれており、
新しい認証情報をリクエストする必要があります。

2. 一時的な認証情報を使用して、デイビッドは s3:PutObject 呼び出しを行い、productionapp バ
ケットを更新します。ユーザーは、AuthParams パラメータとして API 呼び出しに認証情報を渡しま
す。ロールの一時的な認証情報は productionapp バケットでの読み取りおよび書き込み専用のアク
セスであるため、本番稼働用アカウントでの他のアクションは拒否されます。

コードの例 (Python を使用) については、「IAM ロール (AWS API) の切り替え (p. 295)」を参照してくだ
さい。

関連リソース
• IAM ユーザーとユーザーグループの詳細については、「IAM ID (ユーザー、ユーザーグループ、ロー

ル) (p. 68)」を参照してください。
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• Amazon S3 バケットの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「バケット
の作成」を参照してください。

• 信頼ゾーン (信頼できる組織またはアカウント) 外にあるアカウントのプリンシパルにロールを引き受け
るアクセス権があるかどうかについては、「IAM Access Analyzer とは」を参照してください。

概要
これでクロスアカウント API アクセスのチュートリアルが終了しました。他のアカウントと信頼を構築
するロールを作成し、信頼されたエンティティが実行できるアクションを定義しました。次に、どの IAM 
ユーザーがロールを取得できるのかを制御するグループポリシーを修正しました。その結果、開発アカウ
ントのデベロッパーは、一時的な認証情報を使用して本番稼働用アカウントにある productionapp バ
ケットを更新することができます。

IAM チュートリアル: はじめてのカスタマー管理ポ
リシーの作成とアタッチ

このチュートリアルでは、AWS Management Console を使用してカスタマー管理ポリシー (p. 428)を作
成し、AWS アカウント のすべての IAM ユーザーにアタッチします。作成するポリシーでは、IAM テスト
ユーザーに、AWS Management Console に直接サインインする読み取り専用アクセス許可を付与します。

このワークフローに 3 つの基本的なステップがあります:

ステップ 1: ポリシーを作成する (p. 46)

デフォルトでは IAM ユーザーにはアクセス許可はありません。ユーザーは許可されるまで、AWS マ
ネジメントコンソールにアクセスしたり、その中のデータを管理したりすることはできません。この
ステップでは、アタッチされたユーザーにコンソールへのサインインを許可するカスタマー管理ポリ
シーを作成します。

ステップ 2: ポリシーのアタッチ (p. 46)

ユーザーにポリシーをアタッチする場合、ユーザーはポリシーに関連付けられているすべてのアクセ
ス権限を継承します。このステップでは、テストユーザーに新しいポリシーをアタッチします。

ステップ 3: ユーザーアクセスのテスト  (p. 47)

ポリシーがアタッチされると、ユーザーとしてサインインし、ポリシーをテストできます。

前提条件
このチュートリアルのステップを実行するには、以下を持っている必要があります:

• 管理者アクセス許可を持つ IAM ユーザーとしてサインインできる AWS アカウント。
• 以下のような権限またはメンバーシップが割り当てられていないテスト IAM ユーザー。

[User name] (ユーザー名) [Group] (グループ) 許可

PolicyUser <なし> <なし>
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ステップ 1: ポリシーを作成する
このステップで作成するカスタマー管理ポリシーでは、アタッチされたユーザーに、AWS Management 
Console にサインインして IAM データにアクセスする読み取り専用アクセス許可を付与します。

テストユーザーのポリシーを作成するには

1. 管理者権限を持つユーザーを使用して、https：//console.aws.amazon.com/iam/で IAM コンソールに
サインインします。

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. コンテンツペインで、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] オプションを選択し、以下の JSON ポリシードキュメントからテキストをコピーします。こ

のテキストを [JSON] ボックスに貼り付けます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:GenerateCredentialReport", 
            "iam:Get*", 
            "iam:List*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    } ]
}

5. ポリシーの検証 (p. 521)中に生成されたセキュリティ警告、エラー、または一般的な警告を解決して
から、[Next] (次へ) を選択します。

Note

いつでも [Visual] と [JSON] エディタオプションを切り替えることができます。ただし、
[Visual editor] タブで [Review policy] を変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成し
てビジュアルエディタに合わせて最適化することがあります。詳細については、「ポリシー
の再構成 (p. 1091)」を参照してください。

6. [確認および作成] ページで、ポリシー名として「UsersReadOnlyAccessToIAMConsole」と入力し
ます。ポリシーによって割り当てられたアクセス許可を確認し、[ポリシーの作成] を選択して作業を
保存します。

新しいポリシーが管理ポリシーの一覧に表示され､アタッチの準備ができます。

ステップ 2: ポリシーのアタッチ
次に、作成したポリシーをテスト IAM ユーザーにアタッチします。

テストユーザーにポリシーをアタッチするには

1. IAM コンソールのナビゲーションペインから、[ポリシー] を選択します。
2. ポリシーリストの上部にある検索ボックスに、ポリシーが表示されるまで

「UsersReadOnlyAccesstoIAMConsole」と入力します。次に、リストの 
[UsersReadOnlyAccessToIAMConsole] の横にあるラジオボタンをオンにします。

3. [Actions] (アクション) ボタンを選択して、[Attach] (アタッチ) を選択します。
4. IAM エンティティでは、ユーザーをフィルタリングするオプションを選択します。
5. 検索ボックスで、そのユーザーがリストに表示されるまで「PolicyUser」と入力します。次に、リ

スト内のそのユーザーの横にあるチェックボックスをオンにします。
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6. [ポリシーのアタッチ] を選択します。

これで IAM テストユーザーにポリシーがアタッチされました。これは、ユーザーが読み取り専用アクセス
許可で IAM コンソールにアクセスできることを意味します。

ステップ 3: ユーザーアクセスのテスト
このチュートリアルでは、テストユーザーとしてサインインしてアクセスをテストし、ユーザーの体験を
確認できるようにすることをお勧めします。

テストユーザーにサインインしてアクセスをテストするには

1. PolicyUser テストユーザーを使用して、https：//console.aws.amazon.com/iam/で IAM コンソール
にサインインします。

2. コンソールのページを参照して、新しいユーザーまたはグループを作成します。PolicyUser はデー
タを表示できますが、IAM データを作成したり既存のデータを変更したりできなくなっています。

関連リソース
IAM ユーザーガイド の関連情報については、以下の関連リソースを参照してください。

• 管理ポリシーとインラインポリシー (p. 427)
• AWS Management Console への IAM ユーザーアクセスのコントロール (p. 79)

概要
これで、カスタマー管理ポリシーを作成してアタッチするために必要なすべてのステップが完了しまし
た。その結果、テストアカウントで IAM コンソールにサインインして、ユーザーのエクスペリエンスがど
のように表示されるかを確認できます。

IAM チュートリアル: タグに基づいて AWS リソー
スにアクセスするためのアクセス許可を定義する

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略です。
これらの属性は、AWS でタグと呼ばれています。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を
含む IAM リソースと、AWS リソースにアタッチできます。タグ条件キーを使用して、タグに基づいてプ
リンシパルにアクセス許可を付与するポリシーを定義できます。タグを使用して AWS リソースへのアク
セスを制御すると、AWS ポリシーの変更を減らしてチームとリソースを拡張できます。ABAC ポリシー
は、個々のリソースをリストする従来の AWS ポリシーよりも柔軟性があります。ABAC の詳細と、従来
のポリシーに対する利点については、「AWS の ABAC とは (p. 17)」を参照してください。

Note

セッションタグごとに 1 つの値を渡す必要があります。AWS Security Token Service は、複数値
を持つセッションタグをサポートしていません。

トピック
• チュートリアルの概要 (p. 48)
• 前提条件 (p. 49)
• ステップ 1: テストユーザーを作成する (p. 49)
• ステップ 2: ABAC ポリシーを作成する (p. 51)
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• ステップ 3: ロールを作成する (p. 53)
• ステップ 4: シークレットの作成をテストする (p. 54)
• ステップ 5: シークレットの表示をテストする (p. 56)
• ステップ 6: スケーラビリティをテストする (p. 57)
• ステップ 7: シークレットの更新と削除をテストする (p. 58)
• 概要 (p. 59)
• 関連リソース (p. 59)
• IAM チュートリアル: ABAC で SAML セッションタグを使用する (p. 60)

チュートリアルの概要
このチュートリアルでは、プリンシパルタグを持つ IAM ロールが、一致するタグを持つリソースにアク
セスすることを許可するポリシーを作成およびテストする方法を示します。プリンシパルが AWS にリク
エストを行うと、プリンシパルとリソースタグが一致するかどうかに基づいてアクセス許可が付与されま
す。この戦略により、個人は自分のジョブに必要な AWS リソースのみを表示または編集できます。

シナリオ

Example Corporation という大企業のリーダー開発者であり、経験豊富な IAM 管理者であるとしま
す。IAM ユーザー、ロール、ポリシーの作成と管理に精通しています。開発エンジニアと品質保証チーム
のメンバーが、必要なリソースにアクセスできるようにする必要があります。また、企業の成長に合わせ
てスケールする戦略も必要です。

AWS リソースタグと IAM ロールプリンシパルタグを使用して、AWS Secrets Manager で始まるサービ
スをサポートする ABAC 戦略を実装することを選択します。タグに基づく認証をサポートするサービスに
ついては、「IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)」を参照してください。各サービスのアクショ
ンおよびリソースを含むポリシーで使用できるタグ付け条件キーについては、「AWS のサービスのアク
ション、リソース、および条件キー」を参照してください。セッションタグ (p. 346)を AWS に渡すよう 
SAML ベースまたはウェブ ID プロバイダーを設定できます。従業員が AWS にフェデレートすると、その
属性が AWS で結果のプリンシパルに適用されます。その後、ABAC を使用して、これらの属性に基づい
てアクセス許可を許可または拒否できます。SAML フェデレーティッド ID でのセッションタグの使用とこ
のチュートリアルとの違いについては、「IAM チュートリアル: ABAC で SAML セッションタグを使用す
る (p. 60)」を参照してください。

エンジニアリングおよび品質保証チームのメンバーは、[Pegasus] または [Unicorn] のいずれかのプロジェ
クトに参加しています。次の 3 文字のプロジェクトおよびチームタグ値を選択します。

• access-project = [Pegasus] プロジェクトの場合は peg
• access-project = [Unicorn] プロジェクト場合は uni
• access-team = エンジニアリングチームの場合は eng
• access-team = 品質保証チームの場合は qas

また、カスタム AWS 請求レポートを有効にするために、cost-center コスト配分タグを要求すること
を選択します。詳細については、AWS Billing and Cost Managementユーザーガイド の「コスト配分タグ
の使用」をご参照ください。

主要な機能の概要

• 従業員は、 ユーザー認証情報を使用してサインインし、チームとプロジェクトの IAM ロールを引き受け
ます。会社に独自の ID システムがある場合は、従業員が IAM ユーザーなしでロールを引き受けること
ができるようにフェデレーションを設定できます。詳細については、「IAM チュートリアル: ABAC で 
SAML セッションタグを使用する (p. 60)」を参照してください。

• すべてのロールに同じポリシーがアタッチされます。アクションは、タグに基づいて許可または拒否さ
れます。
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• 従業員は、ロールに適用される同じタグをリソースにアタッチする場合に限り、新しいリソースを作成
できます。これにより、従業員は作成後にリソースを表示できます。管理者は、新しいリソースの ARN 
を使用してポリシーを更新する必要がなくなりました。

• 従業員は、プロジェクトに関係なく、チームが所有するリソースを読み取ることができます。
• 従業員は、自分のチームとプロジェクトが所有するリソースを更新および削除できます。
• IAM 管理者は、新しいプロジェクトに新しいロールを追加できます。新しい IAM ユーザーを作成してタ

グ付けし、適切なロールへのアクセスを許可できます。管理者は、新しいプロジェクトまたはチームメ
ンバーをサポートするためにポリシーを編集する必要はありません。

このチュートリアルでは、各リソースにタグ付けし、プロジェクトロールにタグ付けして、前
述の動作を許可するポリシーをロールに追加します。結果として得られるポリシーではロール
Create、Read、Update、およびDelete は、同じプロジェクトタグとチームタグが付けられたリソース
へのアクセスを許可します。このポリシーでは、同じチームでタグ付けされたリソースに対するクロスプ
ロジェクト Read アクセスも許可されます。

前提条件
このチュートリアルのステップを実行するには、以下を持っている必要があります:

• 管理者アクセス許可を持つユーザーとしてサインインできる AWS アカウント。
• ステップ 3 でロールを作成するために使用する 12 桁のアカウント ID。

AWS Management Consoleで AWS アカウント ID 番号を確認するには、ナビゲーションバーの右上に
ある [サポート] を選択してから、[サポートセンター] を選択します。左側のナビゲーションペインにア
カウント番号 (ID) が表示されます。

• AWS Management Console での IAM ユーザー、ロール、ポリシーの作成と編集の経験。ただし、IAM 
管理プロセスの記憶にサポートが必要な場合は、このチュートリアルでは、ステップバイステップの手
順を参照できるリンクを提供します。

ステップ 1: テストユーザーを作成する
テストでは、同じタグでロールを引き受けるアクセス許可を持つ 4 人の IAM ユーザーを作成します。これ
により、チームにユーザーを追加しやすくなります。ユーザーにタグを付けると、ユーザーは正しいロー
ルを引き受けるためのアクセス権を自動的に取得します。ユーザーが 1 つのプロジェクトとチームのみで
作業する場合、ロールの信頼ポリシーにユーザーを追加する必要はありません。

1. そのために、次のカスタマー管理ポリシーを access-assume-role という名前で作成しま
す。JSON ポリシーの作成の詳細については、「IAM ポリシーの作成 (p. 515)」を参照してくださ
い。

ABAC ポリシー: すべての ABAC ロールを引き受けるが、ユーザーとロールタグが一致する場合のみ
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次のポリシーでは、ユーザーは、 access- 名前プレフィックスを持つアカウント内の任意のロール
を引き受けることを許可します。ロールには、ユーザーと同じプロジェクト、チーム、およびコスト
センタータグでタグ付けする必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "TutorialAssumeRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/access-*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:ResourceTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-
project}", 
                    "iam:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}", 
                    "iam:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

このチュートリアルを多数のユーザーにスケールするには、ポリシーをグループにアタッチし、各
ユーザーをグループに追加します。詳細については、IAM ユーザーグループの作成 (p. 177) および
IAM グループへのユーザーの追加と削除 (p. 179) を参照してください。

2. 以下の IAM ユーザーを作成し、access-assume-role アクセス許可ポリシーをアタッチして、以
下のタグを追加します。新しいユーザーの作成とタグ付けの詳細については、「IAM ユーザーの作成
（コンソール） (p. 76)」を参照してください。

ABAC ユーザー

[User name] (ユーザー名) ユーザータグ

access-Arnav-peg-eng access-project = peg

access-team = eng

cost-center = 987654

access-Mary-peg-qas access-project = peg

access-team = qas

cost-center = 987654

access-Saanvi-uni-eng access-project = uni

access-team = eng

cost-center = 123456

access-Carlos-uni-qas access-project = uni

access-team = qas

cost-center = 123456
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ステップ 2: ABAC ポリシーを作成する
access-same-project-team という名前の次のポリシーを作成します。このポリシーは、後のステッ
プでロールに追加します。JSON ポリシーの作成の詳細については、「IAM ポリシーの作成 (p. 515)」を
参照してください。

このチュートリアルに適応できるその他のポリシーについては、以下のページを参照してください。

• IAM プリンシパルへのアクセスの制御 (p. 455)
• Amazon EC2: プログラムおよびコンソールでユーザーがタグ付けされた EC2 インスタンスの起動や停

止を許可する (p. 483)
• EC2: 一致するプリンシパルタグとリソースタグに基づいてインスタンスを開始または停止す

る (p. 484)
• EC2: タグに基づくインスタンスの開始または停止 (p. 484)
• IAM: 特定のタグを持つロールを引き受ける (p. 489)

ABAC ポリシー: プリンシパルとリソースタグが一致する場合にのみ Access Secrets Manager リソースに
アクセスする

次のポリシーでは、リソースの作成、読み取り、編集、削除をプリンシパルに許可しますが、それらのリ
ソースにプリンシパルと同じキーと値のペアがタグ付けされている場合に限ります。プリンシパルがリ
ソースを作成するときに、プリンシパルのタグに一致する値を持つaccess-project、access-team、
および cost-center タグを追加する必要があります。このポリシーでは、オプションの Name または
OwnedBy タグの追加も許可されます。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
     { 
         "Sid": "AllActionsSecretsManagerSameProjectSameTeam", 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "secretsmanager:*", 
         "Resource": "*", 
         "Condition": { 
             "StringEquals": { 
                 "aws:ResourceTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-project}", 
                 "aws:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}", 
                 "aws:ResourceTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}" 
             }, 
             "ForAllValues:StringEquals": { 
                 "aws:TagKeys": [ 
                     "access-project", 
                     "access-team", 
                     "cost-center", 
                     "Name", 
                     "OwnedBy" 
                 ] 
             }, 
             "StringEqualsIfExists": { 
                 "aws:RequestTag/access-project": "${aws:PrincipalTag/access-project}", 
                 "aws:RequestTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}", 
                 "aws:RequestTag/cost-center": "${aws:PrincipalTag/cost-center}" 
             } 
         } 
     }, 
     { 
         "Sid": "AllResourcesSecretsManagerNoTags", 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
             "secretsmanager:GetRandomPassword", 
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             "secretsmanager:ListSecrets" 
         ], 
         "Resource": "*" 
     }, 
     { 
         "Sid": "ReadSecretsManagerSameTeam", 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
             "secretsmanager:Describe*", 
             "secretsmanager:Get*", 
             "secretsmanager:List*" 
         ], 
         "Resource": "*", 
         "Condition": { 
             "StringEquals": { 
                 "aws:ResourceTag/access-team": "${aws:PrincipalTag/access-team}" 
             } 
         } 
     }, 
     { 
         "Sid": "DenyUntagSecretsManagerReservedTags", 
         "Effect": "Deny", 
         "Action": "secretsmanager:UntagResource", 
         "Resource": "*", 
         "Condition": { 
             "ForAnyValue:StringLike": { 
                 "aws:TagKeys": "access-*" 
             } 
         } 
     }, 
     { 
         "Sid": "DenyPermissionsManagement", 
         "Effect": "Deny", 
         "Action": "secretsmanager:*Policy", 
         "Resource": "*" 
     } 
 ]
}

このポリシーで行うこと

• AllActionsSecretsManagerSameProjectSameTeam ステートメントは、リソースタグがプリン
シパルタグと一致する場合のみ、関連するすべてのリソースでこのサービスのすべてのアクションを
許可します。"Action": "secretsmanager:*" をポリシーに追加することで、ポリシーは Secrets 
Manager が大きくなるにつれて大きくなります。Secrets Manager が新しい API オペレーションを追加
する場合、そのアクションをステートメントに追加する必要はありません。ステートメントは、3 つの
条件ブロックを使用して ABAC を実装します。リクエストは、3 つのブロックすべてが true を返す場合
にのみ許可されます。
• 指定されたタグキーがリソースに存在し、その値がプリンシパルのタグと一致する場合、このステー

トメントの最初の条件ブロックは true を返します。このブロックは、一致しないタグ、またはリ
ソースタグ付けをサポートしていないアクションに対して false を返します。このブロックで許可
されていないアクションについては、「AWS Secrets Manager のアクション、リソース、および条
件キー」を参照してください。このページは、[Secret] リソースタイプで実行されるアクションが
secretsmanager:ResourceTag/tag-key 条件キーをサポートしていることを示しています。一
部の Secrets Manager アクションでは、GetRandomPassword や ListSecrets など、そのリソー
スタイプをサポートしません。これらのアクションを許可するには、追加のステートメントを作成す
る必要があります。

• 2 番目の条件ブロックは、リクエストで渡されたすべてのタグキーが指定されたリストに含まれてい
る場合に true を返します。これは、 StringEquals 条件演算子とともに ForAllValues を使用し
て行われます。キーまたはキーのセットのサブセットが渡されない場合、条件は true を返します。こ
れにより、リクエストでタグを渡すことを許可しない Get* オペレーションが可能になります。リク

52

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/list_awssecretsmanager.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/list_awssecretsmanager.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/list_awssecretsmanager.html#awssecretsmanager-resources-for-iam-policies
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/list_awssecretsmanager.html#awssecretsmanager-actions-as-permissions


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ステップ 3: ロールを作成する

エスタにリストにないタグキーが含まれている場合、条件は false を返します。リクエストで渡され
るすべてのタグキーは、このリストのメンバーと一致する必要があります。詳細については、「複数
のキーバリューの使用 (p. 1206)」を参照してください。

• 3 番目の条件ブロックは、リクエストでタグの受け渡しがサポートされている場合、3 つすべてのタ
グが存在する場合、およびプリンシパルタグの値に一致する場合に true を返します。このブロック
は、リクエストがタグの受け渡しをサポートしていない場合も true を返します。これは、条件演算子
の ...IfExists (p. 1203) のおかげです。ブロックは、それをサポートするアクション中に渡され
たタグがない場合、またはタグのキーと値が一致しない場合、false を返します。

• AllResourcesSecretsManagerNoTags ステートメントでは、最初のステートメントでは許可されて
いない GetRandomPassword および ListSecrets アクションを許可します。

• ReadSecretsManagerSameTeam ステートメントは、プリンシパルがリソースと同じアクセスチーム
タグでタグ付けされている場合、読み取り専用オペレーションを許可します。これは、プロジェクトま
たはコストセンタータグに関係なく許可されます。

• DenyUntagSecretsManagerReservedTags ステートメントは、Secrets Manager から「access-」
で始まるキーを持つタグを削除するリクエストを拒否します。これらのタグはリソースへのアクセスを
制御するために使用されるため、タグを削除するとアクセス許可が削除される可能性があります。

• DenyPermissionsManagement ステートメントは、Secrets Manager リソースベースのポリシーを作
成、編集、または削除することを拒否します。これらのポリシーは、シークレットのアクセス許可を変
更するために使用できます。

Important

このポリシーでは、サービスに対するすべてのアクションを許可する戦略が使用されますが、ア
クセス許可を変更するアクションは明示的に拒否されます。アクションを拒否すると、プリン
シパルがそのアクションの実行を許可する他のポリシーよりも優先されます。これにより、意図
しない結果が生じる可能性があります。ベストプラクティスとして、明示的な拒否は、そのアク
ションを許可する状況がない場合にのみ使用します。それ以外の場合、個々のアクションのリス
トを許可し、不要なアクションはデフォルトで拒否されます。

ステップ 3: ロールを作成する
以下の IAM ロールを作成し、前のステップで作成した access-same-project-team ポリシーをアタッ
チします。IAM ロールの作成の詳細については、「IAM ユーザーにアクセス許可を委任するロールの作
成 (p. 254)」を参照してください。IAM ユーザーとロールの代わりにフェデレーションを使用する場合
は、「IAM チュートリアル: ABAC で SAML セッションタグを使用する (p. 60)」を参照してください。

ABAC ロール

ジョブ関数 ロールタグ ロール名 ロールの説明

プロジェクト 
Pegasus エン
ジニアリング

access-project = peg

access-team = eng

cost-center = 987654

access-peg-
engineering

エンジニアがすべてのエンジ
ニアリングリソースを読み取
り、Pegasus エンジニアリング
リソースを作成および管理でき
るようにします。

プロジェクト 
Pegasus 品質
保証

access-project = peg

access-team = qas

cost-center = 987654

access-peg-
quality-
assurance

QA チームがすべての QA リ
ソースを読み取り、すべての 
Pegasus QA リソースを作成およ
び管理できるようにします。

プロジェクト 
Unicorn エンジ
ニアリング

access-project = uni

access-team = eng

access-uni-
engineering

エンジニアがすべてのエンジ
ニアリングリソースを読み取
り、Unicorn のエンジニアリング
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ジョブ関数 ロールタグ ロール名 ロールの説明
cost-center = 123456 リソースを作成および管理でき

るようにします。

プロジェクト 
Unicorn 品質保
証

access-project = uni

access-team = qas

cost-center = 123456

access-uni-
quality-
assurance

QA チームがすべての QA リソー
スを読み取り、すべての Unicorn 
QA リソースを作成および管理で
きるようにします。

ステップ 4: シークレットの作成をテストする
ロールにアタッチされたアクセス許可ポリシーにより、従業員はシークレットを作成できます。これは、
シークレットがプロジェクト、チーム、およびコストセンターでタグ付けされている場合にのみ許可され
ます。ユーザーとしてサインインし、正しいロールを引き受け、Secrets Manager でアクティビティをテ
ストすることで、アクセス許可が想定どおりに機能していることを確認します。

必要なタグがある場合とない場合のシークレットの作成をテストするには

1. IAM のユーザー、ロール、ポリシーを確認できるように、メインブラウザウィンドウで、管理者ユー
ザーとしてサインインしたままにします。テストには、ブラウザの匿名ウィンドウまたは別のブラウ
ザを使用します。そこに、access-Arnav-peg-eng IAM ユーザーをとしてサインインし、https:// 
console.aws.amazon.com/secretsmanager/ で Secrets Manager コンソールを 開きます。

2. access-uni-engineering ロールへの切り替えを試みます。AWS Management Console でのロー
ルの切り替えの詳細については、「ロールの切り替え (コンソール) (p. 287)」を参照してください。

このオペレーションは、access-Arnav-peg-eng ユーザーおよび access-uni-engineering
ロールで access-project および cost-center タグ値が一致しないため失敗します。

3. access-peg-engineering ロールに切り替えます。AWS Management Console でのロールの切り
替えの詳細については、「ロールの切り替え (コンソール) (p. 287)」を参照してください。

4. 以下の情報を使用して新しいシークレットを保存します。シークレットを保存する方法については、
「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「基本的なシークレットの作成」を参照してください。

1. [Select secret type (シークレットタイプの選択)] セクションで、[Other type of secrets (他の種類
のシークレット)] を選択します。2 つのテキストボックスに、「test-access-key」と「test-
access-secret」と入力します。

特定の AWS サービスの認証情報を保存するには、追加のアクセス許可が必要です。例え
ば、Amazon RDS データベースの認証情報を作成するには、RDS インスタンス、RDS クラス
ター、Amazon Redshift クラスターを記述するアクセス許可が必要です。

2. [Secret name (シークレット名)] フィールドに「test-access-peg-eng」と入力します。
3. 次の表から異なるタグの組み合わせを追加し、想定される動作を確認します。
4. [Store (保存)] を選択して、シークレットの作成を試みます。ストレージに障害が発生した場合は、

前の Secrets Manager コンソールページに戻り、以下のテーブルから次のタグセットを使用しま
す。最後のタグセットは許可され、シークレットを正常に作成します。
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test-access-peg-eng ロールの ABAC タグの組み合わせ

access-
project タ
グ値

access-
team タグ値

cost-
center タグ
値

追加のタグ 予想される動作

(none) (none) (none) (none) access-project タグの値が peg の
ロールの値と一致しないため、拒否さ
れました。

uni eng 987654 (none) access-project タグの値が peg の
ロールの値と一致しないため、拒否さ
れました。

peg qas 987654 (none) access-team タグの値が eng のロー
ルの値と一致しないため、拒否されま
した。

peg eng 123456 (none) cost-center タグの値が 987654 の
ロールの値と一致しないため、拒否さ
れました。

peg eng 987654 owner =
Jane

3 つの必須タグがすべて存在し、その
値がロールの値と一致しても、ポリ
シーで追加のタグ owner が許可され
ないため、拒否されます。

peg eng 987654 Name =
Jane

3 つの必須タグがすべて存在し、その
値がロールの値と一致しているため許
可されます。オプションの Name タグ
を含めることもできます。

5. サインアウトし、以下の各ロールとタグ値について、この手順の最初の 3 つのステップを繰り返しま
す。この手順の 4 番目のステップでは、欠落しているタグ、オプションのタグ、許可されていない
タグ、無効なタグ値のセットをテストします。次に、必要なタグを使用して、次のタグと名前を持つ
シークレットを作成します。

ABAC ロールとタグ

[User name] (ユーザー
名)

ロール名 シークレット名 シークレットタグ

access-Mary-peg-
qas

access-peg-
quality-assurance

test-access-peg-
qas

access-project =
peg

access-team = qas

cost-center =
987654

access-Saanvi-
uni-eng

access-uni-
engineering

test-access-uni-
eng

access-project =
uni

access-team = eng

cost-center =
123456
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[User name] (ユーザー
名)

ロール名 シークレット名 シークレットタグ

access-Carlos-
uni-qas

access-uni-
quality-assurance

test-access-uni-
qas

access-project =
uni

access-team = qas

cost-center =
123456

ステップ 5: シークレットの表示をテストする
各ロールにアタッチしたポリシーにより、従業員はプロジェクトに関係なく、チーム名でタグ付けされた
シークレットを表示できます。Secrets Manager でロールをテストして、アクセス許可が想定どおりに動
作していることを確認します。

必要なタグがある場合とない場合のシークレットの表示をテストするには

1. 次のいずれかの IAM ユーザーとしてサインインします。

• access-Arnav-peg-eng
• access-Mary-peg-qas
• access-Saanvi-uni-eng
• access-Carlos-uni-qas

2. 一致するロールに切り替えます。

• access-peg-engineering
• access-peg-quality-assurance
• access-uni-engineering
• access-uni-quality-assurance

AWS Management Console でのロールの切り替えの詳細については、「ロールの切り替え (コンソー
ル) (p. 287)」を参照してください。

3. 左側のナビゲーションペインで、メニューアイコンを選択してメニューを展開し、[Secrets (シーク
レット)]を選択します。

4. 現在のロールに関係なく、テーブルに 4 つのシークレットすべてが表示されます。これ
は、access-same-project-team という名前のポリシーですべてのリソースに対して
secretsmanager:ListSecrets アクションが許可されるためです。

5. いずれかのシークレットの名前を選択します。
6. シークレットの詳細ページで、ロールのタグによって、ページのコンテンツを表示できるかどう

かが決まります。ロールの名前とシークレットの名前を比較します。同じチーム名を共有する場
合、access-team タグは一致します。一致しない場合、アクセスは拒否されます。

各ロールの ABAC シークレット表示動作

ロール名 シークレット名 予想される動作

test-access-peg-eng 許可

test-access-peg-qas 拒否

access-peg-engineering

test-access-uni-eng 許可
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ロール名 シークレット名 予想される動作

test-access-uni-qas 拒否

test-access-peg-eng 拒否

test-access-peg-qas 許可

test-access-uni-eng 拒否

access-peg-quality-
assurance

test-access-uni-qas 許可

test-access-peg-eng 許可

test-access-peg-qas 拒否

test-access-uni-eng 許可

access-uni-engineering

test-access-uni-qas 拒否

test-access-peg-eng 拒否

test-access-peg-qas 許可

test-access-uni-eng 拒否

access-uni-quality-
assurance

test-access-uni-qas 許可

7. ページの上部にあるパンくずリストから、[Secrets (シークレット)] を選択してシークレットのリスト
に戻ります。異なるロールを使用して、この手順のステップを繰り返し、各シークレットを表示でき
るかどうかをテストします。

ステップ 6: スケーラビリティをテストする
ロールベースのアクセスコントロール (RBAC) よりも属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) を使
用する重要な理由は、スケーラビリティです。会社が新しいプロジェクト、チーム、または人員を AWS 
に追加する場合、ABAC 主導のポリシーを更新する必要はありません。例えば、Example Company が 
[Centaur] という名前の新しいプロジェクトに資金を提供しているとします。Saanvi Sarkar というエ
ンジニアが [Centaur] のリードエンジニアとなり、[ユニコーン] プロジェクトに取り組んでいます。ま
た、Saanvi は Peg プロジェクトの作業も確認します。また、Nikhil Jayashankar をはじめ、[Centaur] プ
ロジェクトのみに取り組む新しく採用されたエンジニアもいます。

新しいプロジェクトを AWS に追加するには

1. IAM 管理者ユーザーとしてサインインし、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/。
2. 左側のナビゲーションペインで、[ロール] を選択し、access-cen-engineering という名前の IAM 

ロールを追加します。access-same-project-team アクセス許可ポリシーをロールにアタッチ
し、次のタグを追加します。

• access-project = cen
• access-team = eng
• cost-center = 101010

3. 左側のナビゲーションペインで、[ユーザー] を選択します。
4. access-Nikhil-cen-eng という名前の新しいユーザーを追加し、access-assume-role という

名前のポリシーをアタッチします。
5. 「ステップ 4: シークレットの作成をテストする (p. 54)」および「ステップ 5: シークレットの表示

をテストする (p. 56)」の手順を使用します。別のブラウザウィンドウで、Nikhil が [Centaur] エン
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ジニアリングシークレットのみを作成できること、および Nikhil がすべてのエンジニアリングシーク
レットを表示できることをテストします。

6. 管理者としてサインインしたメインブラウザウィンドウで、ユーザー access-Saanvi-uni-eng を
選択します。

7. [Permissions (アクセス許可)] タブで、[access-assume-role] アクセス許可ポリシーを削除します。
8. access-assume-specific-roles という名前の次のインラインポリシーを追加します。ユーザー

へのインラインポリシーの追加の詳細については、「ユーザーまたはロールのインラインポリシーを
埋め込むには (コンソール) (p. 534)」を参照してください。

ABAC ポリシー: 特定のロールのみ継承する

このポリシーでは、Saanvi が Pegasus または Centaur プロジェクトのエンジニアリングロールを引
き受けることを許可します。IAM は複数値タグをサポートしていないため、このカスタムポリシーを
作成する必要があります。Saanvi のユーザーに access-project = peg および access-project
= cen のタグを付けることはできません。さらに、AWS 認証モデルが両方の値に一致することはでき
ません。詳細については、「IAM および AWS STS でのタグ付けの規則 (p. 328)」を参照してくだ
さい。代わりに、引き受けることができる 2 つのロールを手動で指定する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "TutorialAssumeSpecificRoles", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::123456789012:role/access-peg-engineering", 
                "arn:aws:iam::123456789012:role/access-cen-engineering" 
            ] 
        } 
    ]
}

9. 「ステップ 4: シークレットの作成をテストする (p. 54)」および「ステップ 5: シークレットの表示
をテストする (p. 56)」の手順を使用します。別のブラウザウィンドウで、Saanvi が両方のロール
を引き受けることができることを確認します。ロールのタグに応じて、プロジェクト、チーム、およ
びコストセンターのみのシークレットを作成できることを確認します。また、作成したばかりのシー
クレットを含め、エンジニアリングチームが所有するすべてのシークレットに関する詳細を表示でき
ることを確認します。

ステップ 7: シークレットの更新と削除をテストする
ロールにアタッチされた access-same-project-team ポリシーにより、従業員はプロジェクト、チー
ム、コストセンターでタグ付けされたシークレットを更新および削除できます。Secrets Manager でロー
ルをテストして、アクセス許可が想定どおりに動作していることを確認します。

必要なタグの有無にかかわらず、シークレットの更新と削除をテストするには

1. 次のいずれかの IAM ユーザーとしてサインインします。

• access-Arnav-peg-eng
• access-Mary-peg-qas
• access-Saanvi-uni-eng
• access-Carlos-uni-qas
• access-Nikhil-cen-eng

2. 一致するロールに切り替えます。
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• access-peg-engineering
• access-peg-quality-assurance
• access-uni-engineering
• access-peg-quality-assurance
• access-cen-engineering

AWS Management Console でのロールの切り替えの詳細については、「ロールの切り替え (コンソー
ル) (p. 287)」を参照してください。

3. ロールごとに、シークレットの説明を更新し、次のシークレットを削除してみてください。詳細につ
いては、「AWS Secrets Manager ユーザーガイド」の「シークレットの変更」および「シークレット
の削除と復元」を参照してください。

各ロールの ABAC シークレットの更新と削除動作

ロール名 シークレット名 予想される動作

test-access-peg-eng 許可

test-access-uni-eng 拒否

access-peg-engineering

test-access-uni-qas 拒否

test-access-peg-qas 許可access-peg-quality-
assurance

test-access-uni-eng 拒否

test-access-uni-eng 許可access-uni-engineering

test-access-uni-qas 拒否

access-peg-quality-
assurance

test-access-uni-qas 許可

概要
これで、属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) のタグを使用するために必要なすべてのステップが
正常に完了しました。タグ付け戦略を定義する方法を学びました。この戦略をプリンシパルとリソースに
適用しました。Secrets Manager の戦略を適用するポリシーを作成して適用しました。また、ABAC は、
新しいプロジェクトやチームメンバーを追加すると簡単にスケールできることも学びました。その結果、
テストロールを使用して IAM コンソールにサインインし、AWS で ABAC のタグを使用する方法を体験で
きます。

Note

特定の条件下でのみアクションを許可するポリシーを追加しました。より広範なアクセス許可を
持つユーザーまたはロールに別のポリシーを適用する場合、アクションはタグ付けを必要とする
だけではないことがあります。例えば、AdministratorAccess AWS 管理ポリシーを使用して
ユーザーに完全な管理アクセス許可を付与しても、これらのポリシーではそのアクセスが制限さ
れません。複数のポリシーが関係する場合のアクセス許可の決定方法の詳細については、「アカ
ウント内でのリクエストの許可または拒否の決定 (p. 1223)」を参照してください。

関連リソース
IAM ユーザーガイド の関連情報については、以下の関連リソースを参照してください。
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• AWS の ABAC とは (p. 17)
• AWS グローバル条件コンテキストキー (p. 1253)
• IAM ユーザーの作成（コンソール） (p. 76)
• IAM ユーザーにアクセス許可を委任するロールの作成 (p. 254)
• IAM リソースのタグ付け (p. 327)
• タグを使用した AWS リソースへのアクセスの制御 (p. 456)
• ロールの切り替え (コンソール) (p. 287)
• IAM チュートリアル: ABAC で SAML セッションタグを使用する (p. 60)

アカウントのタグをモニタリングする方法については、「サーバーレスワークフローおよび Amazon 
CloudWatch Events を使用して AWS リソースでタグの変更を監視する」を参照してください。

IAM チュートリアル: ABAC で SAML セッションタグ
を使用する
属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、これらの属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) 
を含む IAM リソースと、AWS リソースにアタッチできます。エンティティが AWS へのリクエストを行
うために使用されると、エンティティはプリンシパルになり、プリンシパルにはタグが含まれます。

ロールを引き受けるとき、またはユーザーをフェデレートするときに セッションタグ (p. 346) を渡すこ
ともできます。その後、タグ条件キーを使用して、タグに基づいてプリンシパルにアクセス許可を付与す
るポリシーを定義できます。タグを使用して AWS リソースへのアクセスを制御すると、AWS ポリシーの
変更を減らしてチームとリソースを拡張できます。ABAC ポリシーは、個々のリソースをリストする従来
の AWS ポリシーよりも柔軟性があります。ABAC の詳細と、従来のポリシーに対する利点については、
「AWS の ABAC とは (p. 17)」を参照してください。

会社で SAML ベースの ID プロバイダー (IdP) を使用して企業ユーザー ID を管理する場合は、SAML 属
性を使用して、AWS のきめ細かなアクセス制御を行うことができます。属性には、コストセンター ID、
ユーザーの E メールアドレス、部門分類、およびプロジェクト割り当てを含めることができます。これら
の属性をセッションタグとして渡すと、これらのセッションタグに基づいて AWS へのアクセスを制御で
きます。

SAML 属性をセッションプリンシパルに渡して ABAC チュートリアル (p. 47) を完了するには、このト
ピックに含まれる変更を使用して「IAM チュートリアル: タグに基づいて AWS リソースにアクセスするた
めのアクセス許可を定義する (p. 47)」のタスクを実行します。

前提条件
ABAC で SAML セッションタグを使用するステップを実行するには、次のものが必要です。

• 特定の属性を持つテストユーザーを作成できる SAML ベースの IdP へのアクセス。
• 管理者アクセス許可を持つユーザーとしてサインインできること。
• AWS Management Console での IAM ユーザー、ロール、ポリシーの作成と編集の経験。ただし、IAM 

管理プロセスの記憶にサポートが必要な場合は、ABAC チュートリアルでは、ステップバイステップの
手順を参照できるリンクを提供します。

• IAM で SAML ベースの IdP を設定した経験があります。詳細および詳細 IAM ドキュメントへのリンク
を表示するには、「AssumeRoleWithSAML を使用したセッションタグの受け渡し (p. 351)」を参照し
てください。
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ステップ 1: テストユーザーを作成する
ステップ 1: テストユーザーを作成する (p. 49) の手順に従います。ID はプロバイダーで定義されるた
め、従業員の IAM ユーザーを追加する必要はありません。

ステップ 2: ABAC ポリシーを作成する
ステップ 2: ABAC ポリシーを作成する (p. 51) の手順に従って、IAM で指定した管理ポリシーを作成し
ます。

ステップ 3: SAML ロールを作成して設定する
SAML の ABAC チュートリアルを使用する場合は、追加のステップを実行し、ロールを作成しま
す。SAML IdP を設定し、AWS Management Console アクセスを有効にする必要があります。詳細につい
ては、「ステップ 3: ロールを作成する (p. 53)」を参照してください。

ステップ 3A: SAML ロールを作成する

SAML ID プロバイダーと、ステップ 1 で作成した test-session-tags ユーザーを信頼する 1 つの
ロールを作成します。ABAC チュートリアルでは、異なるロールタグを持つ個別のロールを使用しま
す。SAML IdP からセッションタグを渡すため、必要なロールは 1 つだけです。SAML ベースのロールを
作成する方法については、「SAML 2.0 フェデレーション用のロールの作成 (コンソール) (p. 272)」を参
照してください。

ロールに access-session-tags という名前を付けます。access-same-project-team アクセス許
可ポリシーをロールにアタッチします。ロールの信頼ポリシーを編集して、次のポリシーを使用します。
ロールの信頼関係を編集する方法の詳細については、「ロールの修正 (コンソール) (p. 309)」を参照して
ください。

次のロール信頼ポリシーでは、SAML ID プロバイダーと test-session-tags ユーザーがロールを引き
受けることができます。ロールを引き受けるときは、指定した 3 つのセッションタグを渡す必要がありま
す。sts:TagSession アクションは、セッションタグを渡すことを許可するために必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowSamlIdentityAssumeRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sts:AssumeRoleWithSAML", 
                "sts:TagSession" 
            ], 
            "Principal": {"Federated":"arn:aws:iam::123456789012:saml-
provider/ExampleCorpProvider"}, 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:RequestTag/cost-center": "*", 
                    "aws:RequestTag/access-project": "*", 
                    "aws:RequestTag/access-team": [ 
                        "eng", 
                        "qas" 
                    ] 
                }, 
                "StringEquals": {"SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"} 
            } 
        } 
    ]
}
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この AllowSamlIdentityAssumeRoleステートメントにより、エンジニアリングチームおよび品質保
証チームのメンバーは、Example Corporation IdP から AWS にフェデレーションするときに、このロー
ルを引き受けることができます。ExampleCorpProvider SAML プロバイダーは IAM で定義されてい
ます。管理者は、必要な 3 つのセッションタグを渡すように SAML アサーションをすでに設定していま
す。アサーションは追加のタグを渡すことができますが、これら 3 つは存在する必要があります。ID の
属性は、cost-center タグと access-project タグに対して任意の値を持つことができます。ただ
し、access-team 属性値は、ID がエンジニアリングチームまたは品質保証チームにあることを示す eng
か qas に一致する必要があります。

ステップ 3B: SAML IdP を設定する

cost-center、access-project、access-team の各属性をセッションタグとして渡すように SAML 
IdP を設定します。詳細については、「AssumeRoleWithSAML を使用したセッションタグの受け渡
し (p. 351)」を参照してください。

これらの属性をセッションタグとして渡すには、SAML アサーションに以下の要素を含めます。

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:cost-center"> 
  <AttributeValue>987654</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:access-project"> 
  <AttributeValue>peg</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:access-team"> 
  <AttributeValue>eng</AttributeValue>
</Attribute>

ステップ 3C: コンソールアクセスを有効にする

フェデレーティッド SAML ユーザーのコンソールアクセスを有効にします。詳細については、「SAML 
2.0 フェデレーティッドユーザーが AWS Management Consoleにアクセス可能にする (p. 232)」を参照
してください。

ステップ 4: シークレットの作成をテストする
access-session-tags ロールを使用して AWS Management Console にフェデレートします。詳細に
ついては、「SAML 2.0 フェデレーティッドユーザーが AWS Management Consoleにアクセス可能にす
る (p. 232)」を参照してください。次に、ステップ 4: シークレットの作成をテストする (p. 54) の
手順に従ってシークレットを作成します。属性を持つ異なる SAML ID を使用して、ABAC チュートリア
ルで示されているタグと一致させます。詳細については、「ステップ 4: シークレットの作成をテストす
る (p. 54)」を参照してください。

ステップ 5: シークレットの表示をテストする
ステップ 5: シークレットの表示をテストする (p. 56) の手順に従って、前のステップで作成したシーク
レットを表示します。属性を持つ異なる SAML ID を使用して、ABAC チュートリアルで示されているタグ
と一致させます。

ステップ 6: スケーラビリティをテストする
ステップ 6: スケーラビリティをテストする (p. 57) の指示に従って、スケーラビリティをテストしま
す。これを行うには、SAML ベースの IdP に次の属性を持つ新しい ID を追加します。

• cost-center = 101010

• access-project = cen
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• access-team = eng

ステップ 7: シークレットの更新と削除をテストする
「ステップ 7: シークレットの更新と削除をテストする (p. 58)」の手順に従って、シークレットを更新
および削除します。属性を持つ異なる SAML ID を使用して、ABAC チュートリアルで示されているタグと
一致させます。

Important

課金されないように、作成したシークレットをすべて削除します。Secrets Manager の料金設定
の詳細については、「AWS Secrets Manager 料金設定」を参照してください。

概要
これで、アクセス許可の管理に SAML セッションタグとリソースタグを使用するために必要なすべてのス
テップが正しく完了しました。

Note

特定の条件下でのみアクションを許可するポリシーを追加しました。より広範なアクセス許可を
持つユーザーまたはロールに別のポリシーを適用する場合、アクションはタグ付けを必要とする
だけではないことがあります。例えば、AdministratorAccess AWS 管理ポリシーを使用して
ユーザーに完全な管理アクセス許可を付与しても、これらのポリシーではそのアクセスが制限さ
れません。複数のポリシーが関係する場合のアクセス許可の決定方法の詳細については、「アカ
ウント内でのリクエストの許可または拒否の決定 (p. 1223)」を参照してください。

IAM チュートリアル: ユーザーに自分の認証情報お
よび MFA 設定を許可する

ユーザーが各自の多要素認証 (MFA) デバイスと認証情報を [My security credentials] (セキュリティ認証情
報) ページで管理することを許可できます。AWS Management Console を使用して、認証情報 (アクセス
キー、パスワード、デジタル署名用証明書、SSH パブリックキー) およびユーザーの MFA デバイスを設定
することができます。ユーザー数が少ない場合に便利です。しかし、この作業には、ユーザーの数が増え
るにつれて時間がかかります。セキュリティ上のベストプラクティスでは、ユーザーが定期的にパスワー
ドを変更し、アクセスキーをローテーションするように指定しています。また、不要な資格情報を削除ま
たは無効にする必要があります。また、機密性の高いオペレーションには MFA を使用することを強くお
勧めします。このチュートリアルでは、このようなベストプラクティスを管理者に負担を与えずに実現す
る方法を説明します。

このチュートリアルでは、AWS サービスへのアクセスをユーザーに許可する方法を示します。ただし、
ユーザーが MFA を使用してサインインした場合に限ります。MFA デバイスでサインインしていない場
合、ユーザーは他のサービスにアクセスできません。

このワークフローには 3 つの基本的な手順が含まれます。

ステップ 1: MFA サインインを強制するポリシーを作成する (p. 64)

いくつかの IAM アクションを除く、すべてのアクションを禁止するカスタマー管理ポリシーを作成し
ます。これらの例外により、ユーザーは [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページで自
分の認証情報を変更し、MFA デバイスを管理することができます。該当ページへのアクセスの詳細に
ついては、「IAM ユーザー自身によるパスワードの変更方法 (コンソール) (p. 104)」を参照してくだ
さい。
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ステップ 2: テストユーザーグループにポリシーをアタッチする (p. 65)

メンバーが MFA でサインインすると、すべての Amazon EC2 アクションにフルアクセスできるグ
ループを作成します。このようなユーザーグループを作成するには、AmazonEC2FullAccess とい
う AWS 管理ポリシーと最初の手順で作成したカスタマー管理ポリシーの両方をアタッチします。

ステップ 3: ユーザーアクセスをテストする (p. 65)

テストユーザーとしてサインインし、ユーザーが MFA デバイスを作成するまで Amazon EC2 へのア
クセスがブロックされていることを確認します。ユーザーは、そのデバイスを使用してサインインで
きます。

前提条件
このチュートリアルのステップを実行するには、以下を持っている必要があります:

• 管理者アクセス許可を持つ IAM ユーザーとしてサインインできる AWS アカウント。
• アカウント ID 番号。ステップ 1 のポリシーに入力します。

アカウント ID 番号を確認するには、ページ上部のナビゲーションバーで [サポート]、[サポートセン
ター] の順に選択します。アカウント ID 番号は、このページの [サポート] メニューの下で確認できま
す。

• 仮想 (ソフトウェアベース) MFA デバイス (p. 118)、FIDO セキュリティキー (p. 122)、またはハード
ウェアベース MFA デバイス (p. 128)。

• ユーザーグループのメンバーであるテスト IAM ユーザーは次のとおりです。

ユーザーの作成 ユーザーグループアカウントを作成して設定する

MFAUser

[コンソールアクセスを有効
にする - オプショ
ン] のオプションのみを選択
し、パスワードを割り当て
ます。

EC2MFA MFAUser

このユーザーグループへの
ポリシーのアタッチや、ア
クセス許可の付与は行わな
いでください。

ステップ 1: MFA サインインを強制するポリシーを作
成する
まず、IAM ユーザー各自の認証情報と MFA デバイスの管理に必要な権限を除いて、すべてのアクセス権
限を拒否する IAM カスタマー管理ポリシーを作成します。

1. 管理者認証情報を使用してユーザーとして AWS マネジメントコンソール にサインインします。IAM 
のベストプラクティスに準拠し、AWS アカウントのルートユーザー 認証情報ではサインインしない
でください。

Important

IAM ベストプラクティス (p. 938)では、長期的な認証情報を持つIAMユーザーを使用するの
ではなく、一時的な認証情報を使用して AWS にアクセスするために、IDプロバイダーとの
フェデレーションを使用することを人間ユーザーに求めることを推奨します。

2. https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソール を開きます。

3. ナビゲーションペインで [Policies] (ポリシー) を選択してから [Create policy] (ポリシーの作成) を選択
します。
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ループにポリシーをアタッチする

4. [JSON] タブを選択し、以下の JSON ポリシードキュメントからテキストをコピーします。AWS: 
MFA で認証された IAM ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページで自分の
認証情報を管理できるようにします (p. 464)

5. このポリシーに関するテキストを [JSON] ボックスに貼り付けます。ポリシーの検証中に生成された
セキュリティ警告、エラー、または一般的な警告を解決してから、[次へ] を選択します。

Note

いつでも [Visual エディタ] と [JSON] オプションを切り替えることができます。ただし、上
記のポリシーには NotAction 要素が含まれていますが、これはビジュアルエディタではサ
ポートされていません。このポリシーについては、[Visual editor (ビジュアルエディタ)] タブ
に通知が表示されます。[JSON] に戻り、このポリシーの操作を続行します。
このポリシー例では、初めて AWS Management Console にサインインする際のパスワード
のリセットをユーザーに許可していません。新しいユーザーがサインインしてパスワードを
リセットするまで、そのユーザーにアクセス許可を付与しないことを推奨しています。

6. [確認および作成] ページで、ポリシー名として「Force_MFA」と入力します。ポリシーの説明の 
[タグ] 領域に This policy allows users to manage their own passwords and MFA 
devices but nothing else unless they authenticate with MFA. と入力すると、オプ
ションでタグのキーと値のペアをカスタマー管理ポリシーに追加できます。ポリシーによって割り当
てられたアクセス許可を確認し、[ポリシーの作成] を選択して作業を保存します。

新しいポリシーが管理ポリシーの一覧に表示され､アタッチの準備ができます。

ステップ 2: テストユーザーグループにポリシーをア
タッチする
次に、MFA で保護されたアクセス許可を付与するために使用されるテスト IAM ユーザーグループに、2 つ
のポリシーをアタッチします。

1. ナビゲーションペインで、[ユーザーグループ] を選択します。
2. 検索ボックスに「EC2MFA」と入力し、リストのグループ名 (チェックボックスではありません) を選

択します。
3. [アクセス許可] タブを選択し、[アクセス許可の追加] を選択してから、[ポリシーの添付] を選択しま

す。
4. [Attach permission policies to EC2MFA group] (許可ポリシーを EC2MFA グループにアタッチする) 

ページの検索ボックスに、EC2Full と入力します。次に、リストで、AmazonEC2FullAccess の横に
あるチェックボックスを選択します。変更はまだ保存しないでください。

5. 検索ボックスに「Force」と入力し、リストの [Force_MFA] の横にあるチェックボックスをオンにし
ます。

6. [ポリシーのアタッチ] を選択します。

ステップ 3: ユーザーアクセスをテストする
チュートリアルのこの部分では、テストユーザーとしてサインインし、ポリシーが意図したとおりに動作
することを確認します。

1. 前のセクションで割り当てたパスワードを使用し、MFAUser として AWS アカウント にサインインし
ます。URL: https://<alias or account ID number>.signin.aws.amazon.com/console
を使用します。

2. [EC2] を選択して Amazon EC2 コンソールを開き、ユーザーには一切の操作を行うアクセス許可がな
いことを確認します。
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3. 右上のナビゲーションバーで MFAUser ユーザー名を選択し、続いて [Security credentials] (セキュリ
ティ認証情報) を選択します。

4. ここで MFA デバイスを追加します。[Multi-Factor Authentication(MFA) (多要素認証 (MFA))] セクショ
ンで、[Assign MFA device (MFA デバイスを割り当てる)] を選択します。

Note

iam:DeleteVirtualMFADevice を実行する権限がないというエラーが表示されることが
あります。これは、誰かが以前にこのユーザーに仮想 MFA デバイスの割り当てを開始し、
プロセスをキャンセルした場合に発生する可能性があります。続行するには、ユーザーまた
は他の管理者がユーザーの既存の割り当てられていない仮想化 MFA デバイスを削除する必
要があります。詳細については、「iam:DeleteVirtualMFADevice を実行する権限がありませ
ん (p. 1085)」を参照してください。

5. このチュートリアルでは、携帯電話で Google Authenticator アプリなどの仮想 (ソフトウェアベース) 
MFA デバイスを使用します。[Authenticator app] (認証アプリケーション) を選択し、[Next] (次へ) を
クリックします。

IAM が QR コードを含む仮想 MFA デバイスの設定情報を生成して表示します。図は、QR コードに対
応していないデバイスでの手動入力に利用できるシークレット設定キーを示しています。

6. 仮想 MFA アプリを開きます。(仮想 MFA デバイスをホストするために使用できるアプリのリストに
ついては、「仮想 MFA アプリケーション」を参照) 仮想 MFA アプリが複数のアカウント (複数の仮想 
MFA デバイス) をサポートしている場合は、新しいアカウント (新しい仮想 MFA デバイス) を作成す
るオプションを選択します。

7. MFA アプリが QR コードをサポートしているかどうかを確認してから、次のいずれかを実行します。

• ウィザードから、[Show QR code (QR コードの表示)] を選択します。QR コードをスキャンするア
プリを使用します。例えば、カメラアイコンまたは [Scan code] (スキャンコード) に似たオプショ
ンを選択し、デバイスのカメラを使用してコードをスキャンします。

• [Set up device] (デバイスの設定) ウィザードで [Show secret key] (シークレットキーを表示) を選択
し、MFA アプリケーションにシークレットキーを入力します。

これで仮想 MFA デバイスはワンタイムパスワードの生成を開始します。
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関連リソース

8. [Set up device] (デバイスの設定) ウィザードの [Enter the code from your authenticator app.] (認証アプ
リケーションからコードを入力) ボックスに、現在仮想 MFA デバイスに表示されているワンタイムパ
スワードを入力します。[Register MFA] (MFA の登録) を選択します。

Important

コードを生成したら、即時にリクエストを送信します。コードを生成した後にリクエストを
送信するまで時間がかかりすぎる場合、MFA デバイスはユーザーと正常に関連付けられま
す。ただし、MFA デバイスは同期しません。これは、時刻ベースのワンタイムパスワード 
(TOTP) の有効期間が短いために起こります。その場合は、デバイスの再同期 (p. 137)がで
きます。

これで仮想 MFA デバイスを AWS で使用できます。
9. コンソールからサインアウトし、再度 MFAUser としてサインインします。今回は AWS により、携

帯電話から MFA コードを取得するよう求められます。コードを取得したら、それをボックスに入力
し、[Submit (送信)] を選択します。

10. [EC2] を選択し、再度 Amazon EC2 コンソールを開きます。今回は、すべての情報を表示して、必要
なアクションを実行することができます。このユーザーとして他のコンソールに移動すると、アクセ
ス拒否メッセージが表示されます。その理由は、このチュートリアルのポリシーでは Amazon EC2 へ
のアクセスのみが許可されるためです。

関連リソース
詳細については、以下のトピックを参照してください。

• AWS での多要素認証 (MFA) の使用 (p. 115)
• AWS でのユーザーの MFA デバイスの有効化 (p. 116)
• IAM のサインインページでの MFA デバイスの使用 (p. 82)
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AWS アカウント ルートユーザー

IAM ID (ユーザー、ユーザーグルー
プ、ロール)

Tip

AWS へのサインインに問題がある場合 正しいサインインページが表示されていることを確認し
ます。

• AWS アカウントのルートユーザー (アカウント所有者) としてサインインする場合は、AWS ア
カウント の作成時に設定した認証情報を使用します。

• IAM ユーザーとしてサインインするには、アカウント管理者が AWS へサインインするために
提供した認証情報を使用します。

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

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

サインインチュートリアルについては、「AWS サインイン ユーザーガイド」の「AWS へのサイ
ンイン方法」を参照してください。

Note

サポートをリクエストする必要がある場合は、このページの [Feedback] (フィードバック) リン
クを使用しないでください。入力したフィードバックは、AWS サポートではなく AWS ドキュメ
ントチームが受け取ります。代わりに、このページの上部にある [Contact Us] (お問い合わせ) リ
ンクを選択します。そこには、必要なサポートを受けるのに役立つリソースへのリンクがありま
す。

AWS アカウントのルートユーザー またはアカウントの管理ユーザーは、IAM ID を作成できます。IAM ID 
は、AWS アカウント へのアクセスを提供します。IAM ユーザーグループとは、1 つのユニットとして管
理される IAM ユーザーの集まりです。IAM ID とは、人間のユーザーまたはプログラムによるワークロー
ドを表し、認証を受けて AWS でアクションを実行する権限を持ちます。各 IAM ID は、1 つ以上のポリ
シーに関連付けることができます。ポリシーは、ユーザー、ロール、またはユーザーグループのメンバー
が実行できるアクション、 AWS リソース、および条件を決定します。

AWS アカウント ルートユーザー (p. 400)
AWS アカウント を最初に作成する場合は、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。

Important

日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザー
の認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを実行します。
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ルートユーザーとしてサインインする必要がある全タスクのリストについては、「AWS Account 
Management リファレンスガイド」の「Tasks that require root user credentials」(ルートユー
ザー認証情報が必要なタスク) を参照してください。

IAM ユーザー (p. 72)
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカウ
ント 内のアイデンティティです。可能であれば、ベストプラクティス (p. 938)では、パスワードやアク
セスキーなどの長期的な認証情報を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用
することをお勧めします。ただし、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがあ
る場合は、アクセスキーをローテーションすることをお勧めします。詳細については、「長期的な認証情
報を必要とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする (p. 940)」を参照して
ください。IAM ユーザーを AWS アカウント に追加するには、「AWS アカウント での IAM ユーザーの作
成 (p. 75)」を参照してください。

IAM ユーザーグループ (p. 176)
IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。サインインにグループを使
用することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMPublishers という名前でグループを作成し、公開するワークロードが一般的に必要とするような
アクセス許可を、そのグループに付与することができます。

IAM ロール (p. 183)
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ロールを使用する (p. 278)」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で使用されます。

• フェデレーションユーザーアクセス – フェデレーション ID に許可を割り当てるには、ロールを作成し
てそのロールの許可を定義します。フェデレーション ID が認証されると、その ID はロールに関連付け
られ、ロールで定義されている許可が付与されます。フェデレーションの詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「Creating a role for a third-party Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティ
プロバイダー向けロールの作成) を参照してください。IAM アイデンティティセンターを使用する場
合、許可セットを設定します。アイデンティティが認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM 
Identity Center は、アクセス許可セットを IAM のロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細に
ついては、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセ
ス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロ
キシとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスで
のロールとリソースベースのポリシーの違いの詳細については、「IAM ロールとリソースベースのポリ
シーとの相違点 (p. 324)」を参照してください。
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• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。アク
ションが追加的に、ポリシー内の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、「サービス
認証リファレンス」の「AWS Identity and Access Management のアクション、リソース、および条件
キー」を参照してください。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM での一時認証情報 (p. 355)
人間のユーザーとワークロードの両方に、一時的な認証情報を使用することがベストプラクティ
ス (p. 938)です。一時的な認証情報は主に IAM ロールとともに使用されますが、他の用途もあります。
標準的な IAM ユーザーよりも限定的なアクセス許可を含む一時的な認証情報を要求することができます。
これにより、より限定的な認証情報によって許可されていないタスクを誤って実行することを防止できま
す。一時的な認証情報の利点は、一定期間が経過すると自動的に失効することです。認証情報が有効であ
る期間は認証情報を制御できます。

IAM Identity Center ユーザーを使用する場合とは?
AWS リソースにアクセスする人間のユーザー全員は、IAM Identity Center を使用することをお勧めしま
す。IAM Identity Center は、IAM ユーザーからの AWS リソースへのアクセスを大幅に改善します。IAM 
Identity Center により以下が提供されます。

• アイデンティティと割り当ての集約
• AWS 組織全体のアカウントへのアクセス
• 既存の ID プロバイダーへの接続
• 一時的な認証情報
• 多要素認証 (MFA)
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• エンドユーザーによるセルフサービスの MFA 設定
• 管理目的での MFA の使用の実施
• すべての AWS アカウント 権限へのシングルサインオン

詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の
「What is IAM Identity Center」(IAM Identity Center とは) を参照してください。

IAM ユーザーの作成が適している場合 (ロールでは
なく)

IAM ユーザーは、フェデレーションユーザーでサポートされていないユースケースにのみ使用することを
お勧めします。ユースケースには次のようなものがあります。

• IAM ロールを使用できないワークロード – AWS へのアクセスが必要な場所から、ワークロードを実行
する場合があります。状況によっては、IAM ロールを使用して WordPress プラグインなどに対して一時
的な認証情報を提供することができない場合もあります。このような状況では、そのワークロードに対
して IAM ユーザーの長期的なアクセスキーを使用して、AWS への認証を行います。

• サードパーティー AWS クライアント – IAM Identity Center を使用したアクセスがサポートされていな
いツール (AWS でホストされていないサードパーティー AWS クライアントまたはベンダーなど) を使用
している場合 は、IAM ユーザーの長期的なアクセスキーを使用します。

• AWS CodeCommit アクセス — CodeCommit を使用してコードを保存している場合、CodeCommit の 
SSH キーまたはサービス固有の認証情報を持つ IAM ユーザーを使用して、リポジトリへの認証を行う
ことができます。通常の認証に IAM Identity Center のユーザーを使用することに加えて、これを行うこ
とをお勧めします。IAM Identity Center のユーザーとは、お客様の AWS アカウント またはクラウドア
プリケーションにアクセスする必要がある従業員のことです。IAM ユーザーを設定せずに CodeCommit 
リポジトリへのアクセス許可をユーザーに付与するには、git-remote-codecommit ユーティリティを設
定します。IAM および CodeCommit の詳細については、「CodeCommit での IAM の使用: Git 認証情
報、SSH キー、および AWS アクセスキー (p. 168)」を参照してください。git-remote-codecommit
ユーティリティの設定についての詳細は、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「認証情報のロー
テーションを使用した AWS CodeCommit リポジトリへの接続」を参照してください。

• Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) へのアクセス – IAM Identity Center 内のユーザーを使
用できない状況 (Cassandra との互換性をテストする場合など) では、サービス専用の認証情報を持つ 
IAM ユーザーを使用して Amazon Keyspaces で認証できます。IAM Identity Center のユーザーとは、
お客様の AWS アカウント またはクラウドアプリケーションにアクセスする必要がある従業員のことで
す。一時的な認証情報を使用して Amazon Keyspaces に接続することもできます。詳細については、
「Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) デベロッパーガイド」の「Using temporary credentials 
to connect to Amazon Keyspaces using an IAM role and the SigV4 plugin」(一時的な認証情報を使用し
て IAM ロールと SigV4 プラグインを使用して Amazon Keyspaces に接続する) を参照してください。

• エマージェンシーアクセス — ID プロバイダーにアクセスできない状況で、AWS アカウント のアク
ションを実行する必要がある場合。緊急アクセスの IAM ユーザーを設定することは、レジリエンス計画
の一部となります。緊急時のユーザー認証情報は、多要素認証 (MFA) を使用して厳重に管理し、安全性
を確保することをお勧めします。

IAM ロールの作成が適している場合 (ユーザーでは
なく)

次のような状況では、IAM ロールを作成します。
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Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスで実行するアプリケーションを作成してお
り、そのアプリケーションが AWS にリクエストを送信します。

IAM ユーザーを作成してユーザーの認証情報をアプリケーションに渡したり、認証情報をアプリケー
ションに埋め込んだりしないでください。代わりに、EC2 インスタンスにアタッチする IAM ロール
を作成し、インスンタンスで実行されているアプリケーションに一時的なセキュリティ認証情報を与
えます。アプリケーションは AWS でこれらの認証情報を使用すると、ロールにアタッチされたポリ
シーによって許可されているすべてのオペレーションを実行できます。詳細については、「Amazon 
EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに IAM ロールを使用してアクセス許可を付与す
る (p. 297)」を参照してください

モバイルフォン上で実行するアプリを作成します。このアプリは AWS にリクエストを送信します。

IAM ユーザーを作成してユーザーのアクセスキーをアプリケーションと共に配信しないでください。
代わりに、Login with Amazon、Amazon Cognito、Facebook、または Google などの ID プロバイダー
を使用してユーザーを認証し、IAM ロールをユーザーにマッピングします。アプリケーションはロー
ルを使用して、ロールにアタッチされたポリシーで指定されたアクセス権限を持つ一時的なセキュリ
ティ認証情報を取得できます。詳細については、次を参照してください。
• Amazon Cognito ユーザーガイド
• ウェブ ID フェデレーションについて (p. 200)

企業内のユーザーが企業ネットワークで認証された後、再びサインインすることなく AWS を使用できる
ようにします。つまり、ユーザーに AWS へのフェデレーションを許可します。

IAM ユーザーを作成しないでください。企業の ID システムと AWS 間にフェデレーション関係を設定
します。これには 2 つの方法があります。
• 企業の ID システムが SAML 2.0 と互換性がある場合は、企業の認証システムと AWS 間に信頼を確

立できます。詳細については、「SAML 2.0 ベースのフェデレーションについて (p. 206)」を参照
してください。

• 企業のユーザー ID を一時的な AWS セキュリティ認証情報を提供する IAM ロールに変換するカス
タムプロキシサーバーを作成して使用します。詳細については、「カスタム ID ブローカーに対する 
AWS コンソールへのアクセスの許可 (p. 235)」を参照してください。

IAM ユーザー
Important

IAM ベストプラクティス (p. 938)では、長期的な認証情報を持つIAMユーザーを使用するので
はなく、一時的な認証情報を使用して AWS にアクセスするために、IDプロバイダーとのフェデ
レーションを使用することを人間ユーザーに求めることを推奨します。

AWS Identity and Access Management (IAM) のユーザーとは、AWS で作成したエンティティのことで
す。IAM ユーザーは、AWS とやり取りするために IAM ユーザーを使用する人間のユーザーまたはワーク
ロードを表します。AWS のユーザーは名前と認証情報で構成されます。

管理者アクセス許可を持つ IAM ユーザーが AWS アカウントのルートユーザー ということではありませ
ん。ルートユーザー の詳細については、「AWS アカウントのルートユーザー (p. 400)」を参照してくだ
さい。

Important

ウェブサイトで Amazon 製品を販売するための Product Advertising API に関する情報を探してい
てこのページを見つけた場合は、「Product Advertising API 5.0 ドキュメント」を参照してくださ
い。

AWS が IAM ユーザーを識別する方法
IAM ユーザーを作成すると、IAM はそのユーザーを識別するための以下の手段を作成します。
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• IAM ユーザーの「フレンドリ名」。IAM ユーザーを作成したときに指定した名前です 
(Richard、Anaya など)。これは、AWS Management Console に表示される名前です。

• IAM ユーザーの Amazon リソースネーム (ARN)。AWS 全体で IAM ユーザーを一意に識別する必要が
ある場合は、ARN を使用します。例えば、ARN を使用して、Amazon S3 バケットの IAM ポリシーの
Principal として IAM ユーザーを指定できます。IAM ユーザーの ARN は次の例のように表示されま
す。

arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/Richard
• IAM ユーザー用の一意の識別子。この ID が返されるのは、API、Tools for Windows PowerShell または 

AWS CLI を使用して IAM ユーザーを作成した場合だけです。この ID はコンソールには表示されませ
ん。

これらの ID の詳細についてはIAM ID (p. 1124)を参照してください。

IAM ユーザーと認証情報
AWS には、IAM ユーザーの認証情報に応じてさまざまな方法でアクセスできます。

• コンソールパスワード (p. 93): AWS Management Console などのインタラクティブセッションにサ
インインするときに IAM ユーザーが入力するパスワード。IAM ユーザーのパスワード (コンソールアク
セス) を無効化すると、サインイン認証情報を使用して AWS Management Console にサインインできな
くなります。権限を変更したり、引き受けたロールを使用してコンソールにアクセスできないようにし
たりすることはありません。

• アクセスキー (p. 105): AWS へのプログラムによる呼び出しに使用されます。ただし、IAM ユーザー
のアクセスキーを作成する前に検討すべきより安全な代替手段があります。詳細については、「AWS 全
般のリファレンス」の「長期的なアクセスキーの考慮事項と代替方法」を参照してください。IAM ユー
ザーがアクティブなアクセスキーを持っている場合、それらのキーは引き続き機能し、AWS CLI、Tools 
for Windows PowerShell、AWS API、または AWS Console Mobile Application 用のツールを介したアク
セスを許可します。

• CodeCommit で使用する SSH キー (p. 168): CodeCommit での認証に使用可能な OpenSSH 形式の 
SSH パブリックキー。

• サーバー証明書 (p. 171): AWS の一部のサービスでの認証に使用可能な SSL/TLS 証明書。AWS 
Certificate Manager (ACM) を使用してサーバー証明書のプロビジョニング、管理、デプロイを行うこと
をお勧めします。ACM でサポートされていないリージョンで HTTPS 接続をサポートする必要がある
ときにのみ、IAM を使用してください。ACM をサポートするリージョンについては、「AWS 全般のリ
ファレンス」の「AWS Certificate Manager エンドポイントとクォータ」を参照してください。

IAM ユーザーに適した認証情報を選択できます。AWS Management Console を使用して IAM ユーザーを
作成するときは、少なくともコンソールパスワードまたはアクセスキーを含める選択をする必要がありま
す。デフォルトでは、AWS CLI または AWS API を使用して作成された新しい IAM ユーザーには、どのよ
うな種類の認証情報も提供されていません。ユースケースに基づいて、IAM ユーザーに合った種類の認証
情報を作成する必要があります。

パスワード、アクセスキー、および多要素認証 (MFA) デバイスの管理には、以下のオプションがありま
す。

• IAM ユーザーのパスワードを管理します。 (p. 93)。AWS Management Console へのアクセスを許可
するパスワードを作成および変更します。最低限のパスワードの複雑さを強制するパスワードポリシー
を設定します。自分のパスワードの変更をユーザーに許可します。

• IAM ユーザーのアクセスキーを管理します (p. 105)。アカウントのリソースにプログラムでアクセスす
るためのアクセスキーを作成および更新します。

• IAM ユーザーの多要素認証 (MFA) を有効化する (p. 115)。ベストプラクティス (p. 938)として、アカ
ウントのすべての IAM ユーザーに対して、多要素認証を要求することをお勧めします。MFA を使用す
る場合、ユーザーは 2 つの形式の ID を指定する必要があります。まず、ユーザー ID の一部である認証
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情報 (パスワードまたはアクセスキー) を指定します。さらに、一時的な数値コードを指定します。この
数値コードは、ハードウェアデバイスか、スマートフォンまたはタブレットのアプリケーションで生成
されます。

• 使用されていないパスワードおよびアクセスキーを見つけます (p. 161)。アカウントのパスワードまた
はアクセスキーを持つユーザー、またはアカウント内の IAM ユーザーであれば、だれでも AWS リソー
スにアクセスできます。セキュリティ保護のためのベストプラクティスは、ユーザーがパスワードやア
クセスキーを使用しなくなったら、それらを削除することです。

• アカウントの認証情報レポートをダウンローします (p. 163)。アカウント内のすべての IAM ユーザー
と、ユーザーの各種認証情報 (パスワード、アクセスキー、MFA デバイスなど) のステータスが示された
認証情報レポートを生成し、ダウンロードできます。パスワードおよびアクセスキーについては、パス
ワードやアクセスキーが最近いつ使用されたかが、認証情報レポートに表示されます。

IAM ユーザーおよびアクセス許可
デフォルトでは、新しい IAM ユーザーには、何かを実施するためのアクセス許可 (p. 416)がありませ
ん。AWS オペレーションの実行や AWS リソースへのアクセスを承認されていません。個々の IAM ユー
ザーを持つ利点は、アクセス許可を各ユーザーに個別に割り当てることができることです。管理アクセス
許可を複数のユーザーに割り当てることができます。これらのユーザーは、AWS リソースを管理するだ
けでなく、他の IAM ユーザーを作成して管理することもできます。ただし、通常、ユーザーのアクセス許
可はユーザーの作業に必要なタスク (AWS アクションまたはオペレーション) とリソースだけに制限しま
す。

Diego というユーザーを想定します。IAM ユーザー Diego を作成する際には、そのパスワードを作成し、
特定の Amazon EC2 インスタンスの開始と Amazon RDS データベース内のテーブルの情報の読み取り 
(GET) を行うことができるアクセス許可をアタッチします。ユーザーを作成して初期認証情報とアクセス
許可を付与する手順については、「AWS アカウント での IAM ユーザーの作成 (p. 75)」を参照してく
ださい。既存のユーザーのアクセス許可を変更する手順については、「IAM ユーザーのアクセス許可の変
更 (p. 88)」を参照してください。ユーザーのパスワードやアクセスキーを変更する手順については、
「AWS でのユーザーパスワードの管理 (p. 93)」と「IAM ユーザーのアクセスキーの管理 (p. 105)」
を参照してください。

IAM ユーザーにアクセス許可の境界を追加することもできます。アクセス許可の境界は、AWS 管理ポリ
シーを使用してアイデンティティベースのポリシーで IAM ユーザーまたはロールに付与できるアクセス許
可の上限を設定できる高度な機能です。ポリシーのタイプと用途の詳細については、「IAM でのポリシー
とアクセス許可 (p. 417)」を参照してください。

IAM ユーザーとアカウント
各 IAM ユーザーが関連付けられる AWS アカウント は 1 つだけです。IAM ユーザーは AWS アカウント 
内で定義されているため、AWS のファイルに対する支払方法を持つ必要はありません。アカウント内の 
IAM ユーザーユーザーが実行したすべての AWS アクティビティは、お客様のアカウントに請求されま
す。

AWS アカウントの IAM リソースの数とサイズには制限があります。詳細については、「IAM クォータお
よび AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限 (p. 1131)」を参照してください。

IAM ユーザーとサービスアカウント
IAM ユーザーは、関連付けられた認証情報とアクセス権限を持つ、IAM のリソースです。IAM ユーザー
は、認証情報を使用して AWS リクエストを行う人物またはアプリケーションを表すことができます。こ
れは通常、サービスアカウントと呼ばれます。IAM ユーザーの長期的な認証情報を使用することを選択し
た場合は、アプリケーションコードに直接アクセスキーを埋め込まないでください。AWS SDK と AWS 
Command Line Interface では、既知のロケーションにアクセスキーを置くことができるため、コードで
保持する必要はありません。詳細については、 「AWS 全般のリファレンス」の「IAM ユーザーアクセス
キーを適切に管理する」を参照してください。または、ベストプラクティスとして、長期的なアクセス
キーの代わりに一時的なセキュリティ認証情報 (IAM ロール) を使用できます。
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AWS アカウント での IAM ユーザーの作成

Important

IAM ベストプラクティス (p. 938)では、長期的な認証情報を持つIAMユーザーを使用するので
はなく、一時的な認証情報を使用して AWS にアクセスするために、IDプロバイダーとのフェデ
レーションを使用することを人間ユーザーに求めることを推奨します。

Note

ウェブサイトで Amazon 製品を販売するための Product Advertising API に関する情報を探してい
てこのページを見つけた場合は、「Product Advertising API 5.0 ドキュメント」を参照してくださ
い。
このページに IAM コンソールから到達した場合は、サインイン済みであっても、アカウントに 
IAM ユーザーが含まれていない可能性があります。AWS アカウントのルートユーザー、ロール、
一時的な認証情報のいずれかを使用してサインインします。これらの IAM 認証情報については、
「IAM ID (ユーザー、ユーザーグループ、ロール) (p. 68)」を参照してください。

ユーザーを作成して、このユーザーに作業タスクの実行を許可するステップは以下のとおりです。

1. AWS Management Console、AWS CLI、Tools for Windows PowerShell で、または AWS API オペレー
ションを使用してユーザーを作成します。AWS Management Console でユーザーを作成する場合は、
選択内容に基づいてステップ 1 ～ 4 が自動的に処理されます。ユーザーをプログラムにより作成した場
合、各ステップを別個に実行する必要があります。

2. ユーザーに必要なアクセスのタイプに応じてユーザーの認証情報を作成します。
• [コンソールアクセスを有効にする - オプション]: ユーザーが AWS Management Console にアクセス

する必要がある場合は、該当ユーザーのパスワードを作成します (p. 98)。ユーザーのコンソール
アクセスを無効にすると、ユーザー名とパスワードを使用して AWS Management Console にサイン
インできなくなります。権限を変更したり、引き受けたロールを使用してコンソールにアクセスでき
ないようにしたりすることはありません。

Tip

ユーザーが必要とする認証情報のみを作成します。例えば、AWS Management Console を介
したアクセスのみ必要なユーザーには、アクセスキーを作成しないでください。

3. ユーザーを 1 つ以上のグループに追加することで、必要なタスクを実行するアクセス権限を付与しま
す。アクセス許可ポリシーをユーザーに直接アタッチして、アクセス許可を付与することもできます。
ただし、ユーザーをグループに配置し、アクセス権限の管理は、グループにアタッチされているポリ
シーを通して行うことをお勧めします。アクセス許可の境界 (p. 433)を使用してユーザーのアクセス
許可を制限することもできます。ただし、これは一般的ではありません。

4. (オプション) タグをアタッチして、メタデータをユーザーに追加します。IAM におけるタグの使用の詳
細については、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照してください。

5. 必要なサインイン情報をユーザーに提供します。この情報には、ユーザーがアカウントのサインイン
ページで認証情報として入力するパスワードやコンソールの URL が含まれます。詳細については、
「IAM ユーザーが AWS にサインインする方法 (p. 81)」を参照してください。

6. (オプション) ユーザーの 多要素認証 (MFA) (p. 115) を設定します。MFA では、ユーザーが AWS 
Management Console にサインインするたびに 1 回限り使用のコードを入力することが求められます。

7. (オプション) ユーザーに自分の認証情報を管理する権限を与えることができます。(デフォルト設定で
は、自身の認証情報を管理する権限は、ユーザーにはありません) 詳細については、「IAM ユーザーに
自分のパスワードを変更する権限を付与する (p. 102)」を参照してください。

ユーザーの作成に必要なアクセス許可の詳細については、「他の IAM リソースにアクセスするのに必要な
アクセス許可 (p. 598)」を参照してください。
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トピック
• IAM ユーザーの作成（コンソール） (p. 76)
• IAM ユーザーの作成 (AWS CLI) (p. 78)
• IAM ユーザーの作成 (AWS API) (p. 79)

IAM ユーザーの作成（コンソール）
IAM ユーザーは AWS Management Console で作成できます。

IAM ユーザーを作成するには (コンソール)

1. AWS サインインユーザーガイドの「AWS へのサインイン方法」のトピックで説明されているよう
に、ユーザータイプに適したサインイン手順に従ってください。

2. [コンソールホーム] のページで、IAM サービスを選択します。
3. ナビゲーションペインで [ユーザー]、[ユーザーを追加] の順に選択します。
4. [ユーザーの詳細を指定] ページの [ユーザーの詳細] の [ユーザー名] に、新しいユーザーの名前を入力

します。これは、AWS のサインイン名です。

Note

AWS アカウントの IAM リソースの数とサイズには制限があります。詳細については、「IAM 
クォータおよび AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限 (p. 1131)」を参照し
てください。ユーザー名は、最大 64 文字の英数字、プラス記号 (+)、等号 (=)、カンマ (,)、
ピリオド (.)、アットマーク (@)、アンダースコア (_)、ハイフン (-) を組み合わせて指定しま
す。名前はアカウント内で一意である必要があります。大文字と小文字は区別されません。
例えば、TESTUSER というユーザーと testuser というユーザーを作成することはできませ
ん。

5. [ユーザーアクセスを — AWS Management Console へ提供するオプション] を選択します。これによ
り、新しいユーザーの AWS Management Console サインイン認証情報が生成されます。

個人にコンソールアクセスを提供しているかどうかを尋ねられます。IAM ではなく IAM Identity 
Center でユーザーを作成することをお勧めします。

• IAM Identity Center でのユーザーの作成に切り替えるには、[Identity Center でユーザーを指定] を選
択します。

IAM Identity Center を有効にしていない場合は、このオプションを選択するとコンソールのサービ
スページが表示され、サービスを有効にできます。この手順の詳細については、AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「https://docs.aws.amazon.com/ 
singlesignon/latest/userguide/getting-started.html」を参照してください

IAM ID Center を有効にしている場合、このオプションを選択すると、IAM ID Center の [ユー
ザーの詳細を指定] ページに移動します。この手順の詳細については、AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/ 
latest/userguide/addusers.html」を参照してください

• IAM Identity Center を使用できない場合は、[IAM ユーザーを作成する] を選択し、以下の手順を続
けてください。

a. [コンソールのパスワード] で、以下のいずれかを選択します。

• [自動生成パスワード] – ユーザーは、アカウントのパスワードポリシー (p. 94)の要件を満た
すランダムに生成されたパスワードを取得します。[パスワードの取得] ページに到達すると、
パスワードを表示またはダウンロードできます。

• [カスタムパスワード] – ボックスに入力したパスワードがユーザーに割り当てられます。
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b. (オプション) [ユーザーは次回のサインイン時に新しいパスワードを作成する必要がある (推奨)]
がデフォルトで選択されており、ユーザーに初回サインイン時にパスワードを強制的に変更させ
ることができます。

Note

管理者が「[ユーザーにパスワードの変更を許可] のアカウントのパスワードポリシー設
定」を有効にしている場合、このチェックボックスには何の効果もありません。それ以
外の場合は、IAMUserChangePassword という名前の AWS マネージドポリシーが自
動的に新しいユーザーにアタッチされます。ポリシーは、ユーザーに対して、各自のパ
スワードを変更するためのアクセス許可を付与します。

6. [Next] (次へ) を選択します。
7. [アクセス許可の設定] ページで、このユーザーにアクセス許可を割り当てる方法を指定します。以下

の 3 つのオプションのいずれかを選択します。

• [ユーザーをグループに追加する] – アクセス許可ポリシーがすでに付与されている 1 つ以上のグ
ループにユーザーを割り当てる場合は、このオプションを選択します。IAM は、アカウント内のグ
ループおよびアタッチされているポリシーを一覧表示します。1 つ以上の既存のグループを選択す
るか、[グループの作成] を選択して新しいグループを作成する必要があります。詳細については、
「IAM ユーザーのアクセス許可の変更 (p. 88)」を参照してください。

• [アクセス許可のコピー] – グループメンバーシップ、アタッチされている管理ポリシー、埋め込まれ
ているインラインポリシー、および既存のアクセス許可の境界 (p. 433)のすべてを既存のユーザー
から新しいユーザーにコピーする場合は、このオプションを選択します。IAM は、アカウント内の
ユーザーを一覧表示します。アクセス許可が新しいユーザーのニーズに最も近いにユーザーを選択
します。

• [ポリシーを直接アタッチする] – アカウント内の AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーを
一覧表示する場合は、このオプションを選択します。ユーザーにアタッチするポリシーを選択しま
す。または、[ポリシーの作成] を選択して、新しいブラウザタブを開き、新しいポリシーを作成し
ます。詳細については、「IAM ポリシーの作成 (p. 515)」のステップ 4 を参照してください。ポ
リシーを作成したら、そのタブを閉じて元のタブに戻り、ユーザーにポリシーを追加します。

Tip

可能な限り、ポリシーをグループにアタッチし、ユーザーを適切なグループのメンバーに
します。

8. (オプション) アクセス許可の境界 (p. 433)を設定します。これはアドバンスド機能です。

[アクセス許可の境界] セクションを開き、[アクセス許可の境界を使用してアクセス許可の上限を設定
する] を選択します。IAM は、アカウント内の AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーを一覧
表示します。アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択するか、[ポリシーの作成] を選択し
て新しいブラウザタブを開き、新しいポリシーを作成します。詳細については、「IAM ポリシーの作
成 (p. 515)」のステップ 4 を参照してください。ポリシーを作成したら、そのタブを閉じて元のタ
ブに戻り、アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択します。

9. [Next] (次へ) を選択します。
10. (オプション) [レビューと作成] ページの [タグ] で [新しいタグを追加] を選択し、ユーザーにキーと値

のペアとしてタグをアタッチし、メタデータを追加します。IAM におけるタグの使用の詳細について
は、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照してください。

11. この時点までに行ったすべての選択を確認します。続行する準備ができたら、[ユーザーの作成] を選
択します。

12. [パスワードの取得] ページで、ユーザーに割り当てられたパスワードを取得します。

• パスワードの横にある [表示] を選択すると、ユーザーのパスワードが表示され、手動で記録できま
す。

• [.csv のダウンロード] を選択すると、ユーザーのサインイン認証情報が .csv ファイルとしてダウン
ロードされ、安全な場所に保存できます。
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13. [メールのサインイン方法] を選択します。ローカルメールクライアントに下書きが表示され、カスタ
マイズしてユーザーに送信できます。メールのテンプレートは、各ユーザーの以下の詳細が含まれて
います。

• [User name] (ユーザー名)
• アカウントのサインインページへの URL。次の例を使用して、適切なアカウント ID またはアカウ

ントエイリアスと置き換えます。

https://AWS-account-ID or alias.signin.aws.amazon.com/console

Important

ユーザーのパスワードは、生成されたメールには記載されていません。パスワードは、組織
のセキュリティガイドラインに従った方法でユーザーに提供する必要があります。

14. ユーザーがアクセスキーも必要とする場合は、「IAM ユーザーのアクセスキーの管理 (p. 105)」を参
照してください。

IAM ユーザーの作成 (AWS CLI)
IAM ユーザーは AWS CLI で作成できます。

IAM ユーザーを作成するには (AWS CLI)

1. ユーザーを作成します。

• aws iam create-user
2. (オプション) ユーザーに AWS Management Console へのアクセス権を付与します。これにはパス

ワードが必要です。また、アカウントのサインインページの URL (p. 81) をユーザーに提供する必
要があります。

• aws iam create-login-profile
3. (オプション) ユーザーにプログラムによりアクセス権を付与します。これにはアクセスキーが必要で

す。

• aws iam create-access-key
• Tools for Windows PowerShell: New-IAMAccessKey
• IAM API: CreateAccessKey

Important

シークレットアクセスキーを表示またはダウンロードできるのはこのときだけです。AWS 
API を使用する前に、ユーザーにこの情報を提供する必要があります。ユーザーの新しい
アクセスキー ID とシークレットアクセスキーは、安全な場所に保存してください。このス
テップを行った後に、シークレットキーに再度アクセスすることはできません。

4. ユーザーを 1 つまたは複数のグループに追加します。指定したグループには、ユーザーに対して適切
なアクセス権限を付与するポリシーがアタッチされている必要があります。

• aws iam add-user-to-group
5. (オプション) ユーザーのアクセス権限を定義するポリシーをユーザーにアタッチします。注意: ユー

ザーのアクセス許可の管理は、ユーザーをグループに追加してグループにポリシーをアタッチするこ
とで (ユーザーに直接アタッチするのではなく) 行うことをお勧めします。

• aws iam attach-user-policy
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6. (オプション) タグをアタッチして、カスタム属性をユーザーに追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーのタグの管理 ( AWS CLI または AWS API) (p. 332)」を参照してください。

7. (オプション) ユーザーに自身のセキュリティ認証情報を管理する権限を与えることができます。詳細
については、「AWS: MFA で認証された IAM ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証
情報) ページで自分の認証情報を管理できるようにします (p. 464)」を参照してください。

IAM ユーザーの作成 (AWS API)
IAM ユーザーは AWS API で作成できます。

(AWS API) からIAM ユーザーを作成するには

1. ユーザーを作成します。

• CreateUser
2. (オプション) ユーザーに AWS Management Console へのアクセス権を付与します。これにはパス

ワードが必要です。また、アカウントのサインインページの URL (p. 81) をユーザーに提供する必
要があります。

• CreateLoginProfile
3. (オプション) ユーザーにプログラムによりアクセス権を付与します。これにはアクセスキーが必要で

す。

• CreateAccessKey

Important

シークレットアクセスキーを表示またはダウンロードできるのはこのときだけです。AWS 
API を使用する前に、ユーザーにこの情報を提供する必要があります。ユーザーの新しい
アクセスキー ID とシークレットアクセスキーは、安全な場所に保存してください。このス
テップを行った後に、シークレットキーに再度アクセスすることはできません。

4. ユーザーを 1 つまたは複数のグループに追加します。指定したグループには、ユーザーに対して適切
なアクセス権限を付与するポリシーがアタッチされている必要があります。

• AddUserToGroup
5. (オプション) ユーザーのアクセス権限を定義するポリシーをユーザーにアタッチします。注意: ユー

ザーのアクセス許可の管理は、ユーザーをグループに追加してグループにポリシーをアタッチするこ
とで (ユーザーに直接アタッチするのではなく) 行うことをお勧めします。

• AttachUserPolicy
6. (オプション) タグをアタッチして、カスタム属性をユーザーに追加します。詳細については、「IAM 

ユーザーのタグの管理 ( AWS CLI または AWS API) (p. 332)」を参照してください。
7. (オプション) ユーザーに自身のセキュリティ認証情報を管理する権限を与えることができます。詳細

については、「AWS: MFA で認証された IAM ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証
情報) ページで自分の認証情報を管理できるようにします (p. 464)」を参照してください。

AWS Management Console への IAM ユーザーアクセ
スのコントロール
AWS Management Console を使用して AWS アカウント にサインインするアクセス許可を持つ IAM ユー
ザーは、AWS リソースにアクセスできます。以下の一覧は、AWS Management Console を通じて AWS 
アカウント リソースへのアクセス権限を IAM ユーザーに付与する方法を示しています。また、AWS ウェ
ブサイトを通じて、AWS アカウントの他の機能に IAM ユーザーがアクセスする方法も示しています。
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Note

IAM の使用は無料です。

AWS Management Console

AWS Management Console にアクセスする必要がある各 IAM ユーザーのパスワードを作成します。
ユーザーは、IAM 対応の AWS アカウント サインインページから、コンソールにアクセスします。サ
インインページへのサインインについての詳細は、「AWS サインイン ユーザーガイド」の「AWS に
サインインする方法」を参照してください。パスワード作成の詳細については、AWS でのユーザーパ
スワードの管理 (p. 93)を参照してください。

パスワードを削除することで、AWS Management Console への IAM ユーザーアクセスを無効にでき
ます。これにより、サインイン認証情報を使用して AWS Management Console にサインインするこ
とができなくなります。権限を変更したり、引き受けたロールを使用してコンソールにアクセスでき
ないようにしたりすることはありません。ユーザーがアクティブなアクセスキーを持っている場合、
それらのキーは引き続き機能し、AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、AWS API、またはAWS 
Console Mobile Application 用のツールを介したアクセスを許可します。

Amazon EC2 インスタンス、Amazon S3 バケットなどの AWS リソース

IAM ユーザーがパスワードを持っている場合も、AWS リソースにアクセスするにはアクセス許可が
必要です。お客様が IAM ユーザーを作成した際、デフォルトではそのユーザーにアクセス許可はあ
りません。必要なアクセス許可を IAM ユーザーに付与するには、ユーザーにポリシーをアタッチし
ます。多数の IAM ユーザーが同じリソースで同じタスクを実行する場合、これらの IAM ユーザーを
グループに割り当てることができます。次に、そのグループにアクセス許可を割り当てることができ
ます。IAM ユーザーおよびグループの作成の詳細については、「IAM ID (ユーザー、ユーザーグルー
プ、ロール) (p. 68)」を参照してください。ポリシーを使用するアクセス許可設定の詳細について
は、AWS リソースの アクセス管理 (p. 416)を参照してください。

AWS ディスカッションフォーラム

AWS ディスカッションフォーラムへの投稿は、どなたでもお読みいただけます。ユーザーが質問や
コメントを AWS ディスカッションフォーラムに投稿する場合は、自分のユーザーネームを使用す
ることができます。ユーザーが初めて AWS ディスカッションフォーラムに投稿する場合、ユーザー
はニックネームおよび E メールアドレスを入力するように求められます。AWS ディスカッション
フォーラムでそのニックネームを使用できるのは、そのユーザーのみです。

AWS アカウント の請求および使用情報

ユーザーに、AWS アカウント の請求および使用情報へのアクセスを許可することができます。詳細
については、AWS Billing ユーザーガイド の「請求情報へのアクセスのコントロール」を参照してく
ださい。

AWS アカウント プロファイル情報

ユーザーが AWS アカウント のプロファイル情報にアクセスすることはできません。
AWS アカウント セキュリティ認証情報

ユーザーが AWS アカウント のセキュリティ認証情報にアクセスすることはできません。

Note

IAM ポリシーによるアクセスコントロールは、インターフェイスとは関係ありません。たとえ
ば、AWS Management Console にアクセスするパスワードをユーザーに提供できます。AWS 
Management Console 内におけるユーザーのアクションを、ユーザー (またはユーザーが属する
グループ) のポリシーで制御することができます。または、AWS への API コールを実行するため
の AWS アクセスキーをユーザーに提供することもできます。これらのアクセスキーを認証に使
用するライブラリまたはクライアントを通じてユーザーが呼び出すことのできるアクションをポ
リシーで制御することもできます。
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IAM ユーザーが AWS にサインインする方法
IAM ユーザーとして AWS Management Console にサインインするには、ユーザー ID またはアカウントエ
イリアスを入力する必要があります。管理者がコンソールで IAM ユーザーを作成しました (p. 76)にサ
インインすると、ユーザー名とアカウント ID またはアカウントエイリアスを含むアカウントサインイン
ページの URL など、サインイン認証情報が送信されたはずです。

https://My_AWS_Account_ID.signin.aws.amazon.com/console/

ヒント

ウェブブラウザでアカウントのサインインページのブックマークを作成するには、アカウントの
サインイン URL を手動でブックマークエントリに入力する必要があります。ウェブブラウザの
ブックマーク機能は使用しないでください。リダイレクトによってサインイン URL が不明確にな
るからです。

また、次の一般サインインエンドポイントでサインインして、アカウント ID またはアカウントエイリアス
を手動で入力することもできます。

https://console.aws.amazon.com/

利便性のため、AWS サインインページはブラウザ cookie を使用して IAM ユーザー名とアカウント情報を
記憶します。次回、ユーザーが任意のページに移動したとき、AWS Management Console コンソールは 
Cookie を使用して、ユーザーをアカウントのサインインページにリダイレクトします。

管理者が IAM ユーザーIDに関連付けられているポリシーで指定した AWS リソースにのみアクセスできま
す。ユーザーがコンソールで操作するには、AWS リソースのリスト表示や作成など、コンソールが実行す
るアクションの実行権限が必要です。詳細については、AWS リソースの アクセス管理 (p. 416) および
IAM アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 459) を参照してください。

Note

組織に既存のアイデンティティシステムがある場合は、Single Sign-On (SSO) オプションを作成
することができます。SSO を使用すると、ユーザーは IAM ユーザーアイデンティティを持たな
くてもアカウントの AWS Management Console にアクセスできます。SSO では、ユーザーが組
織のサイトにサインインしたり、AWS に個別にサインインする必要もなくなります。詳細につい
ては、「カスタム ID ブローカーに対する AWS コンソールへのアクセスの許可 (p. 235)」を参
照してください。

CloudTrail でのログ記録サインインの詳細

CloudTrail を有効化してログにサインインイベントを記録する場合、CloudTrail がイベントを記録する場
所を選択するしくみを認識しておく必要があります。

• ユーザーがコンソールに直接サインインすると、選択されたサービスのコンソールがリージョンをサ
ポートするかどうかによって、グローバルまたはリージョンのサインインエンドポイントにリダイレク
トされます。例えば、メインコンソールのホームページはリージョンをサポートするため、次の URL に
サインインした場合:

https://alias.signin.aws.amazon.com/console

https://us-east-2.signin.aws.amazon.com などののリージョンのサインインエンドポイント
にリダイレクトされ、そのリージョンのログでリージョンの CloudTrail ログエントリとなります。

一方、Amazon S3 コンソールはリージョンをサポートしないため、次の URL にサインインした場合:

https://alias.signin.aws.amazon.com/console/s3
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AWS により https://signin.aws.amazon.com にあるグローバルのサインインエンドポイントにリ
ダイレクトされ、グローバルの CloudTrail ログエントリとなります。

• リージョン対応のメインコンソールのホームページで次のような URL 構文を使ってサインインすること
により、手動で特定のリージョンのサインインエンドポイントをリクエストすることができます。

https://alias.signin.aws.amazon.com/console?region=ap-southeast-1

AWS により ap-southeast-1 リージョンサインインエンドポイントにリダイレクトされ、そのリー
ジョンの CloudTrail ログイベントとなります。

CloudTrail と IAM の詳細については、「CloudTrail による IAM イベントのログ記録」を参照してくださ
い。

ユーザーが、アカウントの操作のためにプログラムによるアクセスが必要な場合は、各ユーザーにアクセ
スキーペア (アクセスキー ID とシークレットアクセスキー) を作成できます。ただし、ユーザーのアクセ
スキーを作成する前に検討すべきより安全な代替手段があります。詳細については、「AWS 全般のリファ
レンス」の「長期的なアクセスキーの考慮事項と代替方法」を参照してください。

IAM のサインインページでの MFA デバイスの使用
多要素認証 (MFA) (p. 115) デバイスで構成されているユーザーは、MFA デバイスを使用して AWS 
Management Console にサインインする必要があります。ユーザーがサインイン認証情報を入力した
後、AWS はそのユーザーのアカウントを調べ、そのユーザーに MFA が必要かどうかを確認します。以下
のセクションでは、MFA が必要なときにユーザーがサインインを完了する方法について説明します。

トピック
• 複数の MFA デバイスが有効化された状態でログインする (p. 82)
• FIDO セキュリティキーでのサインイン (p. 82)
• 仮想 MFA デバイスでのサインイン (p. 83)
• ハードウェア TOTP トークンを使用したサインイン (p. 83)

複数の MFA デバイスが有効化された状態でログインする

ユーザーが AWS アカウント で複数の MFA デバイスを有効にした状態で、そのアカウントのルートユー
ザーまたは IAM ユーザーとして AWS Management Console にログインする場合でも、サインインに必要
な MFA デバイスは 1 台のみです。パスワードによる認証を行ったユーザーは、使用する MFA デバイスタ
イプを選択し認証を完了します。その後、ユーザーは、選択したタイプのデバイスを使用した認証を求め
られます。

FIDO セキュリティキーでのサインイン

MFA がユーザーに必要な場合は、2 番目のサインインページが表示されます。ユーザーは FIDO セキュリ
ティキーをタップする必要があります。

Note

Google Chrome をお使いの方は、[Verify your identity with amazon.com] (amazon.comで本人確認
をしてください) と要求するポップアップが表示されますが、いずれのオプションも選択しないよ
うにしてください。セキュリティキーをタップするだけでよいのです。

他の MFA デバイスとは異なり、FIDO のセキュリティキーは同期しなくなります。管理者は、FIDO セ
キュリティキーを紛失したり壊れたりした場合、そのキーを無効にすることができます。詳細について
は、「MFA デバイスの無効化 (コンソール) (p. 142)」を参照してください。
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WebAuthn をサポートするブラウザーおよび、AWS がサポートする FIDO 対応デバイスについては、
「FIDO セキュリティキーを使用するためのサポートされる設定 (p. 127)」を参照してください。

仮想 MFA デバイスでのサインイン
MFA がユーザーに必要な場合は、2 番目のサインインページが表示されます。[MFA code (MFA コード)] 
ボックスに、ユーザーは MFA アプリケーションから提供される数値コードを入力する必要があります。

MFA コードが正しい場合、ユーザーは AWS Management Console にアクセスできます。このコードが間
違っていると、ユーザーは別のコードで再試行できます。

仮想 MFA デバイスが同期しなくなることがあります。ユーザーが AWS Management Console へのサイン
インを何度か試みて失敗した場合、仮想 MFA デバイスを同期するよう求められます。ユーザーは画面の
指示に従って仮想 MFA デバイスを同期できます。お客様の AWS アカウント のユーザーに代わってデバ
イスを同期する方法については、「仮想デバイスとハードウェア MFA デバイスの再同期 (p. 137)」を参
照してください。

ハードウェア TOTP トークンを使用したサインイン
MFA がユーザーに必要な場合は、2 番目のサインインページが表示されます。ユーザーは、[MFA code]
(MFA コード) ボックスに、ハードウェア TOTP トークンから提供される数値コードを入力する必要があり
ます。

MFA コードが正しい場合、ユーザーは AWS Management Console にアクセスできます。このコードが間
違っていると、ユーザーは別のコードで再試行できます。

ハードウェア TOTP トークンは、同期から外れることはありません。AWS Management Console へのサ
インインが、複数回連続して失敗したユーザーに対しては、MFA トークンデバイスと同期するように求め
られます。ユーザーは画面の指示に従って MFA トークンデバイスを同期できます。お客様の AWS アカウ
ント のユーザーに代わってデバイスを同期する方法については、「仮想デバイスとハードウェア MFA デ
バイスの再同期 (p. 137)」を参照してください。

IAM ユーザーの管理
Note

ベストプラクティス (p. 938)として、一時的な認証情報の使用により AWS にアクセスするに
は、人間のユーザーに対して ID プロバイダーとのフェデレーションの使用を必須とすることを
お勧めします。ベストプラクティスに従えば、IAM ユーザーやグループを管理することにはなり
ません。管理するのではなく、ユーザーとグループは AWS の外部で管理され、フェデレーショ
ン ID として AWS リソースにアクセスできます。フェデレーション ID は、エンタープライズ
ユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS Directory Service、Identity Center ディ
レクトリのユーザー、または ID ソースから提供された認証情報を使用して AWS のサービスに
アクセスするユーザーです。フェデレーション ID は、ID プロバイダーが定義したグループを
使用します。AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用している場合
は、IAM Identity Center でのユーザーとグループの作成に関する情報について、AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「Manage identities in IAM Identity 
Center」(IAM Identity Center での ID の管理) を参照してください。

Amazon Web Services には、AWS アカウント の IAM ユーザーを管理するための複数のツールが用意され
ています。アカウントまたは特定のグループの IAM ユーザーを一覧表示したり、ユーザーが属するすべて
のユーザーグループを一覧表示したりできます。また、IAM ユーザーの名前変更やパスの変更をしたりで
きます。IAM ユーザーではなくフェデレーション ID の使用に移行している場合は、AWS アカウントから 
IAM ユーザーを削除したり、ユーザーを非アクティブ化したりできます。

IAM ユーザーの管理ポリシーの追加、変更、または削除の詳細については、「IAM ユーザーのアクセス
許可の変更 (p. 88)」を参照してください。IAM ユーザーのインラインポリシーの管理の詳細について
は、「IAM ID のアクセス許可の追加および削除 (p. 532)」、「IAM ポリシーの編集 (p. 543)」、および
「IAM ポリシーを削除する (p. 548)」を参照してください。ベストプラクティスとして、インラインポ

83

https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/manage-your-identity-source-sso.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/manage-your-identity-source-sso.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ユーザーの管理

リシーではなく管理ポリシーを使用します。AWS 管理ポリシーでは、多くの一般的ユースケースでアクセ
ス許可を付与します。AWS 管理ポリシーは、すべての AWS のユーザーが使用できるため、特定のユース
ケースに対して最小特権のアクセス許可が付与されない場合があることに留意してください。そのため、
ユースケースに応じた顧客管理ポリシーを定義することで、アクセス許可をさらに減らすことをお勧めし
ます。詳細については、「AWS マネージドポリシー (p. 427)」を参照してください。特定のジョブ機能
用に設計された AWS 管理ポリシーの詳細については、AWSジョブ機能の 管理ポリシー (p. 1243) を参照
してください。

IAM ポリシーの検証の詳細については、「IAM ポリシーの検証 (p. 521)」を参照してください。

Tip

IAM Access Analyzer では、IAM ロールが使用するサービスとアクションを分析し、使用可能な
きめ細かなポリシーを生成できます。生成された各ポリシーをテストしたら、ポリシーを本番
環境にデプロイできます。これにより、ワークロードに必要なアクセス許可のみが付与されま
す。ポリシー生成の詳細については、「IAM Access Analyzer ポリシーの生成」を参照してくだ
さい。

IAM ユーザーパスワードの管理に関する詳細については、「IAM ユーザーのパスワードの管
理 (p. 98)」を参照してください。

トピック
• ユーザーアクセスの表示 (p. 84)
• IAM ユーザーの一覧表示 (p. 84)
• IAM ユーザーの名前の変更 (p. 85)
• IAM ユーザーの削除 (p. 85)
• IAM ユーザーの非アクティブ化 (p. 87)

ユーザーアクセスの表示
ユーザーを削除する前に、サービスレベルの最近のアクティビティを確認する必要があります。これは、
アクセス権を使用しているプリンシパル (ユーザーまたはアプリケーション) から削除しないようにするた
めに重要です。最後にアクセスした情報を表示する方法の詳細については、「最終アクセス情報を使用し
た AWS のアクセス許可の調整 (p. 551)」を参照してください。

IAM ユーザーの一覧表示
IAM ユーザーを一覧表示するには、AWS アカウント または特定の IAM ユーザーグループで、ユーザー
が属するすべてのユーザーグループを一覧表示します。ユーザーの一覧表示に必要な権限の詳細について
は、「他の IAM リソースにアクセスするのに必要なアクセス許可 (p. 598)」を参照してください。

アカウントのすべてのユーザーを一覧表示するには

• AWS Management Console: ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。コンソールには、AWS 
アカウント 内のユーザーが表示されます。

• AWS CLI: aws iam list-users
• AWS API: ListUsers

特定のユーザーグループのユーザーを一覧表示するには

• AWS Management Console: ナビゲーションペインで [ユーザーグループ] を選択し、ユーザーグループ
名を選択してから、[ユーザー] タブを選択します。

• AWS CLI: aws iam get-group
• AWS API: GetGroup
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ユーザーが所属しているすべてのユーザーグループを一覧表示するには

• AWS Management Console: ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択し、ユーザー名を選択してか
ら、[グループ] タブを選択します。

• AWS CLI: aws iam list-groups-for-user
• AWS API: ListGroupsForUser

IAM ユーザーの名前の変更
ユーザーの名前またはパスを変更するには、AWS CLI、Tools for Windows PowerShell または AWS API 
を使用する必要があります。コンソールに、ユーザーの名前を変更するためのオプションはありません。
ユーザーの名前の変更に必要なアクセス許可の詳細については、「他の IAM リソースにアクセスするのに
必要なアクセス許可 (p. 598)」を参照してください。

ユーザーの名前またはパスを変更すると、以下のことが起こります。

• ユーザーにアタッチされているポリシーは、新しい名前のユーザーにそのままアタッチされています。
• ユーザーは名前が変わるだけで、所属するユーザーグループは変わりません。
• ユーザーの一意の ID は変更されません。一意の ID の詳細については、「一意の識別子 (p. 1129)」を

参照してください。
• ユーザーをプリンシパル (このユーザーにはアクセスが許可されます) として参照しているリソー

スやロールのポリシーは、新しい名前またはパスを使用するように自動的に更新されます。例え
ば、Amazon S3 内のキューベースのポリシー、または Amazon SQS 内のリソースベースのポリシー
は、新しい名前またはパスを使用するように自動的に更新されます。

IAM は、ユーザーをリソースとして参照しているポリシーを、自動的に更新しません。新しい名前または
パスを使用するには、手動で更新する必要があります。例えば、Richard というユーザーに自身の認証情
報の管理を許可するポリシーがアタッチされているとします。名前を Richard から Rich に変更する場
合、管理者はそのポリシーを更新して、次のリソースを

arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/Richard

次のように変更する必要があります。

arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/Rich

パスを変更する場合も同様です。管理者は、ユーザーの新しいパスを反映するようにポリシーを更新する
必要があります。

ユーザーの名前を変更するには

• AWS CLI: aws iam update-user
• AWS API: UpdateUser

IAM ユーザーの削除
ユーザーが退職した場合、お客様の AWS アカウント から IAM ユーザーを削除することがあります。ユー
ザーが一時的に不在の場合は、IAM ユーザーの非アクティブ化 (p. 87) の説明に従って、アカウントか
ら削除する代わりに、そのユーザーのアクセスを非アクティブ化できます。

トピック
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• IAM ユーザーの削除 (コンソール) (p. 86)
• IAM ユーザーの削除 (AWS CLI) (p. 86)

IAM ユーザーの削除 (コンソール)

AWS Management Console を使用して IAM ユーザーを削除すると、IAM によって以下の情報が自動的に
削除されます。

• ユーザー
• すべてのグループメンバシップ (つまり、ユーザーは、メンバーとして所属していたすべての IAM ユー

ザーグループから削除されます)
• ユーザーのパスワード
• ユーザーのアクセスキー
• ユーザーに組み込まれていたすべてのインラインポリシー（ユーザーグループのアクセス権限を通じて

ユーザーに適用されているポリシーは影響を受けません）

Note

IAM は、ユーザーを削除すると、ユーザーにアタッチされた管理ポリシーをすべて削除します
が、管理ポリシーは削除しません。

• 関連する MFA デバイス

IAM ユーザーを削除するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ユーザー] を選択し、ユーザー名または行そのものではなく、削除する
ユーザー名の横にあるチェックボックスをオンにします。

3. ページの上部で、[削除] を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、テキスト入力フィールドにユーザー名を入力し、ユーザーの削除を確認

します。[削除] を選択します。

IAM ユーザーの削除 (AWS CLI)

AWS CLI を使用してユーザーを削除する場合、AWS Management Console の場合とは異なり、ユーザー
にアタッチされている項目を削除する必要があります。この手順では、そのプロセスについて説明しま
す。

アカウントからユーザーを削除するには (AWS CLI)

1. ユーザーのパスワード（使用していた場合）を削除します.

aws iam delete-login-profile
2. ユーザーのアクセスキーを削除します (使用していた場合)。

aws iam list-access-keys (ユーザーのアクセスキーを一覧表示するには) および aws iam 
delete-access-key

3. ユーザーの署名証明書を削除します。認証情報を削除すると、完全に削除され、復元できないことに
注意してください。

aws iam list-signing-certificates (ユーザーの署名証明書を一覧表示するには) および aws 
iam delete-signing-certificate

4. ユーザーの SSH パブリックキーを削除します (使用していた場合)。
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aws iam list-ssh-public-keys (ユーザーの SSH パブリックキーを一覧表示するには) および
aws iam delete-ssh-public-key

5. ユーザーの Git 認証情報を削除します。

aws iam list-service-specific-credentials (ユーザーの Git 認証情報を一覧表示するには) 
および aws iam delete-service-specific-credential

6. ユーザーの 多要素認証 (MFA) デバイスを無効にします (使用していた場合)。

aws iam list-mfa-devices (ユーザーの MFA デバイスを一覧表示するには)、aws iam 
deactivate-mfa-device (デバイスを無効にするには)、aws iam delete-virtual-mfa-
device (仮想 MFA デバイスを完全に削除するには)

7. ユーザーのインラインポリシーを削除します。

aws iam list-user-policies (ユーザーのインラインポリシーを一覧表示するには) および aws 
iam delete-user-policy (ポリシーをさくじょするには)

8. ユーザーにアタッチされているすべての管理ポリシーをデタッチします。

aws iam list-attached-user-policies (ユーザーにアタッチされているポリシーを一覧表示
するには) および aws iam detach-user-policy (ポリシーをデタッチするには)

9. すべてのユーザーグループからユーザーを削除します。

aws iam list-groups-for-user (ユーザーが属するユーザーグループを一覧表示するには) およ
び aws iam remove-user-from-group

10. ユーザーを削除。

aws iam delete-user

IAM ユーザーの非アクティブ化
IAM ユーザーが一時的に会社から離れるときは、そのユーザーを非アクティブ化する必要がある場合があ
ります。IAM ユーザー認証情報を現状のままにしておき、AWS のアクセスをブロックすることができま
す。

ユーザーを非アクティブ化するには、AWS へのユーザーアクセスを拒否するポリシーを作成してアタッチ
します。ユーザーアクセスは後で復元できます。

ユーザーにアタッチしてアクセスを拒否できるポリシーを 2 例紹介します。

次のポリシーには期限を設けていません。ユーザーのアクセスを復元するには、ポリシーを削除する必要
があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [  
      { 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": "*", 
        "Resource": "*" 
      }  
   ]
}

次のポリシーには、2024 年 12 月 24 日午後 11 時 59 分 (UTC) にポリシーを開始し、2025 年 2 月 28 日
午後 11 時 59 分 (UTC) にポリシーを終了するという条件があります。

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": "*", 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
          "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2024-12-24T23:59:59Z"}, 
          "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2025-02-28T23:59:59Z"} 
          } 
       } 
   ]
}

IAM ユーザーのアクセス許可の変更
AWS アカウント 内の IAM ユーザーのアクセス許可を変更するには、グループメンバーシップを変更する
か、既存のユーザーからアクセス許可をコピーするか、ユーザーに直接ポリシーをアタッチするか、また
はアクセス許可の境界 (p. 433)を設定することができます。アクセス許可の境界では、ユーザーに許可さ
れるアクセス許可の上限を設定します。アクセス許可の境界は AWS のアドバンスド機能です。

ユーザーのアクセス権限の変更に必要なアクセス権限の詳細については、「他の IAM リソースにアクセス
するのに必要なアクセス許可 (p. 598)」を参照してください。

トピック
• ユーザーアクセスの表示 (p. 88)
• ユーザーのアクセスアクティビティに基づくポリシーの生成 (p. 88)
• ユーザーへのアクセス許可の追加 (コンソール) (p. 88)
• ユーザーのアクセス許可の変更 (コンソール) (p. 91)
• ユーザーからのアクセス許可ポリシーの削除 (コンソール) (p. 92)
• ユーザーからのアクセス許可の境界の削除 (コンソール) (p. 92)
• ユーザーのアクセス許可の追加と削除 (AWS CLI または AWS API) (p. 93)

ユーザーアクセスの表示
ユーザーのアクセス許可を変更する前に、サービスレベルの最近のアクティビティを確認する必要があり
ます。これは、アクセス権を使用しているプリンシパル (ユーザーまたはアプリケーション) から削除しな
いようにするために重要です。最後にアクセスした情報を表示する方法の詳細については、「最終アクセ
ス情報を使用した AWS のアクセス許可の調整 (p. 551)」を参照してください。

ユーザーのアクセスアクティビティに基づくポリシーの生成
IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) に必要な権限を超えるアクセス許可を付与することがありま
す。付与するアクセス権限を調整するために、エンティティのアクセスアクティビティに基づく IAM ポリ
シーを生成できます。IAM Access Analyzer は AWS CloudTrail ログを確認し、指定した日付範囲内のロー
ルが使用したアクセス許可を含むポリシーテンプレートを生成します。テンプレートを使用して、きめ細
かなアクセス権限で管理ポリシーを作成し、それを IAM エンティティにアタッチできます。これにより、
特定のユースケースでロールが AWS リソースとインタラクションするために必要なアクセス権限のみを
付与します。詳細については、「アクセスアクティビティに基づいてポリシーを生成する (p. 521)」を参
照してください。

ユーザーへのアクセス許可の追加 (コンソール)
IAM では 3 つの方法でユーザーにアクセス許可ポリシーを追加できます。
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• ユーザーをグループに追加する – IAM ユーザーをグループのメンバーにします。グループのポリシーが
ユーザーにアタッチされます。

• 既存のユーザーからアクセス許可をコピーする – すべてのグループメンバーシップ、アタッチされた管
理ポリシー、インラインポリシー、および既存のアクセス許可の境界をソースユーザーからコピーしま
す。

• ポリシーをユーザーに直接アタッチする – 管理ポリシーをユーザーに直接アタッチします。アクセス許
可の管理を簡単にするために、ポリシーをグループに割り当ててから、ユーザーを適切なグループのメ
ンバーにします。

Important

ユーザーにアクセス許可の境界が設定されている場合は、アクセス許可の境界で許可されている
以上のアクセス許可をユーザーに追加することはできません。

ユーザーをグループに追加することによるアクセス権限の追加

ユーザーをグループに追加した結果は、すぐにユーザーに反映されます。

ユーザーをグループに追加することでアクセス許可をユーザーに追加するには

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. コンソールの [グループ] 列で、ユーザーの現在のグループメンバーシップを確認します。必要に応じ

て、次の手順を実行して、その列をユーザーテーブルに追加します。

1.
右端のテーブルの上で、設定のシンボル ( ) を選択します。

2. [Manage Columns (列の管理)] ダイアログボックスで、[グループ] 列を選択します。必要に応じ
て、ユーザーテーブルに表示しない列見出しのチェックボックスをオフにすることもできます。

3. [Close (閉じる)] を選択して、ユーザーのリストに戻ります。

[グループ] 列に、ユーザーが属するグループが表示されます。この列には、グループ名を 2 つまで表
示できます。ユーザーが 3 つ以上のグループのメンバーである場合は、最初の 2 つのグループ (アル
ファベット順) が表示されます。その他のグループメンバーシップは数のみ表示されます。例えば、
ユーザーが、グループ A、グループ B、グループ C、グループ D に所属している場合、フィールドに
は [Group A, Group B + 2 more (グループ A、グループ B、他 2 グループ)] という値が表示されます。
ユーザーが所属している合計グループ数を表示するには、[Group count (グループ数)] 列をユーザーの
テーブルに追加します。

4. 変更するアクセス許可を持つユーザーの名前を選択します。
5. [Permissions (アクセス許可)] タブを選択してから、[アクセス許可の追加] を選択します。[Add user to 

group] を選択します。
6. ユーザーが参加する各グループのチェックボックスをオンにします。リストには、各グループの名前

と、そのグループのメンバーとなった場合にユーザーが受け取るポリシーが表示されます。
7. (オプション) 既存のグループの選択に加えて、[グループの作成] を選択して新しいグループを定義す

ることができます。

a. 新しいタブで、[ユーザーグループ名] に新しいグループの名前を入力します。

Note

AWS アカウントの IAM リソースの数とサイズには制限があります。詳細については、
「IAM クォータおよび AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限 (p. 1131)」
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を参照してください。グループ名は、最大 128 文字の英数字、プラス記号 (+)、等号 
(=)、カンマ (,)、ピリオド (.)、アットマーク (@)、ハイフン (-) を組み合わせて指定しま
す。名前はアカウント内で一意である必要があります。大文字と小文字は区別されませ
ん。例えば、TESTGROUP というグループと testgroup というグループを作成すること
はできません。

b. グループにアタッチする管理ポリシーのチェックボックスを 1 つ以上オンにします。[ポリシー
の作成] を選択して、新しい管理ポリシーを作成することもできます。その場合は、新しいポリ
シーが完成したらこのブラウザタブまたはウィンドウに戻り、[Refresh (更新)] を選択した後、
グループにアタッチする新しいポリシーを選択します。詳細については、「IAM ポリシーの作
成 (p. 514)」を参照してください。

c. [ユーザーグループの作成] を選択します。
d. 元のタブに戻り、グループのリストを更新します。次に、新しいグループのチェックボックスを

オンにします。
8. [次へ] を選択して、ユーザーに追加するグループメンバーシップのリストを表示します。次に、[アク

セス許可の追加] を選択します。

別のユーザーにコピーすることによるアクセス権限の追加

アクセス許可をコピーした結果は、すぐにユーザーに反映されます。

別のユーザーからアクセス許可をコピーしてアクセス許可をユーザーに追加するには

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

2. ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択して、変更するアクセス許可を持つユーザーの名前を選択
し、[Permissions (アクセス許可)] タブを選択します。

3. [Add permissions (アクセス許可の追加)]、[Copy permissions from existing user (既存のユーザーから
アクセス許可をコピー)] の順に選択します。リストには、使用可能なユーザーと、そのグループメン
バーシップ、アタッチされたポリシーが表示されます。グループやポリシーの完全なリストが 1 行に
収まらない場合は、[and n more (さらに n 個追加)] リンクを選択できます。これを行うこと、新しい
ブラウザタブを開き、ポリシー ([Permissions (アクセス許可)] タブ)、グループ ([グループ] タブ) の詳
細なリストが表示されます。

4. コピーするアクセス権限を持つユーザーの横のラジオボタンをオンにします。
5. [次へ] を選択して、ユーザーに加える変更のリストを表示します。次に、[アクセス許可の追加] を選

択します。

ポリシーをユーザーに直接アタッチすることによるアクセス権限の追加

ポリシーをアタッチした結果は、すぐにユーザーに反映されます。

管理ポリシーを直接アタッチすることでユーザーにアクセス許可を追加するには

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

2. ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択して、変更するアクセス許可を持つユーザーの名前を選択
し、[Permissions (アクセス許可)] タブを選択します。

3. [アクセス許可の追加]、[ポリシーを直接アタッチする] の順に選択します。
4. ユーザーにアタッチする管理ポリシーのチェックボックスを 1 つ以上オンにします。[ポリシーの作

成] を選択して、新しい管理ポリシーを作成することもできます。その場合は、新しいポリシーが完成
したらこのブラウザタブまたはウィンドウに戻ります。[Refresh (更新)] を選択した後、ユーザーにア
タッチする新しいポリシーのチェックボックスをオンにします。詳細については、「IAM ポリシーの
作成 (p. 514)」を参照してください。
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5. [次へ] を選択して、ユーザーにアタッチするポリシーのリストを表示します。次に、[アクセス許可の
追加] を選択します。

ユーザーのアクセス許可の境界の設定

アクセス許可の境界を設定した結果は、すぐにユーザーに反映されます。

ユーザーのアクセス許可の境界を設定するには

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. アクセス許可の境界を変更する対象のユーザーの名前を選択します。
4. [Permissions] (許可) タブを選択します。必要に応じて、[アクセス許可の境界] セクションを開き、[境

界の設定] を選択します。
5. アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択します。
6. [Set boundary (境界の設定)] を選択します。

ユーザーのアクセス許可の変更 (コンソール)
IAM では、次の方法でユーザーに関連付けられているアクセス許可を変更できます。

• アクセス許可ポリシーの編集 – ユーザーのインラインポリシーまたはユーザーのグループのインライン
ポリシーを編集するか、ユーザーにアタッチされている管理ポリシーを直接またはグループを介して編
集します。ユーザーにアクセス許可の境界が設定されている場合は、アクセス許可の境界で使用されて
いるポリシーで許可される以上のアクセス許可をユーザーに付与することはできません。

• アクセス許可の境界の変更 – ユーザーのアクセス許可の境界として使用されているポリシーを変更しま
す。この変更に伴って、ユーザーに許可されるアクセス許可の上限が拡張または縮小される場合があり
ます。

ユーザーにアタッチされているアクセス許可ポリシーの編集

アクセス許可を変更した結果は、すぐにユーザーに反映されます。

ユーザーにアタッチされている管理ポリシーを編集する

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. アクセス許可ポリシーを変更する対象のユーザーの名前を選択します。
4. [Permissions] (許可) タブを選択します。必要に応じて、[Permissions policies (アクセス許可ポリ

シー)] セクションを開きます。
5. ポリシーの詳細を表示するために編集するポリシーの名前を選択します。[ポリシーの用途] タブを選

択し、ポリシーを編集した場合に影響を受ける可能性がある他のエンティティを確認します。
6. [Permissions (アクセス許可)] タブを選択し、ポリシーで付与されるアクセス許可を確認します。[ポリ

シーの編集] を選択します。
7. ポリシーを編集し、ポリシー検証 (p. 521)に関する推奨事項を解決します。詳細については、「IAM 

ポリシーの編集 (p. 543)」を参照してください。
8. [ポリシーの確認] を選択し、ポリシーの概要を確認します。次に、[変更の保存] を選択します。
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ユーザーのアクセス許可の境界の変更

アクセス許可の境界を変更した結果は、すぐにユーザーに反映されます。

ユーザーのアクセス許可の境界を設定するために使用されているポリシーを変更するには

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. アクセス許可の境界を変更する対象のユーザーの名前を選択します。
4. [Permissions] (許可) タブを選択します。必要に応じて、[Permissions boundary (アクセス許可の境界)] 

セクションを開き、[Change boundary (境界の変更)] を選択します。
5. アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択します。
6. [Set boundary (境界の設定)] を選択します。

ユーザーからのアクセス許可ポリシーの削除 (コンソール)
ポリシーを削除した結果は、すぐにユーザーに反映されます。

IAM ユーザーのアクセス許可を取り消すには

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. アクセス許可の境界を削除する対象のユーザーの名前を選択します。
4. [Permissions] (許可) タブを選択します。
5. 既存のポリシーを削除してアクセス許可を取り消す場合は、[タイプ] を表示して、ユーザーがそのポ

リシーを取得する方法を理解してから、[削除] を選択してポリシーを削除します。

• グループメンバーシップのためにポリシーが適用されている場合、[削除] を選択して、ユーザーを
そのグループから削除します。1 つのグループには複数のポリシーがアタッチされている場合があ
ります。グループからユーザーを削除すると、そのユーザーは、グループメンバーシップを通じて
受け取ったすべてのポリシーへのアクセスを失います。

• ポリシーがユーザーに直接アタッチされた管理ポリシーの場合、[削除] を選択して、ユーザーへの
ポリシーのアタッチを解除します。これは、そのポリシー自体やそのポリシーがアタッチされてい
る他のエンティティに影響を与えません。

• ポリシーがインライン埋め込みポリシーである場合は、[X] を選択すると、IAM からポリシーが削
除されます。ユーザーに直接アタッチされたインラインポリシーは、そのユーザーにのみ存在しま
す。

ユーザーからのアクセス許可の境界の削除 (コンソール)
アクセス許可の境界を削除した結果は、すぐにユーザーに反映されます。

ユーザーからアクセス許可の境界を削除するには

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. アクセス許可の境界を削除する対象のユーザーの名前を選択します。
4. [Permissions] (許可) タブを選択します。必要に応じて、[Permissions boundary (アクセス許可の境界)] 

セクションを開き、[Remove boundary (境界の削除)] を選択します。
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5. [境界の削除] を選択してアクセス許可の境界を削除することを確定します。

ユーザーのアクセス許可の追加と削除 (AWS CLI または AWS 
API)
アクセス許可をプログラムにより追加または削除するには、グループメンバーシップの追加または削除、
管理ポリシーのアタッチまたはデタッチ、インラインポリシーの追加または削除のいずれかを行う必要が
あります。詳細については、次のトピックを参照してください。

• IAM グループへのユーザーの追加と削除 (p. 179)
• IAM ID のアクセス許可の追加および削除 (p. 532)

AWS でのユーザーパスワードの管理
アカウントの AWS アカウントのルートユーザー および IAM ユーザーのパスワードを管理できます。IAM 
ユーザーが AWS Management Console にアクセスするには、パスワードが必要です。ユーザーが、AWS 
Tools for Windows PowerShell、AWS CLI SDK または API を使用してプログラムで AWS リソースにアク
セスする場合、パスワードは必要ありません。このような環境では、ユーザーにアクセスキー (p. 105)を
割り当てることができます。ただし、アクセスキーに代わるより安全な代替手段が他にもあり、最初に検
討することをお勧めします。詳細については、「AWS 全般のリファレンス ガイド」の「長期的なアクセ
スキーの考慮事項と代替方法」を参照してください。

内容
• AWS アカウント ルートユーザーのパスワードの変更 (p. 93)
• IAM ユーザー用のアカウントパスワードポリシーの設定 (p. 94)
• IAM ユーザーのパスワードの管理 (p. 98)
• IAM ユーザーに自分のパスワードを変更する権限を付与する (p. 102)
• IAM ユーザーが自分のパスワードを変更する方法 (p. 103)

AWS アカウント ルートユーザーのパスワードの変更
ルートユーザーのパスワードを変更するには、IAM ユーザーではなく、AWS アカウントのルートユーザー 
としてサインインする必要があます。ルートユーザーパスワードを忘れた場合にそれをリセットする方法
については、「紛失したり忘れたりしたパスワードまたは AWS のアクセスキーのリセット (p. 114)」を
参照してください。

ルートユーザーのパスワードを変更するには

1. AWS アカウントのメールアドレスとパスワードを使用し、 として AWS Management ConsoleAWS 
アカウントのルートユーザー にサインインします。

Note

3 つのテキストボックスが表示される場合、以前に IAM ユーザー認証情報でコンソールにサ
インインしました。ブラウザでこの設定が記憶され、サインインを試みるたびにこのアカウ
ント固有のサインインページが開く場合があります。IAM ユーザーのサインインページを使
用して、アカウント所有者としてサインインすることはできません。表示された場合、IAM 
ユーザーのサインインページ] で、ルートユーザーの電子メールを使用してサインインする] 
(ページの下部にあります)。これにより、メインのサインインページに戻ります。ここか
ら、AWS アカウントのメールアドレスとパスワードを使用して、ルートユーザーとしてサイ
ンインできます。
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2. コンソールの右上隅で、アカウント名またはアカウント番号を選択し、続いて [Security credentials]
(セキュリティ認証情報) を選択します。

3. パスワードを変更するには、[Edit account name, email, and password] (アカウント名、E メール、パ
スワードの編集) ボタンを選択します。

4. 強力なパスワードを選択します。IAM ユーザーにはアカウントパスワードポリシーを設定す
る (p. 94)ことはできますが、このポリシーは AWS アカウントのルートユーザー には適用されま
せん。

AWS のパスワードは、以下の条件を満たす必要があります。

• 8～128 文字で構成されている
• 大文字、小文字、数字、特殊文字 ! @ # $ % ^ & * () <> [] {} | _+-= が含まれている
• AWS アカウント 名または E メールアドレスと同じでないこと

Note

AWS ではサインインプロセスの改善を進めています。これらの改善の 1 つは、より安全なパ
スワードポリシーをアカウントに強制することです。アカウントをアップグレードした場合
は、上記のパスワードポリシーを満たすことを要求されます。アカウントをアップグレード
していない場合、AWS からこのポリシーが強制されることはありませんが、そのガイドライ
ンに従ってパスワードをより安全なものにすることが強く推奨されます。

パスワードを保護するには、次のベストプラクティスに従う必要があります。

• パスワードを知っているユーザーがアカウントにアクセスする可能性があるため、パスワードは定
期的に変更し、秘密に保ちます。

• AWS では、他のサイトで使用しているものとは異なるパスワードを使用します。
• 安易に想像できるパスワードは使用しないでください。例え

ば、secret、password、amazon、123456 などのパスワードです。また、辞書に載っている単
語や氏名、E メールアドレスなど、かんたんに入手できる個人情報なども含みます。

IAM ユーザー用のアカウントパスワードポリシーの設定
IAM ユーザーのパスワードの複雑度の要件や必須のローテーション期間を指定するためのカスタムパ
スワードポリシーを AWS アカウント に設定できます。カスタムパスワードポリシーを設定しない場
合、IAM ユーザーのパスワードはデフォルトの AWS パスワードポリシーの要件を満たす必要がありま
す。詳細については、「カスタムパスワードポリシーのオプション (p. 96)」を参照してください。

トピック
• パスワードポリシーの設定に関するルール (p. 94)
• パスワードポリシーを設定するために必要なアクセス許可 (p. 95)
• デフォルトのパスワードポリシー (p. 95)
• カスタムパスワードポリシーのオプション (p. 96)
• パスワードポリシーの設定 (コンソール) (p. 97)
• パスワードポリシーの設定 (AWS CLI) (p. 97)
• パスワードポリシーの設定 (AWS API) (p. 98)

パスワードポリシーの設定に関するルール

IAM パスワードポリシーは、AWS アカウントのルートユーザー パスワードまたは IAM ユーザー アクセ
スキーには適用されません。パスワードの有効期限が切れた場合、IAM ユーザーは AWS Management 
Console にサインインできなくなりますが、引き続きアクセスキーを使用できます。
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パスワードポリシーを作成または変更する場合、パスワードポリシーの設定の多くは、ユーザーが次回パ
スワードを変更するときに適用されます。ただし、一部の設定はすぐに適用されます。例:

• 最小文字数と文字タイプの要件が変更されると、これらの設定はユーザーが次回パスワードを変更す
るときに適用されます。既存のパスワードが更新されたパスワードポリシーに従っていない場合でも、
ユーザーは既存のパスワードの変更を強制されません。

• パスワードの有効期限を設定した場合、有効期限は直ちに適用されます。例えば、パスワードの有効期
限を 90 日に設定したとします。この場合、既存のパスワードが作成されてから 90 日を超える期間が経
過しているすべての IAM ユーザーのパスワードが失効します。これらのユーザーは、次回サインインす
るときにパスワードを変更する必要があります。

サインインが指定された回数失敗したユーザーをアカウントからロックアウトするために、「ロックア
ウトポリシー」を作成することはできません。セキュリティを強化するために、強力なパスワードポリ
シーと Multi-Factor Authentication (MFA) を組み合わせることをお勧めします。MFA の詳細については、
「AWS での多要素認証 (MFA) の使用 (p. 115)」を参照してください。

パスワードポリシーを設定するために必要なアクセス許可

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) がアカウントのパスワードポリシーを表示または編集すること
を許可するには、アクセス許可を設定する必要があります。ポリシーには、IAM ポリシーに次のパスワー
ドポリシーアクションを含めることができます。

• iam:GetAccountPasswordPolicy – エンティティが各自のアカウントのパスワードポリシーを表示
することを許可します

• iam:DeleteAccountPasswordPolicy – エンティティが各自のアカウントのカスタムパスワードポ
リシーを削除し、デフォルトのパスワードポリシーに戻すことを許可します

• iam:UpdateAccountPasswordPolicy – エンティティが各自のアカウントのカスタムパスワードポ
リシーを作成または変更することを許可します

次のポリシーは、アカウントのパスワードポリシーを表示および編集するためのフルアクセスを許可し
ます。この例の JSON ポリシードキュメントを使用して IAM ポリシーを作成する方法については、「the 
section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "FullAccessPasswordPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
                "iam:DeleteAccountPasswordPolicy", 
                "iam:UpdateAccountPasswordPolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

IAM ユーザーが各自のパスワードを変更するために必要なアクセス許可の詳細については、「IAM ユー
ザーに自分のパスワードを変更する権限を付与する (p. 102)」をご参照ください。

デフォルトのパスワードポリシー

管理者がカスタムパスワードポリシーを設定しない場合、IAM ユーザーパスワードはデフォルトの AWS 
パスワードポリシーの要件を満たす必要があります。
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Note

AWS ではサインインプロセスの改善を進めています。これらの改善の 1 つは、より安全なパス
ワードポリシーをアカウントに強制することです。アカウントがアップグレードされた場合は、
このセクションのパスワードポリシーを満たすことを要求されます。アカウントをアップグレー
ドしていない場合、AWS からこのポリシーが強制されることはありませんが、そのガイドライン
に従ってパスワードをより安全なものにすることが強く推奨されます。

デフォルトのパスワードポリシーでは、次の条件が適用されます。

• パスワードの文字数制限: 8～128 文字
• 大文字、小文字、数字、英数字以外の文字 (! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } | ') のう

ち、最低 3 つの文字タイプの組み合わせ
• AWS アカウント 名または E メールアドレスと同じでないこと
• 有効期限のないパスワード

カスタムパスワードポリシーのオプション

アカウントのカスタムパスワードポリシーを設定する場合、次の条件を指定できます。

• パスワードの最小文字数 – 6～128 文字の間で指定できます。
• パスワードの強度 – 次のいずれかのチェックボックスをオンにして、IAM ユーザーパスワードの強度を

定義できます。
• ラテンアルファベットの大文字 (A–Z) が少なくとも 1 つ必要
• ラテンアルファベットの小文字 (a–z) が少なくとも 1 つ必要
• 少なくとも 1 つの数字が必要
• 少なくとも 1 つの英数字以外の文字 ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = [ ] { } | ' が必要

• パスワードの有効期限をオンにする – IAM ユーザーのパスワードが設定されてから有効な期間を 1～
1,095 日の間で選択して指定できます。例えば、90 日間の有効期限を指定すると、すぐにすべてのユー
ザーに影響します。変更後、90 日を超える古いパスワードのユーザーがコンソールにログインする場
合は、新しいパスワードを設定する必要があります。75 日から 89 日が経過したパスワードのユーザー
は、パスワードの有効期限について AWS Management Console から警告を受け取ります。IAM ユー
ザーは、アクセス許可があれば、いつでもパスワードを変更できます。新しいパスワードを設定する
と、そのパスワードの有効期間が始まります。IAM ユーザーは一度に 1 つだけ有効なパスワードを持つ
ことができます。

• [Password expiration requires administrator reset] (パスワードの失効に管理者のリセットを必要とする) 
– パスワードが失効した後に IAM ユーザーが AWS Management Console を使用して各自のパスワード
を更新できないようにするには、このオプションを選択します。このオプションを選択する前に、AWS 
アカウント で複数のユーザーが IAM ユーザーパスワードをリセットするための管理アクセス許可を持っ
ていることを確認します。管理者ユーザーの iam:UpdateLoginProfile 権限は IAM ユーザーパス
ワードをリセットできます。IAM ユーザーの iam:ChangePassword 権限キーとアクティブアクセス
キーは、IAM ユーザーコンソールのパスワードをプログラムでリセットできます。このチェックボック
スをオフにした場合、パスワードが失効している IAM ユーザーは、AWS Management Console にアク
セスする前に新しいパスワードを設定する必要があります。

• [Allow users to change their own password] (ユーザーが各自のパスワードを変更することを許
可) – お客様のアカウント内のすべての IAM ユーザーが各自のパスワードを変更することを許
可できます。これにより、そのユーザーだけに対する iam:ChangePassword アクションと
iam:GetAccountPasswordPolicy アクションへのアクセスがユーザーに付与されます。このオプ
ションでは、各ユーザーにアクセス許可ポリシーがアタッチされません。あるいは、IAM ではすべての
ユーザーにアカウントレベルでアクセス許可が適用されます。あるいは、一部のユーザーのみが、自分
自身のパスワードを管理できるように許可できます。これを行うには、このチェックボックスをオフに
します。パスワードを管理できるユーザーを限定するポリシーの使用方法については、「IAM ユーザー
に自分のパスワードを変更する権限を付与する (p. 102)」を参照してください。
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• パスワードの再利用を禁止 – 指定した数の以前のパスワードを IAM ユーザーが再利用することを禁止で
きます。再利用できない以前のパスワードの数を 1～24 個の間で指定できます。

パスワードポリシーの設定 (コンソール)

AWS Management Console を使用して、カスタムパスワードポリシーを作成、変更、および削除できま
す。

カスタムパスワードポリシーを作成するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [アカウント設定] を選択します。
3. [Password policy] (パスワードポリシー) セクションで、[Edit] (編集) を選択します。
4. カスタムパスワードポリシーを使用するには、[Custom] (カスタム) を選択します。
5. パスワードポリシーに適用するオプションを選択し、[Save Changes] (変更の保存) を選択します。
6. [Set custom] (カスタムを設定) を選択して、カスタムパスワードポリシーを設定することを確認しま

す。

カスタムパスワードポリシーを変更するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [アカウント設定] を選択します。
3. [Password policy] (パスワードポリシー) セクションで、[Edit] (編集) を選択します。
4. パスワードポリシーに適用するオプションを選択し、[Save Changes] (変更の保存) を選択します。
5. [Set custom] (カスタムを設定) を選択して、カスタムパスワードポリシーを設定することを確認しま

す。

カスタムパスワードポリシーを削除するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [アカウント設定] を選択します。
3. [Password policy] (パスワードポリシー) セクションで、[Edit] (編集) を選択します。
4. [IAM default] (IAM のデフォルト) を選択してカスタムパスワードポリシーを削除し、[Save changes]

(変更を保存) を選択します。
5. [Set default] (デフォルトを設定) を選択して、IAM デフォルトパスワードポリシーを設定することを確

認します。

パスワードポリシーの設定 (AWS CLI)

AWS Command Line Interface を使用して、パスワードポリシーを設定できます。

AWS CLI からアカウントのカスタムパスワードポリシーを管理するには

以下のコマンドを実行します。

• カスタムパスワードポリシーを作成または変更するには: aws iam update-account-password-
policy
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• パスワードポリシーを表示するには: aws iam get-account-password-policy
• カスタムパスワードポリシーを削除するには: aws iam delete-account-password-policy

パスワードポリシーの設定 (AWS API)

AWS API オペレーションを使用して、パスワードポリシーを設定できます。

AWS API からアカウントのカスタムパスワードポリシーを管理するには

以下のオペレーションを呼び出します。

• カスタムパスワードポリシーを作成または変更するには: UpdateAccountPasswordPolicy
• パスワードポリシーを表示するには: GetAccountPasswordPolicy
• カスタムパスワードポリシーを削除するには: DeleteAccountPasswordPolicy

IAM ユーザーのパスワードの管理
AWS Management Console を使用して AWS リソースを操作する IAM ユーザーには、サインインのため
のパスワードが必要です。AWS アカウントの IAM ユーザーのパスワードを作成、変更、削除できます。

ユーザーにパスワードを割り当てると、ユーザーは、以下のような、アカウント用のサインイン URL を使
用して AWS Management Console にサインインできます。

https://12-digit-AWS-account-ID or alias.signin.aws.amazon.com/console

IAM ユーザーの AWS Management Console へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユー
ザーガイドの「AWS にサインインする方法」を参照してください。

ユーザーは、パスワードが割り当てられている場合でも、AWS リソースへのアクセスにはやはりアクセ
ス許可が必要です。デフォルトでは、ユーザーには何も権限が与えられていません。ユーザーに必要な権
限を与えるには、ユーザーまたはユーザーが属しているグループにポリシーを割り当てます。ユーザーお
よびグループの作成の詳細については、IAM ID (ユーザー、ユーザーグループ、ロール) (p. 68)を参照し
てください。ポリシーを使用するアクセス許可設定の詳細については、IAM ユーザーのアクセス許可の変
更 (p. 88)を参照してください。

ユーザーに自分のパスワードを変更する権限を付与できます。詳細については、「IAM ユーザーに自分の
パスワードを変更する権限を付与する (p. 102)」を参照してください。ユーザーがアカウントのサインイ
ンページにアクセスする方法の詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS へサインイン
する方法」を参照してください。

トピック
• IAM ユーザーパスワードの作成、変更、削除 (コンソール) (p. 98)
• IAM ユーザーパスワードの作成、変更、削除 (AWS CLI) (p. 100)
• IAM ユーザーパスワードの作成、変更、削除 (AWS API) (p. 101)

IAM ユーザーパスワードの作成、変更、削除 (コンソール)

AWS Management Console を使用して IAM ユーザーのパスワードを管理できます。

ユーザーが組織を離れる際、または今後 AWS へのアクセスが不要な場合には、使用されていた認証情報
を検索し、それらが無効になっていることを確認する必要があります。必要のなくなった認証情報は削除
することが理想的です。それらは必要に応じて、後日いつでも再作成できます。少なくとも、認証情報を
変更して以前のユーザーがアクセスできないようにする必要があります。
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IAM ユーザーのパスワードを追加するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. パスワードを作成するユーザーの名前を選択します。
4. [セキュリティ認証情報] タブを選択し、[コンソールサインイン] で [コンソールアクセスを有効にする]

を選択します。
5. [Manage console access (コンソールアクセスの管理)] の [Console access (コンソールアクセス)] で、

[Enable (有効化)] を選択します (まだ選択していない場合)。コンソールアクセスが無効になっている
場合、パスワードは不要です。

6. [Set password (パスワードの設定)] で、IAM によってパスワードを自動的に生成するか、カスタムパ
スワードを作成するかを選択します。

• IAM によって自動的にパスワードを生成するには、[Autogenerated password (自動生成パスワー
ド)] を選択します。

• カスタムパスワードを作成するには、[Custom password (カスタムパスワード)] を選択し、パス
ワードを入力します。

Note

作成するパスワードは、アカウントのパスワードポリシー (p. 94)の要件を満たす必要が
あります。

7. サインイン時に新しいパスワードの作成を要求する場合は、[ユーザーは次回のサインインで新しいパ
スワードを作成する必要があります] を選択します。次に、[Apply] (適用) を選択します。

Important

[ユーザーは次回のサインインで新しいパスワードを作成する必要があります] オプション
を選択した場合は、ユーザーにパスワードを変更するアクセス許可を持っていることを確
認します。詳細については、「IAM ユーザーに自分のパスワードを変更する権限を付与す
る (p. 102)」を参照してください。

8. パスワードを生成するオプションを選択した場合は、[コンソールパスワード] ダイアログボックス
で [表示] を選択します。これにより、パスワードを確認できるため、ユーザーに伝えることができま
す。

Important

セキュリティ上の理由で、この手順を完了するとパスワードにアクセスできなくなります
が、いつでも新しいパスワードを作成できます。

IAM ユーザーのパスワードを変更するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. パスワードを変更するユーザーの名前を選択します。
4. [セキュリティ認証情報] タブを選択し、[コンソールサインイン] で [コンソールアクセスの管理] を選

択します。
5. [Manage console access (コンソールアクセスの管理)] の [Console access (コンソールアクセス)] で、

[Enable (有効化)] を選択します (まだ選択していない場合)。コンソールアクセスが無効になっている
場合、パスワードは不要です。

6. [Set password (パスワードの設定)] で、IAM によってパスワードを自動的に生成するか、カスタムパ
スワードを作成するかを選択します。
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• IAM によって自動的にパスワードを生成するには、[Autogenerated password (自動生成パスワー
ド)] を選択します。

• カスタムパスワードを作成するには、[Custom password (カスタムパスワード)] を選択し、パス
ワードを入力します。

Note

作成するパスワードは、アカウントのパスワードポリシー (p. 94)が現在設定されていれ
ば、そのポリシーの要件を満たす必要があります。

7. サインイン時に新しいパスワードの作成を要求する場合は、[ユーザーは次回のサインインで新しいパ
スワードを作成する必要があります] を選択します。次に、[Apply] (適用) を選択します。

Important

[ユーザーは次回のサインインで新しいパスワードを作成する必要があります] オプション
を選択した場合は、ユーザーにパスワードを変更するアクセス許可を持っていることを確
認します。詳細については、「IAM ユーザーに自分のパスワードを変更する権限を付与す
る (p. 102)」を参照してください。

8. パスワードを生成するオプションを選択した場合は、[コンソールパスワード] ダイアログボックス
で [表示] を選択します。これにより、パスワードを確認できるため、ユーザーに伝えることができま
す。

Important

セキュリティ上の理由で、この手順を完了するとパスワードにアクセスできなくなります
が、いつでも新しいパスワードを作成できます。

IAM ユーザーのパスワードを削除 (無効化) するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. パスワードを削除するユーザーの名前を選択します。
4. [セキュリティ認証情報] タブを選択し、[コンソールサインイン] で [コンソールアクセスの管理] を選

択します。
5. [Console access (コンソールアクセス)] で、[Disable (無効化)]、[Apply (適用)] の順に選択します。

Important

パスワードを削除することで、AWS Management Console への IAM ユーザーアクセスを無効
にできます。これにより、サインイン認証情報を使用して AWS Management Console にサイ
ンインすることができなくなります。権限を変更したり、引き受けたロールを使用してコン
ソールにアクセスできないようにしたりすることはありません。ユーザーがアクティブなアク
セスキーを持っている場合、それらのキーは引き続き機能し、AWS CLI、Tools for Windows 
PowerShell、AWS API、または AWS Console Mobile Application 用のツールを介したアクセスを
許可します。

IAM ユーザーパスワードの作成、変更、削除 (AWS CLI)

AWS CLI API を使用して IAM ユーザーのパスワードを管理できます。

パスワードを作成するには (AWS CLI)

1. (オプション) ユーザーがパスワードを持っているかどうかを確認するには、aws iam get-login-profile
コマンドを実行します。
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2. パスワードを作成するには、aws iam create-login-profile コマンドを実行します。

ユーザーのパスワードを変更するには (AWS CLI)

1. (オプション) ユーザーがパスワードを持っているかどうかを確認するには、aws iam get-login-profile
コマンドを実行します。

2. パスワードを変更するには、aws iam update-login-profile コマンドを実行します。

ユーザーのパスワードを削除 (無効化) するには (AWS CLI)

1. (オプション) ユーザーがパスワードを持っているかどうかを確認するには、aws iam get-login-profile
コマンドを実行します。

2. (オプション) パスワードを前回使用した日付を確認するには、aws iam get-user コマンドを実行しま
す。

3. パスワードを削除するには、aws iam delete-login-profile コマンドを実行します。

Important

ユーザーのパスワードを削除すると、ユーザーは AWS Management Console にサインインでき
なくなります。ユーザーがアクティブなアクセスキーを持っている場合、それらのキーは引き続
き有効で、AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、または AWS API 関数呼び出しで使用でき
ます。AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、または AWS API を使用してユーザーを AWS 
アカウント から削除する場合、まずこのオペレーションを使用してパスワードを削除する必要が
あります。詳細については、「IAM ユーザーの削除 (AWS CLI) (p. 86)」を参照してください。

IAM ユーザーパスワードの作成、変更、削除 (AWS API)

AWS API を使用して IAM ユーザーのパスワードを管理できます。

パスワードを作成するには (AWS API)

1. (オプション) ユーザーがパスワードを持っているかどうかを確認するには、GetLoginProfile オペレー
ションを呼び出します。

2. パスワードを作成するには、CreateLoginProfile オペレーションを呼び出します。

ユーザーのパスワードを変更するには (AWS API)

1. (オプション) ユーザーがパスワードを持っているかどうかを確認するには、GetLoginProfile オペレー
ションを呼び出します。

2. パスワードを変更するには、UpdateLoginProfile オペレーションを呼び出します。

ユーザーのパスワードを削除 (無効化) するには (AWS API)

1. (オプション) ユーザーがパスワードを持っているかどうかを確認するには、GetLoginProfile コマンド
を実行します。

2. (オプション) パスワードを前回使用した日付を確認するには、GetUser コマンドを実行します。
3. パスワードを削除するには、DeleteLoginProfile コマンドを実行します。

Important

ユーザーのパスワードを削除すると、ユーザーは AWS Management Console にサインインでき
なくなります。ユーザーがアクティブなアクセスキーを持っている場合、それらのキーは引き続
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き有効で、AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、または AWS API 関数呼び出しで使用でき
ます。AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、または AWS API を使用してユーザーを AWS 
アカウント から削除する場合、まずこのオペレーションを使用してパスワードを削除する必要が
あります。詳細については、「IAM ユーザーの削除 (AWS CLI) (p. 86)」を参照してください。

IAM ユーザーに自分のパスワードを変更する権限を付与する
Note

フェデレーション ID を持つユーザーは、ID プロバイダーが定義したプロセスを使用してパス
ワードを変更します。ベストプラクティス (p. 938)として、人間のユーザーが一時的な認証情報
を使用して AWS にアクセスするには、ID プロバイダーとのフェデレーションの使用を必須とし
ます。

IAM ユーザーに、AWS Management Console にサインインするためのパスワードを変更するアクセス許
可を付与できます。これには以下の 2 つの方法があります。

• アカウントのすべての IAM ユーザーが自分のパスワードを変更できるようにします (p. 102)。
• 選択した IAM ユーザーだけが自分のパスワードを変更できるようにします (p. 102)。このシナリオで

は、すべてのユーザーが各自のパスワードを変更するオプションを無効にし、一部のユーザーにのみア
クセス許可を付与する IAM ポリシーを使用します。この方法では、ユーザーは各自のパスワードと、必
要に応じて各自のアクセスキーなどの他の認証情報を変更できます。

Important

IAM ユーザーが強力なパスワードを作成することを求めるカスタムパスワードポリシーを設
定 (p. 94)することをお勧めします。

すべての IAM ユーザーが自分のパスワードを変更できるようにします。

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

2. ナビゲーションペインで [Account settings] (アカウント設定) をクリックします。
3. アカウントで既定のパスワードポリシーを使用する場合は、[Password policy] (パスワードポリシー) 

セクションで [Change password policy] (パスワードポリシーを変更する) を選択します。アカウント
でカスタムパスワードポリシーを使用している場合は、[Change] (変更) を選択します。

4. [Allow users to change their own password] (ユーザーにパスワードの変更を許可) を選択し、[save 
changes] (変更の保存) をクリックします。これにより、アカウントのすべてのユーザーに、そのユー
ザーだけに対する iam:ChangePassword アクションと iam:GetAccountPasswordPolicy アク
ションへのアクセスが付与されます。

5. パスワードを変更するための次の手順をユーザーに提供します: IAM ユーザーが自分のパスワードを変
更する方法 (p. 103)。

アカウントのパスワードポリシー (ユーザーに自分のパスワードの変更を許可する設定を含む) の変更に使
用できる AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、および API コマンドの詳細については、「パスワー
ドポリシーの設定 (AWS CLI) (p. 97)」を参照してください。

選択された IAM ユーザーが自分のパスワードを変更可能にするには

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

2. ナビゲーションペインで [Account settings] (アカウント設定) をクリックします。
3. [Password policy] (パスワードポリシー) セクションで、[Allow users to change their own password] 

(ユーザーにパスワードの変更を許可) が選択されていないことを確認します。このチェックボック
スがオンになっている場合、すべてのユーザーが自分のパスワードを変更できます （前の手順を参
照）。
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4. パスワードの変更が許可されている必要があるユーザーを作成します (まだ存在していない場合)。詳
細については、「AWS アカウント での IAM ユーザーの作成 (p. 75)」を参照してください。

5. (オプション) 自分のパスワードの変更を許可するユーザーに対して IAM グループを作成し、その
グループに前のステップのユーザーを追加します。詳細については、「IAM ユーザーグループの管
理 (p. 178)」を参照してください。

6. 以下のポリシーをグループに割り当てます 詳細については、「IAM ポリシーを管理する (p. 513)」
を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:ChangePassword", 
      "Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/${aws:username}" 
    } 
  ]
}

このポリシーでは、ユーザーに ChangePassword (パスワードの変更) アクションへのアクセスを許可
して、コンソール、AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、または API から自分のパスワードの
みを変更できるようにします。また、GetAccountPasswordPolicy アクションへのアクセス権も付与
します。これにより、ユーザーは現在のパスワードポリシーを表示できます。このアクセス許可は、
ユーザーが [Change password] (パスワードの変更) ページでアカウントパスワードポリシーを表示で
きるようにするために必要です。変更されたパスワードがポリシーの要件を確実に満たしているよう
にするために、ユーザーは現在のパスワードポリシーの読み取りが許可されている必要があります。

7. パスワードを変更するための次の手順をユーザーに提供します: IAM ユーザーが自分のパスワードを変
更する方法 (p. 103)。

詳細情報

認証情報の管理の詳細については、次のトピックを参照してください。

• IAM ユーザーに自分のパスワードを変更する権限を付与する (p. 102)
• AWS でのユーザーパスワードの管理 (p. 93)
• IAM ユーザー用のアカウントパスワードポリシーの設定 (p. 94)
• IAM ポリシーを管理する (p. 513)
• IAM ユーザーが自分のパスワードを変更する方法 (p. 103)

IAM ユーザーが自分のパスワードを変更する方法
IAM ユーザーに自分のパスワードを変更するアクセス許可が付与されている場合、ユーザーは AWS 
Management Console の特別なページを使用してこれを行うことができます。AWS CLI または AWS API 
を使用することもできます。

トピック
• 必要な許可 (p. 104)
• IAM ユーザー自身によるパスワードの変更方法 (コンソール) (p. 104)
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• IAM ユーザー自身によるパスワードの変更方法 (AWS CLI または AWS API) (p. 105)

必要な許可

IAM ユーザーのパスワードを変更するには、次のポリシーからのアクセス許可が必要です: AWS: IAM ユー
ザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページで自分のコンソールパスワードを変更でき
るようにします (p. 472)。

IAM ユーザー自身によるパスワードの変更方法 (コンソール)

以下の手順では、IAM ユーザーが AWS Management Console を使用して自分のパスワードを変更する方
法について説明します。

IAM ユーザー自身のパスワードを変更するには (コンソール)

1. AWS アカウント ID またはアカウントエイリアス、IAM ユーザー名、およびパスワードを使用して
IAM コンソールにサインインします。

Note

利便性のため、AWS サインインページは、ブラウザ cookie を使用して IAM ユーザー名とア
カウント情報を記憶します。以前に別のユーザーとしてサインインしたことがある場合は、
ページの下部にある[別のアカウントにサインイン]を選択し、メインのサインインページに戻
ります。そこから、AWS アカウント ID またはアカウントエイリアスを入力して、アカウン
トの IAM ユーザーサインインページにリダイレクトされるようにすることができます。

AWS アカウント アカウント ID の取得については、管理者にお問い合わせください。
2. 右上のナビゲーションバーで自分のユーザー名を選択し、続いて [Security credentials] (セキュリティ

認証情報) を選択します。

3. [AWS IAM credentials] タブで、[Change password] (パスワードを変更) を選択します。
4. [Current password (現在のパスワード)] に現在のパスワードを入力します。[New password (新しいパ

スワード)] ボックスおよび [Confirm new password (新しいパスワードの確認)] ボックスに新しいパス
ワードを入力します。その後、[Change Password (パスワードの変更)] をクリックします。
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Note

新しいパスワードは、アカウントのパスワードポリシーの要件を満たしている必要がありま
す。詳細については、「IAM ユーザー用のアカウントパスワードポリシーの設定 (p. 94)」
を参照してください。

IAM ユーザー自身によるパスワードの変更方法 (AWS CLI または AWS API)
以下の手順では、IAM ユーザーが AWS CLI または AWS API を使用して自身のパスワードを変更する方法
について説明します。

自身の IAM パスワードを変更するには、以下を使用します。

• AWS CLI: aws iam change-password
• AWS API:ChangePassword

IAM ユーザーのアクセスキーの管理

Note

ウェブサイトで Amazon 製品を販売するための Product Advertising API に関する情報を探してい
てこのページを見つけた場合は、「Product Advertising API 5.0 ドキュメント」を参照してくださ
い。

アクセスキーは、IAM ユーザーまたは AWS アカウントのルートユーザー の長期的な認証情報です。アク
セスキーを使用して、AWS CLI または AWS API (直接または AWS SDK を使用) にプログラムでリクエス
トに署名することができます。詳細については、『AWS』の「Amazon Web Services 全般のリファレン
ス API リクエストの署名」を参照してください。

Important

ベストプラクティス (p. 938)としては、アクセスキーのような長期的認証情報ではなく一時的
なセキュリティ認証情報 (IAM ロール) を使用して、AWS アカウントのルートユーザー アクセス
キーは作成しないようにします。ルートユーザーのアクセスキーを作成すると、請求情報を含む
を含むすべての AWS のサービス のリソースへのフルアクセスが可能になるため、お勧めしませ
ん。詳細については、「AWS Account Management リファレンスガイド」の「AWS アカウント 
のベストプラクティス」を参照してください。

アクセスキーは、アクセスキー ID (例: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー (例:
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) の 2 つの部分から構成されています。リクエスト
を認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両方を使用する必要があります。

長期的なアクセスキーを使用する必要がある場合は、アクセスキー (アクセスキー ID およびシークレット
アクセスキー) を作成、変更、表示、または更新できます。アクセスキーは最大 2 つまで持つことができ
ます。ベストプラクティスに従うには、アクセスキーを定期的にローテーションしてください。詳細につ
いては、「アクセスキーの更新 (p. 110)」を参照してください。

アクセスキーペアを作成する場合は、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存し
ます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できます。シークレットアクセスキーを紛失
した場合は、そのアクセスキーを削除し、新しく作成する必要があります。詳細については、「紛失した
り忘れたりしたパスワードまたは AWS のアクセスキーのリセット (p. 114)」を参照してください。

Important

アクセスキーを安全に管理します。アカウント識別子を確認するためであっても、アクセスキー
を不正な当事者に提供しないでください。提供すると、第三者がアカウントへの永続的なアクセ
スを取得する場合があります。
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トピック
• 必要な許可 (p. 106)
• アクセスキーの管理 (コンソール) (p. 106)
• アクセスキーの管理 (AWS CLI) (p. 109)
• アクセスキーの管理 (AWS API) (p. 110)
• アクセスキーの更新 (p. 110)
• アクセスキーの監査 (p. 113)

必要な許可
Note

iam:TagUser は、アクセスキーの説明を追加および編集するためのオプションのアクセス許可
です。詳細については、「IAM ユーザーのタグ付け (p. 330)」を参照してください。

IAM ユーザーのアクセスキーを作成するには、次のポリシーのアクセス許可が必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CreateOwnAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateAccessKey", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListAccessKeys", 
                "iam:TagUser" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        } 
    ]
}

IAM ユーザーのアクセスキーを更新するには、次のポリシーのアクセス許可が必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ManageOwnAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateAccessKey", 
                "iam:DeleteAccessKey", 
                "iam:GetAccessKeyLastUsed", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListAccessKeys", 
                "iam:UpdateAccessKey", 
                "iam:TagUser" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        } 
    ]
}

アクセスキーの管理 (コンソール)
AWS Management Console を使用して IAM ユーザーのアクセスキーを管理することができます。
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IAM ユーザーのアクセスキーを作成、変更、または削除するには (コンソール)

1. AWS アカウント ID またはアカウントエイリアス、 ユーザー名、およびパスワードを使用して IAM 
コンソールにサインインします。

Note

利便性のため、AWS サインインページは、ブラウザ cookie を使用して IAM ユーザー名とア
カウント情報を記憶します。以前に別のユーザーとしてサインインしたことがある場合は、
ページの下部にある[別のアカウントにサインイン]を選択し、メインのサインインページに戻
ります。そこから、AWS アカウント ID またはアカウントエイリアスを入力して、アカウン
トの IAM ユーザーサインインページにリダイレクトされるようにすることができます。

AWS アカウント アカウント ID の取得については、管理者にお問い合わせください。
2. 右上のナビゲーションバーで自分のユーザー名を選択し、続いて [Security credentials] (セキュリティ

認証情報) を選択します。

以下のいずれかを実行します。

アクセスキーを作成するには

1. [Access keys] (アクセスキー) セクションで、[Create access key] (アクセスキーを作成) を選択しま
す。既に 2 つのアクセスキーがある場合、このボタンは無効になるため、新しいアクセスキーを作成
する前に、前のアクセスキーを削除する必要があります。

2. [Access key best practices & alternatives] (アクセスキーのベストプラクティスと代替方法) ページで、
対象のユースケースを選択し、長期的なアクセスキーの作成を避けるのに役立つその他のオプション
を確認します。依然としてユースケースにアクセスキーが必要だと考えられる場合は、[Other] (その
他)、[Next] (次へ) の順に選択します。

3. (オプション) アクセスキーの説明タグに値を設定します。これにより、タグのキーと値のペアが IAM 
ユーザーに対し追加されます。後に、アクセスキーを識別しキーを更新する際に、この設定が役立ち
ます。タグキーには、アクセスキー ID が設定されます。タグ値には、入力したアクセスキーの説明が
設定されます。完了したら、[Create access key] (アクセスキーを作成) を選択します。
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4. [Retrieve access keys] (アクセスキーの取得) ページで、[Show] (表示) を選択してユーザーのシーク
レットアクセスキーの値を表示するか、[Download .csv file] (.csv ファイルをダウンロード) を選択し
ます。これはシークレットアクセスキーを保存する唯一の機会です。シークレットアクセスキーを安
全な場所に保存したら、[Done] (完了) を選択します。

アクセスキーを無効にするには

• [Access keys]アクセスキーセクションで、無効にするキーを選択し、[Actions] (アクショ
ン)、[Deactivate] (無効化) の順に選択します。確認を求めるメッセージが表示されたら、[Deactivate 
(無効化)] を選択します。非アクティブ化されたアクセスキーは、2 つのアクセスキーの制限にカウン
トされます。

アクセスキーを有効にするには

• [Access keys] (アクセスキー) セクションで、有効にするキーを選択し、[Actions] (アクショ
ン)、[Activate] (有効化) の順に選択します。

不要になったアクセスキーを削除するには

• [Access keys] (アクセスキー) セクションで、削除するキーを選択し、[Actions] (アクション)、[Delete]
(削除)の順に選択します。ダイアログの指示に従って、まず [Deactivate] (無効化) をしてから、削除す
ることを確認します。アクセスキーを完全に削除する前に、アクセスキーが使用されていないことを
確認することをお勧めします。

別の IAM ユーザーのアクセスキーを作成、変更、または削除するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. アクセスキーを管理するユーザー名を選択し、[Security credentials] タブを選択します。
4. [アクセスキー] セクションで、以下のいずれかを実行します。

• アクセスキーを作成するには、[アクセスキーの作成] を選択します。このボタンが無効化されてい
る場合は、新しいキーを作成する前に、既存のキーのいずれかを削除する必要があります。[Access 
key best practices & alternatives] (アクセスキーのベストプラクティスと代替案) ページで、ベスト
プラクティスと代替案を確認します。ユースケースを選択して、長期的なアクセスキーの作成を避
けるのに役立つ他のオプションを確認します。依然としてユースケースにアクセスキーが必要だと
考えられる場合は、[Other] (その他)、[Next] (次へ) の順に選択します。[Retrieve access key] (アク
セスキーの取得) ページで、[Show] (表示) を選択し、ユーザーのシークレットアクセスキーの値を
表示します。アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを、ご使用のコンピュータの安全な場所
に .csv ファイルとして保存するには、[Download .csv file] (.csv ファイルをダウンロード) を選択
します。ユーザー用のアクセスキー作成後、キーペアはデフォルトで有効状態になっているので、
対象のユーザーはすぐにキーペアを使用できます。

• 有効状態のアクセスキーを無効にするには、[Actions] (アクション) を選択し、次に [Deactivate] (無
効化) を選択します。

• 無効状態のアクセスキーを有効にするには、[Actions] (アクション) を選択し、次に [Activate] (有効
化) を選択します。

• アクセスキーを削除するには、[Actions] (アクション) を選択し、次に [Delete] (削除) を選択しま
す。まず、ダイアログの指示に従って [Deactivate] (無効化) を行い、次に削除することを確認しま
す。 AWS は、この処理を実行する前にキーを無効化して、そのキーが使用されていないことをテ
ストすることを推奨しています。AWS Management Console を使用する場合は、キーを削除する前
に非アクティブ化する必要があります。
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IAM ユーザーのアクセスキーを一覧表示するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. 対象のユーザー名を選択し、[セキュリティ認証情報] タブを選択します。[Access keys] (アクセス

キー) セクションに、ユーザーのアクセスキーと各キーのステータスが表示されます。

Note

ユーザーのアクセスキー ID のみが表示されます。シークレットアクセスキーは、キー作成時
にのみ取得できます。

複数の IAM ユーザーのアクセスキー ID を表示するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. 必要に応じて、以下の手順を行い、[アクセスキー ID] 列をユーザーテーブルに追加します。

a.
右端のテーブルの上で、設定アイコン ( ) を選択します。

b. [Manage Columns (列の管理)] で、[アクセスキー ID] を選択します。
c. [Close (閉じる)] を選択して、ユーザーのリストに戻ります。

4. [アクセスキー ID] 列には、各アクセスキー ID とそれに続く状態が表示されます 
([23478207027842073230762374023 (有効)]、[22093740239670237024843420327 または (無効)] な
ど)。

この情報を使用して、1 つ以上のアクセスキーを持つユーザーのアクセスキーを表示およびコピーで
きます。アクセスキーのないユーザーは、この列に [None (なし)] と表示されます。

Note

ユーザーのアクセスキー ID およびステータスのみが表示されます。シークレットアクセス
キーは、キー作成時にのみ取得できます。

特定のアクセスキーを持つ IAM ユーザーを見つけるには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. 検索ボックスで、検索するユーザーのアクセスキー ID を入力するか、貼り付けます。
4. 必要に応じて、以下の手順を行い、[アクセスキー ID] 列をユーザーテーブルに追加します。

a.
右端のテーブルの上で、設定アイコン ( ) を選択します。

b. [Manage Columns (列の管理)] で、[アクセスキー ID] を選択します。
c. [Close (閉じる)] を選択して、ユーザーのリストに戻り、フィルター処理されたユーザーが固有の

アクセスキーを持つことを確認します。

アクセスキーの管理 (AWS CLI)
AWS CLI から IAM ユーザーのアクセスキーを管理するには、以下のコマンドを実行します。
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• アクセスキーを作成するには: aws iam create-access-key
• アクセスキーを有効化または無効化するには: aws iam update-access-key
• ユーザーアクセスキーを一覧表示するには: aws iam list-access-keys
• アクセスキーの最終使用日時を確認するには: aws iam get-access-key-last-used
• アクセスキーを削除するには: aws iam delete-access-key

アクセスキーの管理 (AWS API)
AWS API から IAM ユーザーのアクセスキーを管理するには、以下のオペレーションを呼び出します。

• アクセスキーを作成するには: CreateAccessKey
• アクセスキーを有効化または無効化するには: UpdateAccessKey
• ユーザーアクセスキーを一覧表示するには: ListAccessKeys
• アクセスキーの最終使用日時を確認するには: GetAccessKeyLastUsed
• アクセスキーを削除するには: DeleteAccessKey

アクセスキーの更新
セキュリティのベストプラクティスとして、IAM ユーザーのアクセスキーは定期的に更新 (変更) すること
をお勧めします。長期的な認証情報を定期的にローテーションすることで、プロセスに慣れることができ
ます。これを行うことで、従業員が退職するときなど、認証情報をローテーションする必要がある場合に
役に立ちます。管理者から必要なアクセス許可が付与されている場合は、自身のアクセスキーを更新する
ことができます。

自身のアクセスキーを更新するために管理者からユーザーにアクセス許可を付与する方法については、
「AWS: IAM ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページで自分のパスワード、ア
クセスキー、および SSH パブリックキーを管理できるようにします (p. 473)」を参照してください。ア
カウントにパスワードポリシーを適用して、すべての IAM ユーザーがパスワードを定期的に更新するよう
に要求することもできます。更新する頻度を選択することも可能です。詳細については、「IAM ユーザー
用のアカウントパスワードポリシーの設定 (p. 94)」を参照してください。

Important

AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソース
に対して完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は 
AWS アカウント ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスと
パスワードでサインインすることによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユー
ザーを使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用
してルートユーザーのみが実行できるタスクを実行します。ルートユーザーとしてサインインす
る必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS Account Management 全般のリファレ
ンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してください。AWS アカウ
ントのルートユーザー 認証情報は、長期的な認証情報であるため、定期的に更新するこお勧めし
ます。アカウントのパスワードポリシーは、ルートユーザー認証情報には適用されません。IAM 
ユーザーは AWS アカウントのルートユーザー の認証情報を管理できません。ルートユーザー認
証情報を変更するには、ルートユーザー認証情報を使用必要があります。

トピック
• IAM ユーザーアクセスキーの更新 (コンソール) (p. 111)
• アクセスキーの更新 (AWS CLI) (p. 112)
• アクセスキーの更新 (AWS API) (p. 113)
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IAM ユーザーアクセスキーの更新 (コンソール)

AWS Management Console からアクセスキーを更新できます。

IAM ユーザーのアプリケーションを中断せずにアクセスキーを更新するには (コンソール)

1. 最初のアクセスキーがアクティブな間に、2 番目のアクセスキーを作成します。

a. AWS Management Consoleにサインインして、IAM コンソールを開きます https:// 
console.aws.amazon.com/iam/。

b. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
c. 対象のユーザー名を選択し、[セキュリティ認証情報] タブを選択します。
d. [Access keys] (アクセスキー) セクションで、[Create access key] (アクセスキーを作成) を選択し

ます。[Access key best practices & alternatives] (アクセスキーのベストプラクティスと代替案) 
ページで、[Other] (その他)、[Next] (次へ) の順に選択します。

e. (オプション) アクセスキーの説明タグに値を設定して、この IAM ユーザーにタグキーと値のペア
を追加します。後に、アクセスキーを識別しキーを更新する際に、この設定が役立ちます。タグ
キーには、アクセスキー ID が設定されます。タグ値には、入力したアクセスキーの説明が設定さ
れます。完了したら、[Create access key] (アクセスキーを作成) を選択します。

f. [Retrieve access keys] (アクセスキーの取得) ページで、[Show] (表示) を選択してユーザーのシー
クレットアクセスキーの値を表示するか、[Download .csv file] (.csv ファイルをダウンロード) を
選択します。これはシークレットアクセスキーを保存する唯一の機会です。シークレットアクセ
スキーを安全な場所に保存したら、[Done] (完了) を選択します。

ユーザー用のアクセスキー作成後、キーペアはデフォルトで有効状態になっているので、対象の
ユーザーはすぐにキーペアを使用できます。この時点で、ユーザーには 2 つのアクティブなアク
セスキーがあります。

2. すべてのアプリケーションとツールを更新して新しいアクセスキーを使用します。
3. 最も古いアクセスキーの [Last used] (前回使用) を確認して、最初のアクセスキーが使用中かどうかを

確認します。先に進む前に、数日間待ってから古いアクセスキーが使用されているかどうかを確認す
るという方法があります。

4. [Last used] (前回使用) の情報で、古いキーが使用された形跡がないことを示していても、最初のアク
セスキーをすぐには削除しないことをお勧めします。代わりに、[Actions] (アクション)、[Deactivate]
(無効化) の順に選択し、最初のアクセスキーを無効化します。

5. 新しいアクセスキーのみを使用して、アプリケーションが機能しているかどうかを確認してくださ
い。この時点で、元のアクセスキーをまだ使用しているツールやアプリケーションは AWS リソース
へアクセスできなくなるので、機能が停止されます。そのようなアプリケーションやツールを見つけ
た場合は、最初のアクセスキーを再度有効にすることができます。次に、「Step 3 (p. 111)」に戻
り、新しいキーを使用するためにこのアプリケーションを更新します。

6. 一定期間待機して、すべてのアプリケーションとツールが更新されていることを確認した後、最初の
アクセスキーを削除できます。

a. AWS Management Consoleにサインインして、IAM コンソールを開きます https:// 
console.aws.amazon.com/iam/。

b. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
c. 対象のユーザー名を選択し、[セキュリティ認証情報] タブを選択します。
d. 削除するアクセスキーの [Access keys] (アクセスキー) セクションで、[Actions] (アクション) を

選択し、次に [Delete] (削除) を選択します。ダイアログの指示に従って、まず [Deactivate] (無効
化) を行ってから、削除することを確認します。

アクセスキーの更新が必要かどうかを確認するには (コンソール)

1. AWS Management Consoleにサインインして、IAM コンソールを開きます https:// 
console.aws.amazon.com/iam/。
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2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. 必要に応じて、以下の手順を実行して [Access key age (アクセスキーの古さ)] 列をユーザーテーブル

に追加します。

a.
右端のテーブルの上で、設定アイコン ( ) を選択します。

b. [Manage Columns (列の管理)] で、[Access key age (アクセスキーの古さ)] を選択します。
c. [Close (閉じる)] を選択して、ユーザーのリストに戻ります。

4. [Access key age (アクセスキーの古さ)] 列には、最も古いアクティブアクセスキーが作成されてから
経過した日数が表示されます。この情報を使用して、更新の必要があるアクセスキーを持つユーザー
を検索できます。アクセスキーのないユーザーは、この列に [None (なし)] と表示されます。

アクセスキーの更新 (AWS CLI)

AWS Command Line Interface からアクセスキーを更新できます。

アプリケーションを中断せずにアクセスキーを更新するには (AWS CLI)

1. 最初のアクセスキーがアクティブな間に、2 番目のアクセスキーを作成します。このキーは、デフォ
ルトでアクティブになります。次のコマンドを実行します。

• aws iam create-access-key

この時点で、ユーザーには 2 つのアクティブなアクセスキーがあります。
2. すべてのアプリケーションとツールを更新して新しいアクセスキーを使用します。
3. 次のコマンドを使用して最初のアクセスキーがまだ使用されているかどうかを確認します。

• aws iam get-access-key-last-used

先に進む前に、数日間待ってから古いアクセスキーが使用されているかどうかを確認するという方法
があります。

4. ステップ Step 3 で古いキーが使用されていないことがわかっても、最初のアクセスキーはすぐに
削除しないことをお勧めします。代わりに、次のコマンドを使用して最初のアクセスキーの状態を
Inactive に変更します。

• aws iam update-access-key

5. 新しいアクセスキーのみを使用して、アプリケーションが機能しているかどうかを確認してくださ
い。この時点で、元のアクセスキーをまだ使用しているツールやアプリケーションは AWS リソース
へアクセスできなくなるので、機能が停止されます。このようなアプリケーションまたはツールは、
その状態を Active に戻すことで、最初のアクセスキーを再度有効にすることができます。次にス
テップ Step 2 に戻り、新しいキーを使用するようにこのアプリケーションを更新します。

6. 一定期間待機して、すべてのアプリケーションとツールが更新されたことを確認したら、次のコマン
ドを使用して最初のアクセスキーを削除できます。

• aws iam delete-access-key

詳細については、次を参照してください。

• IAM ユーザーのアクセスキーの更新方法。この AWS セキュリティブログのエントリでは、キーの更新
に関する詳細が説明されています。

• IAM でのセキュリティのベストプラクティス (p. 938). このページでは、AWS リソースの保護に役立
つ一般的な推奨事項を紹介します。
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アクセスキーの更新 (AWS API)

AWS API を使用してアクセスキーを更新できます。

アプリケーションを中断せずにアクセスキーを更新するには (AWS API)

1. 最初のアクセスキーがアクティブな間に、2 番目のアクセスキーを作成します。このキーは、デフォ
ルトでアクティブになります。次のオペレーションを呼び出します。

• CreateAccessKey

この時点で、ユーザーには 2 つのアクティブなアクセスキーがあります。
2. すべてのアプリケーションとツールを更新して新しいアクセスキーを使用します。
3. 次のオペレーションを呼び出して最初のアクセスキーがまだ使用されているかどうかを確認します。

• GetAccessKeyLastUsed

先に進む前に、数日間待ってから古いアクセスキーが使用されているかどうかを確認するという方法
があります。

4. ステップ Step 3 で古いキーが使用されていないことがわかっても、最初のアクセスキーはすぐに削除
しないことをお勧めします。代わりに、次のオペレーションを呼び出して最初のアクセスキーの状態
を Inactive に変更します。

• UpdateAccessKey
5. 新しいアクセスキーのみを使用して、アプリケーションが機能しているかどうかを確認してくださ

い。この時点で、元のアクセスキーをまだ使用しているツールやアプリケーションは AWS リソース
へアクセスできなくなるので、機能が停止されます。このようなアプリケーションまたはツールは、
その状態を Active に戻すことで、最初のアクセスキーを再度有効にすることができます。次にス
テップ Step 2 に戻り、新しいキーを使用するようにこのアプリケーションを更新します。

6. 一定期間待機して、すべてのアプリケーションとツールが更新されたことを確認したら、次のオペ
レーションを呼び出して最初のアクセスキーを削除できます。

• DeleteAccessKey

詳細については、次を参照してください。

• IAM ユーザーのアクセスキーの更新方法。この AWS セキュリティブログのエントリでは、キーの更新
に関する詳細が説明されています。

• IAM でのセキュリティのベストプラクティス (p. 938)このページでは、AWS リソースの保護に役立つ
一般的な推奨事項を紹介します。

アクセスキーの監査
コード内の AWS アクセスキーを確認して、キーが所有するアカウントのものであるかどうかを判
断できます。アクセスキー ID は、aws sts get-access-key-info AWS CLI コマンドまたは
GetAccessKeyInfo AWS API オペレーションを使用して渡すことができます。

AWS CLI および AWS API オペレーションは、AWS アカウント アクセスキーが属するアカウントの ID を
返します。AKIA で始まるアクセスキー ID は、IAM ユーザーまたは AWS アカウントのルートユーザー の
長期的な認証情報です。ASIA で始まるアクセスキー ID は、AWS STS オペレーションを使用して作成さ
れる一時的な認証情報です。レスポンスのアカウントがユーザーに属している場合、ルートユーザーとし
てサインインしてルートユーザーのアクセスキーを確認できます。次に、認証情報レポート (p. 163)を取
得して、キーを所有している IAM ユーザーを確認できます。ASIA アクセスキーの一時認証情報をリクエ
ストしたユーザーを確認するには、CloudTrail ログで AWS STS イベントを表示します。
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セキュリティ上の理由から、AWS CloudTrail ログを確認 (p. 405)して、AWS でアクションを実行した
ユーザーを調べることができます。ロール信頼ポリシーで sts:SourceIdentity 条件キーを使用する
と、ユーザーがロールを引き受けるときに ID を指定するように要求できます。例えば、IAM ユーザーが
セッション名として自分のユーザー名を指定するように要求できます。これにより、AWS の特定のアク
ションを実行したユーザーを特定できます。詳細については、「sts:SourceIdentity (p. 1295)」を参
照してください。

このオペレーションは、アクセスキーの状態を示しません。キーは、アクティブ、非アクティブ、または
削除済みのいずれかです。アクティブなキーにオペレーションを実行するアクセス許可がない場合があり
ます。削除済みアクセスキーを指定すると、キーが存在しないというエラーが返されることがあります。

紛失したり忘れたりしたパスワードまたは AWS のア
クセスキーのリセット
AWS へのサインインに問題がある場合 ユーザーのタイプに応じて正しい AWS サインインページが表示
されていることを確認します。AWS アカウントのルートユーザー (アカウント所有者) の場合は、AWS ア
カウント の作成時に設定した認証情報を使用して AWS にサインインできます。IAM ユーザーの場合、ア
カウント管理者から AWS へのサインインに使用可能な認証情報をもらうことができます。サポートをリ
クエストする必要がある場合、このページのフィードバックリンクは使用しないでください。このフォー
ムは AWS サポートではなく、AWS Support ドキュメントチームに送信されます。代わりに、「お問い合
わせ」ページで [AWS アカウントにまだログインできない] を選択してから、表示されているサポートオ
プションのいずれかを選択します。

メインのサインインページで、電子メールアドレスを入力してルートユーザーとしてサインインするか、
アカウント ID を入力して IAM ユーザーとしてサインインする必要があります。パスワードは、ユーザー
タイプに一致するサインインページでのみ入力できます。詳細については、「AWS Management Console 
へのサインイン」を参照してください。

パスワードやアクセスキーを紛失または忘れた場合、IAM からそれらを取得することはできません。代わ
りに、次の方法を使用してリセットできます。

• AWS アカウントのルートユーザー パスワード – ルートユーザーパスワードを忘れた場合は、AWS 
Management Console からパスワードをリセットできます。詳細ついては、このトピックの「the 
section called “紛失または忘れたルートユーザーのパスワードのリセット” (p. 115)」を参照してくださ
い。

• AWS アカウント のアクセスキー - アカウントのアクセスキーを忘れた場合は、既存のアクセスキーを
無効にすることなく、新しいアクセスキーを作成できます。既存のキーを使用していない場合は、それ
らを削除できます。詳細については、「ルートユーザーのアクセスキーの作成 (p. 401)」および「ルー
トユーザーのアクセスキーの削除 (p. 402)」を参照してください。

• IAM ユーザーパスワード – ユーザーで、パスワードを忘れた場合は、パスワードのリセットを管理者に
依頼する必要があります。管理者によるパスワードの管理方法については、「IAM ユーザーのパスワー
ドの管理 (p. 98)」を参照してください。

• IAM ユーザーアクセスキー – IAM ユーザーで、アクセスキーを忘れた場合は、新しいアクセスキーが必
要です。独自のアクセスキーを作成するアクセス許可がある場合は、新しいアクセスキーを作成する手
順を「アクセスキーの管理 (コンソール) (p. 106)」で参照してください。必要なアクセス許可を持って
いない場合は、新しいアクセスキーの作成を管理者に依頼する必要があります。まだ古いキーを使用し
ている場合は、古いキーを削除しないように管理者に依頼します。管理者によるアクセスキーの管理方
法については、「IAM ユーザーのアクセスキーの管理 (p. 105)」を参照してください。

AWS のベストプラクティス (p. 940)に従い、パスワードと AWS アクセスキーを定期的に変更する必要
があります。AWS で、アクセスキーを変更するには、それらのキーを更新します。つまり、新しいキー
を作成し、新しいキーを使用するようにアプリケーションを設定してから、古いキーを削除します。この
理由でのみ、2 つのアクセスキーペアを同時に有効にすることができます。詳細については、「アクセス
キーの更新 (p. 110)」を参照してください。
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紛失または忘れたルートユーザーのパスワードのリセット
AWS アカウント を初めて作成したときに、E メールアドレスとパスワードを指定しました。これら
は、AWS アカウントのルートユーザー 認証情報です。 パスワード ルートユーザーパスワードを忘れた場
合は、AWS Management Console からパスワードをリセットできます。

ルートユーザーパスワードをリセットするには:

1. AWS アカウント のメールアドレスを使用してルートユーザーとして AWS Management Console へ
のサインインを開始し、[Next] (次へ) を選択します。

Note

IAM ユーザー認証情報を使用して AWS Management Console にサインインしている場合、
ルートユーザーパスワードをリセットするには、まずサインアウトする必要があります。ア
カウント固有の IAM ユーザーのサインインページが表示された場合は、ページの下部付近に
ある [Sign-in using ルートaccount credentials] を選択します。必要に応じて、アカウントの 
E メールアドレスを指定し、[次へ] を選択して [ルートuser sign in (ルートユーザーサインイ
ン)] ページにアクセスします。

2. [パスワードをお忘れですか?] を選択します。
3. アカウントに関連付けられている E メールアドレスを入力します。次に、CAPTCHA のテキストを入

力し、[Continue (続行)] を選択します。
4. AWS アカウント に関連付けられている E メールを Amazon Web Services からのメッセージで確認

します。E メールは @amazon.com または @aws.amazon.com で終わるアドレスから届きます。E 
メールの指示にしたがって操作します。アカウントに E メールが表示されない場合は、スパムフォル
ダを確認してください。メールにアクセスできなくなった場合は、AWS サインイン ユーザーガイド
の「自分の AWS アカウントのメールにアクセスできない」を参照してください。

AWS での多要素認証 (MFA) の使用

セキュリティを向上させるには、多要素認証（MFA）を設定して AWS リソースを保護することを推奨
します。AWS アカウントのルートユーザー および IAM ユーザーでは、MFA を使用することができま
す。ルートユーザーの MFA を有効化すると、ルートユーザーの認証情報のみが影響を受けます。アカウ
ントの IAM ユーザーは固有の認証情報を持つ独立した ID であり、各 ID には固有の MFA 設定がありま
す。AWS アカウントのルートユーザー および IAM ユーザーに対し、現在サポートされている MFA タイ
プの任意の組み合わせで、最大 8 台の MFA デバイスを登録できます。サポートされる MFA タイプについ
ては、「MFA とは (p. 116)」を参照してください。MFA デバイスを複数使用する場合でも、そのユーザ
として AWS Management Console にログインしたり、AWS CLI を使用してセッションを作成したりする
のに必要なのは、1 台の MFA デバイスだけです。

Note

人間のユーザーが AWS にアクセスする際は、一時的な認証情報の使用を必須とすることをお勧
めします。AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の使用を検討したこと
のある場合 IAM Identity Center を使用すると、複数の AWS アカウント へのアクセスを一元的に
管理できます。ユーザーには、割り当てられたすべてのアカウントに対する MFA で保護された 
Single Sign-On によるアクセスを、1 つの場所から提供することができます。IAM Identity Center 
では、 その内部でユーザー ID の作成および管理を行います。あるいは、既存の SAML 2.0 互
換 ID プロバイダーにも簡単に接続することができます。詳細については、「AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」
(IAM Identity Center とは?) を参照してください。

トピック
• MFA とは (p. 116)
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• AWS でのユーザーの MFA デバイスの有効化 (p. 116)
• MFA ステータスのチェック (p. 136)
• 仮想デバイスとハードウェア MFA デバイスの再同期 (p. 137)
• MFA デバイスの無効化 (p. 141)
• MFA デバイスの紛失および故障時の対応 (p. 143)
• MFA 保護 API アクセスの設定 (p. 146)
• サンプルコード: 多要素認証での認証情報のリクエスト (p. 152)

MFA とは
MFA では、さらなるセキュリティが追加されます。AWS ウェブサイトやサービスにアクセスするとき
に、ユーザーは、通常のログイン認証情報に加えて、AWS でサポートされている MFA メカニズムからの
一意の認証情報を求められるためです。

• FIDO セキュリティキー – FIDO 認定のハードウェアセキュリティキーが、サードパーティプロバイダー
から提供されています。FIDO アライアンスでは、FIDO 仕様と互換性のあるすべての FIDO 認定製品の
リストを公開しています。FIDO の認証標準は公開鍵暗号に基づいています。これにより、強力かつ
フィッシング耐性のある、パスワードの使用よりも安全な認証が可能になります。FIDO セキュリティ
キーでは、単一のセキュリティキーを使用して、複数のルートアカウントと IAM ユーザーをサポートし
ています。FIDO セキュリティキーの有効化の詳細については、「FIDO セキュリティキーの有効化 (コ
ンソール) (p. 122)」を参照してください。

• 仮想 MFA デバイス – 電話やその他のデバイスで実行され、物理デバイスをエミュレートする、仮想認
証機能アプリケーションです。仮想認証アプリは、タイムベースドワンタイムパスワード (TOTP) アル
ゴリズムを実装しており、単一デバイスで複数のトークンをサポートします。サインイン時に、ユー
ザーはデバイスから取得した有効なコードを 2 番目のウェブページに入力する必要があります。ユー
ザーに割り当てられた各仮想 MFA デバイスは一意であることが必要です。ユーザーは、別のユーザー
の仮想 MFA デバイスからコードを入力して認証を受けることはできません。これらはセキュリティ保
護されていないモバイルデバイス上で実行できるため、仮想 MFA から、FIDO デバイスと同レベルのセ
キュリティが提供されない場合があります。ハードウェアの購入承認の待機中、またはハードウェアの
到着を待つ間に、仮想 MFA デバイスを使用することをお勧めします。仮想 MFA デバイスとして使用で
きるサポートされるアプリケーションのリストについては、「多要素認証」を参照してください。AWS 
で仮想 MFA デバイスを設定する手順については、「仮想 Multi-Factor Authentication (MFA) デバイスの
有効化 (コンソール) (p. 118)」を参照してください。

• ハードウェア TOTP トークン – タイムベースドワンタイムパスワード (TOTP) アルゴリズムに基づい
て 6 桁の数値コードを生成するハードウェアデバイスです。サインイン時に、ユーザーはデバイスか
ら取得した有効なコードを 2 番目のウェブページに入力する必要があります。ユーザーに割り当てられ
た各 MFA デバイスは一意であることが必要です。ユーザーは、別のユーザーのデバイスからコードを
入力して認証することはできません。サポートされているハードウェア MFA デバイスの詳細について
は、「多要素認証」を参照してください。AWS でハードウェア TOTP デバイスを設定する手順につい
ては、「ハードウェア TOTP トークンの有効化 (コンソール) (p. 128)」を参照してください。

Note

SMS テキストメッセージベース MFA – AWS では、SMS 多要素認証 (MFA) の有効化のサポー
トを終了しました。SMS テキストメッセージベース MFA を使用する IAM ユーザーのお客様
は、別のいずれかの方法 (FIDO セキュリティキー (p. 122)、仮想 (ソフトウェアベースの) 
MFA デバイス (p. 118)、またはハードウェア MFA デバイス (p. 128)) に切り替えることを
お勧めします。割り当てられた SMS MFA デバイスを使用して、アカウントのユーザーを識別
することができます。これを行うには、IAM コンソールに移動して、ナビゲーションペインの 
[ユーザー] を選択し、テーブルの [MFA] 列の [SMS] を使用してユーザーを探します。

AWS でのユーザーの MFA デバイスの有効化
MFA を設定する手順は、使用している MFA デバイスのタイプによって異なります。
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トピック
• MFA デバイスを有効にするための一般的な手順 (p. 117)
• 仮想 Multi-Factor Authentication (MFA) デバイスの有効化 (コンソール) (p. 118)
• FIDO セキュリティキーの有効化 (コンソール) (p. 122)
• ハードウェア TOTP トークンの有効化 (コンソール) (p. 128)
• 仮想 MFA デバイスの有効化と管理 (AWS CLI または AWS API) (p. 134)

MFA デバイスを有効にするための一般的な手順

MFA をセットアップして使用するための手順の概要および関連する情報へのリンクは、以下のとおりで
す。

注意

この英語のビデオも見ることができますが、「AWS 多要素認証 (MFA) と AWS 予算アラートの
設定方法」を参照してください。

1. 以下のいずれかの MFA デバイスを入手します。以下のタイプでの任意の組み合わせについて、AWS ア
カウントのルートユーザー または IAM ユーザーあたり、最大 8 台の MFA デバイスを有効にできます。
• 仮想 MFA デバイス。これは、標準ベースの TOTP (時刻ベースのワンタイムパスワード) アルゴリズ

ムである RFC 6238 に準拠するソフトウェアアプリです。アプリは、電話や他のデバイスにインス
トールできます。仮想 MFA デバイスとして使用できるサポートされるアプリケーションのリストに
ついては、「多要素認証」を参照してください。

• AWS でサポートされている構成 (p. 127)の FIDO セキュリティキー。FIDO 仕様と互換性のあるす
べての FIDO 認定製品のリストが、FIDO アライアンスから提供されています。

• サードパーティプロバイダー提供の、ハードウェアベースの MFA デバイス (トークンデバイスな
ど)。これらのトークンは AWS アカウント でのみ使用されます。詳細については、「ハードウェア 
TOTP トークンの有効化 (コンソール) (p. 128)」を参照してください。これらのトークンは、キー
フォブまたはディスプレイカードデバイスとしてメーカーから直接購入できます。

2. MFA デバイスを有効にします。
• 仮想もしくはハードウェア TOTP トークン – IAM ユーザーの仮想 MFA デバイスは、AWS CLI コマ

ンドまたは AWS API オペレーションを使用して有効化できます。AWS CLI、AWS API、Tools for 
Windows PowerShell、またはその他のコマンドラインツールを使用して AWS アカウントのルート
ユーザー の MFA デバイスを有効にすることはできません。ただし、AWS Management Console を
使用して、ルートユーザーの MFA デバイスを有効化することができます。

• FIDO セキュリティキー – ルートユーザーと FIDO セキュリティキーを持つ IAM ユーザーは、AWS 
CLI または AWS API からではなく、AWS Management Console からのみ有効化が行えます。

各タイプの MFA デバイスを有効にする方法の詳細については、以下のページを参照してください。
• 仮想 MFA デバイス: 仮想 Multi-Factor Authentication (MFA) デバイスの有効化 (コンソール) (p. 118)
• FIDO セキュリティキー: FIDO セキュリティキーの有効化 (コンソール) (p. 122)
• ハードウェア TOTP トークン: ハードウェア TOTP トークンの有効化 (コンソール) (p. 128)

3. 複数の MFA デバイスを有効にする (推奨)
• AWS アカウント 内の AWS アカウントのルートユーザー と IAM ユーザーに対しては、複数の MFA 

デバイスを有効にすることをお勧めします。これにより、AWS アカウント のセキュリティレベルを
引き上げ、AWS アカウントのルートユーザー などの権限の高いユーザーに対するアクセスの管理を
簡素化できます。

• AWS アカウントのルートユーザー および IAM ユーザーに対し、「現在サポートされている MFA タ
イプ」の任意の組み合わせで、最大 8 台の MFA デバイスを登録できます。MFA デバイスが複数ある
場合でも、そのユーザとして AWS Management Console にログインしたり、AWS CLI を使用して
セッションを作成したりするのに必要なのは、1 台の MFA デバイスだけです。IAM ユーザーは既存
の MFA デバイスで認証して、追加の MFA デバイスを有効または無効にする必要があります。
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• MFA デバイスが紛失、盗難、またはアクセス不能になった場合は、残りの MFA デバイスのいずれか
を使用して、AWS アカウント での回復手順を実行することなく AWS アカウント にアクセスできま
す。MFA デバイスが紛失または盗難に遭った場合は、関連付けられている IAM プリンシパルからそ
のデバイスを切り離してください。

• 複数の MFA を使用すると、地理的に離れた場所にいる従業員やリモートで作業している従業員は、
ハードウェアベースの MFA 使用して AWS にアクセスできます。ハードウェアデバイスを 1 台送付
したり、1 台のハードウェアデバイスを従業員間で物理的に交換したりする必要はありません。

• IAM プリンシパルに追加の MFA デバイスを使用すると、1 つ以上の MFA を日常的に使用できると同
時に、物理 MFA デバイスをボールドなどの安全な物理的な場所に保存したり、バックアップや冗長
性を確保したりできます。

4. ログインするか、または AWS リソースにアクセスする場合には、MFA デバイスを使用します。次の点
に注意してください。
• FIDO セキュリティキー – AWS のウェブサイトにアクセスするには、認証情報を入力してから、求め

られた FIDO セキュリティキーをタップします。
• 仮想 MFA デバイスおよびハードウェア MFA デバイス – AWS のウェブサイトにアクセスするには、

ユーザー名とパスワードに加えて、デバイスの MFA コードが必要です。

MFA で保護された API オペレーションにアクセスするには、以下のものが必要です。
• MFA コード
• MFA デバイスのID (物理デバイスのデバイスシリアル番号または AWS で定義された仮想デバイス

の ARN)
• 通常のアクセスキー ID とシークレットアクセスキー

メモ

• FIDO セキュリティキーの MFA 情報を AWS STS API オペレーションに渡して一時的認証情
報をリクエストすることはできません。

• AWS CLI コマンドまたは AWS API 操作を使用して FIDO セキュリティキー (p. 122)を有
効にすることはできません。

詳細については、「IAM のサインインページでの MFA デバイスの使用 (p. 82)」を参照してください。

仮想 Multi-Factor Authentication (MFA) デバイスの有効化 (コンソール)
電話や他のデバイスを仮想多要素認証 (MFA) デバイスとして使用できます。これを行うには、標準ベース
の TOTP (時刻ベースのワンタイムパスワード) アルゴリズムである RFC 6238 に準拠するモバイルアプリ
をインストールします。これらのアプリは、6 桁の認証コードを生成します。これらはセキュリティ保護
されていないモバイルデバイス上で実行できるため、仮想 MFA から、FIDO デバイスと同レベルのセキュ
リティが提供されない場合があります。ハードウェアの購入承認の待機中、またはハードウェアの到着を
待つ間に、仮想 MFA デバイスを使用することをお勧めします。

一般的な仮想 MFA アプリでは、複数の仮想デバイスの作成がサポートされているため、複数の AWS ア
カウント またはユーザーに対しても同じアプリを使用できます。AWS アカウントのルートユーザー お
よび IAM ユーザーに対し、[現在サポートされている MFA タイプ]の任意の組み合わせで、最大 8 台の 
MFA デバイスを登録できます。MFA デバイスが複数ある場合でも、そのユーザとして AWS Management 
Console にログインしたり、AWS CLI を使用してセッションを作成したりするのに必要なのは、1 台の 
MFA デバイスだけです。

使用できる仮想 MFA アプリケーションのリストについては、「多要素認証」を参照してください。AWS 
では、6 桁の OTP を生成する仮想 MFA アプリが必要です。

トピック
• 必要な許可 (p. 119)
• IAM ユーザーの仮想 MFA デバイスの有効化 (コンソール) (p. 119)
• AWS アカウントのルートユーザー (コンソール) の仮想 MFA デバイスを有効にします (p. 120)
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• 仮想 MFA デバイスの交換または「更新」 (p. 121)

必要な許可

IAM ユーザーの仮想 MFA デバイスを更新するには、次のポリシーのアクセス許可が必要です: AWS: MFA 
で認証された IAM ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページで自分の MFA デバ
イスを管理できるようにします (p. 470)。

IAM ユーザーの仮想 MFA デバイスの有効化 (コンソール)

AWS Management Console で IAM を使用して、アカウントの ユーザーの仮想 MFA デバイスを有効化お
よび管理することができます。IAM リソース (仮想 MFA デバイスを含む) にタグをアタッチして、タグへ
のアクセスを特定、整理、制御することができます。仮想 MFA デバイスにタグを付けることができるの
は、AWS CLI または AWS API を使用する場合のみです。AWS CLI または AWS API を使用して、MFA 
デバイスを有効化および管理するには、「仮想 MFA デバイスの有効化と管理 (AWS CLI または AWS 
API) (p. 134)」を参照してください。IAM リソースのタグ付けの詳細については、「IAM リソースのタグ
付け (p. 327)」を参照してください

Note

MFA を設定するには、ユーザーの仮想 MFA デバイスをホストするハードウェアに物理的にアク
セスできる必要があります。例えば、スマートフォンで実行される仮想 MFA デバイスを使用す
るユーザー用に MFA を設定するとします。その場合、ウィザードを完了するには、そのスマート
フォンを利用できる必要があります。このため、ユーザーが自分の仮想 MFA デバイスを設定して
管理できるようにすることをお勧めします。この場合、必要な IAM アクションを実行する権限を
ユーザーに付与する必要があります。この権限を付与する IAM ポリシーの詳細および例について
は、「AWS: MFA で認証された IAM ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) 
ページで自分の MFA デバイスを管理できるようにします (p. 470)」を参照してください。

IAM ユーザーの仮想 MFA デバイスを有効にするには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. [Users] (ユーザー) のリストで、IAM ユーザー名を選択します。
4. [Security Credentials] タブを選択します。[Multi-factor authentication (MFA) (多要素認証 (MFA)) 

で、[Assign MFA device] (MFA デバイスの割り当て) を選択します。
5. ウィザードで [デバイス名] を入力し、[認証アプリ]、[次へ] の順に選択します。

IAM が QR コードを含む仮想 MFA デバイスの設定情報を生成して表示します。図は、QR コードに対
応していないデバイスでの手動入力に利用できる「シークレット設定キー」を示しています。

6. 仮想 MFA アプリを開きます。仮想 MFA デバイスをホストするために使用できるアプリケーションの
リストについては、「多要素認証」を参照してください。

仮想 MFA アプリが複数の仮想 MFA デバイスまたはアカウントをサポートしている場合は、新しい仮
想 MFA デバイスまたはアカウントを作成するオプションを選択します。

7. MFA アプリが QR コードをサポートしているかどうかを確認してから、次のいずれかを実行します。

• ウィザードから [Show QR code] (QR コードの表示) を選択し、アプリを使用して QR コードをス
キャンします。例えば、カメラアイコンまたは [Scan code] (スキャンコード) に似たオプションを
選択し、デバイスのカメラを使用してコードをスキャンします。

• 同じウィザードで [Show secret key] (シークレットキーを表示) を選択した後、MFA アプリにシー
クレットキーを入力します。

これで仮想 MFA デバイスはワンタイムパスワードの生成を開始します。
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8. [デバイスの設定] ページで、[MFA コード 1] ボックスに、現在仮想 MFA デバイスに表示されている
ワンタイムパスワードを入力します。デバイスが新しいワンタイムパススワードを生成するまで待ち
ます (最長 30 秒)。生成されたら [MFA code 2 (MFA コード 2)] ボックスに 2 つ目のワンタイムパスス
ワードを入力します。[Add MFA] (MFA を追加) を選択します。

Important

コードを生成したら、即時にリクエストを送信します。コードを生成した後にリクエストを
送信するまで時間がかかりすぎる場合、MFA デバイスはユーザーとは正常に関連付けられま
すが、その MFA デバイスは同期されません。これは、時刻ベースのワンタイムパスワード 
(TOTP) の有効期間が短いために起こります。その場合は、デバイスの再同期 (p. 137)がで
きます。

これで仮想 MFA デバイスを AWS で使用できます。AWS Management Consoleでの MFA 利用の詳細につ
いては、「IAM のサインインページでの MFA デバイスの使用 (p. 82)」を参照してください。

AWS アカウントのルートユーザー (コンソール) の仮想 MFA デバイスを有効にします

AWS Management Console を使用して、仮想 MFA デバイスをルートユーザーが使用できるように設定し
て有効化することができます。AWS アカウント の MFA デバイスを有効にするには、ルートユーザー認証
情報を使用して AWS にサインインしている必要があります。

ルートユーザーに対して MFA を有効にする前に、アカウント設定と連絡先情報を確認して、E メールと
電話番号にアクセスできることを確認してください。MFA デバイスが紛失したり、盗難にあったり、機能
しなくなったりしても、そのメールアドレスと電話番号を使用してアイデンティティを確認することで、
ルートユーザーとしてサインインできます。代替の認証要素を使用してログインする方法については、
「MFA デバイスの紛失および故障時の対応 (p. 143)」を参照してください。

仮想 MFA デバイスを設定および有効化してルートユーザーで使用するには (コンソール)

1. AWS Management Consoleにサインインします。
2. ナビゲーションバーの右側で、使用するアカウント名を選択してから、[Security credentials] (セキュ

リティ認証情報) を選択します。必要に応じて、[Continue to Security credentials] (セキュリティ認証
情報に進む) を選択します。
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3. [Multi-Factor Authentication(MFA)] (多要素認証 (MFA)) セクションで、[Assign MFA device] (MFA デバ
イスの割り当て) を選択します。

4. ウィザードで [デバイス名] を入力し、[認証アプリ]、[次へ] の順に選択します。

IAM が QR コードを含む仮想 MFA デバイスの設定情報を生成して表示します。図は、QR コードに対
応していないデバイスでの手動入力に利用できるシークレット設定キーを示しています。

5. デバイスで仮想 MFA アプリを開きます。

仮想 MFA アプリが複数の仮想 MFA デバイスまたはアカウントをサポートしている場合は、新しい仮
想 MFA デバイスまたはアカウントを作成するオプションを選択します。

6. QR コードをスキャンするアプリを使用してアプリを設定するのが最も簡単な方法です。QR コード
に対応していない場合には、設定情報を手入力します。IAM によって生成された QR コードやシーク
レット設定キーはお客様の AWS アカウント に紐付けられており、別のアカウントでは使用できませ
ん。ただし、元の MFA デバイスが利用できなくなった場合に、これらの情報を再利用してアカウン
トの新しい MFA デバイスを設定できます。

• QR コードを使用して仮想 MFA デバイスを設定するには、ウィザードで [Show QR code (QR コー
ドの表示)] を選択します。その後、アプリの指示に従ってコードをスキャンします。例えば、カメ
ラアイコンや [Scan account barcode] のようなコマンドを選択し、デバイスのカメラを使用して
コードを QR スキャンする場合があります。

• [Set up device] (デバイスの設定) ウィザードで、[Show secret key] (シークレットキーの表示) を選
択し、その後、MFA アプリにシークレットキーを入力します。

Important

QR コードまたはシークレット設定キーの安全なバックアップを作成するか、アカウント用
に複数の MFA デバイスを有効にしていることを確認します。AWS アカウントのルートユー
ザー および IAM ユーザーに対し、「現在サポートされている MFA タイプ」の任意の組み合
わせで、最大 8 台の MFA デバイスを登録できます。例えば、仮想 MFA デバイスがホストさ
れているスマートフォンを紛失した場合などは、仮想 MFA デバイスが使用できなくなる可能
性があります。そのような場合で、ユーザーにアタッチされた他の MFA デバイスや、ルート
ユーザー MFA デバイスの回復 (p. 144) を使用してもアカウントにサインインできない場合
は、アカウントへのサインインが不能になるので、カスタマー サービスに連絡して MFA に
よるアカウントの保護を解除する必要があります。

デバイスは 6 桁の数字の生成を開始します。
7. ウィザードの [MFA Code 1] (MFA コード 1) ボックスに、仮想 MFA デバイスに現在表示されている

ワンタイムパスワードを入力します。デバイスが新しいワンタイムパススワードを生成するまで待ち
ます (最長 30 秒)。生成されたら [MFA code 2 (MFA コード 2)] ボックスに 2 つ目のワンタイムパスス
ワードを入力します。[Add MFA] (MFA を追加) を選択します。

Important

コードを生成したら、即時にリクエストを送信します。コードを生成した後にリクエストを
送信するまで時間がかかりすぎる場合、MFA デバイスはユーザーとは正常に関連付けられま
すが、その MFA デバイスは同期されません。これは、時刻ベースのワンタイムパスワード 
(TOTP) の有効期間が短いために起こります。その場合は、デバイスの再同期 (p. 137)がで
きます。

デバイスを AWS で使用する準備が整いました。AWS Management Consoleでの MFA 利用の詳細につい
ては、「IAM のサインインページでの MFA デバイスの使用 (p. 82)」を参照してください。

仮想 MFA デバイスの交換または「更新」

AWS アカウントのルートユーザー および IAM ユーザーに対し、「現在サポートされている MFA タイ
プ」の任意の組み合わせで、最大 8 台の MFA デバイスを登録できます。ユーザーがデバイスを紛失した
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か、何らかの理由で交換する必要がある場合、最初に古いデバイスを非アクティブ化する必要がありま
す。その後、新しいデバイスをユーザーに追加できます。

• 別の IAM ユーザーに関連付けられているデバイスを非アクティブ化するには、「MFA デバイスの無効
化 (p. 141)」を参照してください。

• 別の IAM ユーザーの交換用の仮想 MFA デバイスを追加するには、上記の「IAM ユーザーの仮想 MFA 
デバイスの有効化 (コンソール) (p. 119)」の手順に従います。

• AWS アカウントのルートユーザー の交換用仮想 MFA デバイスを追加するには、このトピックの上記の
「AWS アカウントのルートユーザー (コンソール) の仮想 MFA デバイスを有効にします (p. 120)」の
手順に従います。

FIDO セキュリティキーの有効化 (コンソール)

FIDO セキュリティキーは、多要素認証 (MFA) デバイス (p. 115)の一種で、AWS リソースを保護するた
めに使用します。FIDO のセキュリティキーをコンピュータの USB ポートに接続し、以下の手順で有効
にします。有効にした後、サインインプロセスを安全に完了するように求められたら、そのキーをタップ
します。すでに他のサービスで FIDO セキュリティキーを使用していて、AWS でサポートされている構
成 (p. 127) (Yubico の YubiKey 5 シリーズなど) がある場合は、そのキーも AWS で使用できます。それ
以外の場合、AWS で MFA 用に WebAuthn を使用するには、FIDO セキュリティキーを購入する必要があ
ります。仕様および購入情報については、「多要素認証」を参照してください。

FIDO2 はオープンな認証標準の FIDO U2F の拡張であり、公開鍵暗号に基づくセキュリティと同等の高レ
ベルのセキュリティを提供します。FIDO2 は、W3C Web 認証仕様 (WebAuthn API) と、アプリケーショ
ン層プロトコルである FIDO アライアンスの Client-to-Authenticator Protocol (CTAP) で構成されていま
す。CTAP は、ブラウザやオペレーティングシステムなどのクライアントまたはプラットフォームと外部
認証システムとの間の通信を可能にします。AWS で FIDO 認定の認証を有効にすると、FIDO セキュリ
ティキーにより、AWS でのみ使用するための新しいキーペアが作成されます。まず、認証情報を入力しま
す。プロンプトが表示されたら、AWS によって発行された認証チャレンジに応答する FIDO セキュリティ
キーをタップします。FIDO2 標準の詳細については、「FIDO2 プロジェクト」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザーおよび IAM ユーザーに対し、現在サポートされている MFA タイプの任
意の組み合わせで、最大 8 台の MFA デバイスを登録できます。MFA デバイスが複数ある場合でも、その
ユーザとして AWS Management Console にログインしたり、AWS CLI を使用してセッションを作成した
りするのに必要なのは、1 台の MFA デバイスだけです。

Note

人間のユーザーが AWS にアクセスする場合には、一時的な認証情報の使用を推奨します。ユー
ザーは、ID プロバイダーを使用して AWS にフェデレーションし、会社の認証情報と MFA 設
定で認証できます。AWS へのアクセスとビジネスアプリケーションを管理する場合は、IAM 
Identity Center の使用をお勧めします。詳細については、「The IAM Identity Center User Guide」
(IAM Identity Center ユーザーガイド) を参照してください。

トピック
• 必要な許可 (p. 122)
• 独自の IAM ユーザーの FIDO セキュリティキーを有効にする (コンソール) (p. 123)
• 別の IAM ユーザーの FIDO セキュリティキーを有効にする (コンソール) (p. 124)
• AWS アカウント ルートユーザーの FIDO セキュリティキーを有効にする (コンソール) (p. 125)
• FIDO セキュリティキーの交換 (p. 126)
• FIDO セキュリティキーを使用するためのサポートされる設定 (p. 127)

必要な許可

重要な MFA 関連のアクションを保護しながら、独自の IAM ユーザー用に FIDO セキュリティキーを管理
するには、次のポリシーのアクセス許可が必要です。
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Note

ARN は静的な値であり、認証機能を登録するためにどのプロトコルが使用されたかを示すもので
はありません。U2F は廃止されたため、新しい実装はすべて WebAuthn を使用しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnUserMFA", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeactivateMFADevice", 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

独自の IAM ユーザーの FIDO セキュリティキーを有効にする (コンソール)

独自の IAM ユーザーの FIDO セキュリティキーは、AWS CLI または AWS API からではなく、AWS 
Management Console からのみ有効にすることができます。

Note

FIDO セキュリティキーを有効にする前に、そのデバイスに物理的にアクセスできる必要がありま
す。
Note

Google Chrome では、[Verify your identity with amazon.com] (amazon.comで本人確認をしてくだ
さい) と要求するポップアップが表示されますが、いずれのオプションも選択しないようにしてく
ださい。セキュリティキーをタップするだけでよいのです。

独自の IAM ユーザーの FIDO セキュリティキーを有効にするには (コンソール)

1. AWS アカウント ID またはアカウントエイリアス、IAM ユーザー名、およびパスワードを使用して
IAM コンソールにサインインします。

Note

利便性のため、AWS サインインページは、ブラウザ cookie を使用して IAM ユーザー名とア
カウント情報を記憶します。以前に別のユーザーとしてサインインしたことがある場合は、
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ページの下部にある[別のアカウントにサインイン]を選択し、メインのサインインページに戻
ります。そこから、AWS アカウント ID またはアカウントエイリアスを入力して、アカウン
トの IAM ユーザーサインインページにリダイレクトされるようにすることができます。

AWS アカウント アカウント ID の取得については、管理者にお問い合わせください。
2. 右上のナビゲーションバーで自分のユーザー名を選択し、続いて [Security credentials] (セキュリティ

認証情報) を選択します。

3. [AWS IAM 認証情報] タブの [多要素認証 (MFA)] セクションで、[MFA デバイスの割り当て] を選択し
ます。

4. ウィザード内の [Device name] (デバイス名) に入力してから、[Security Key] (セキュリティ
キー) 、[Next] (次へ) の順に選択します。

5. コンピュータの USB ポートに FIDO セキュリティキーを挿入します。

6. FIDO セキュリティキーをタップします。

これで、FIDO セキュリティキーは AWS で使用可能になりました。AWS Management Consoleでの MFA 
利用の詳細については、「IAM のサインインページでの MFA デバイスの使用 (p. 82)」を参照してくだ
さい。

別の IAM ユーザーの FIDO セキュリティキーを有効にする (コンソール)

別の IAM ユーザーの FIDO セキュリティキーは、AWS CLI または AWS API からではなく、AWS 
Management Console からのみ有効にすることができます。
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別の IAM ユーザーの FIDO セキュリティキーを有効にするには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. MFA を有効化するユーザーの名前を選択します。
4. [Security Credentials] タブを選択します。[Multi-factor authentication (MFA) (多要素認証 (MFA)) 

で、[Assign MFA device] (MFA デバイスの割り当て) を選択します。
5. ウィザード内の [Device name] (デバイス名) に入力してから、[Security Key] (セキュリティ

キー) 、[Next] (次へ) の順に選択します。
6. コンピュータの USB ポートに FIDO セキュリティキーを挿入します。

7. FIDO セキュリティキーをタップします。

これで、FIDO セキュリティキーは AWS で使用可能になりました。AWS Management Consoleでの MFA 
利用の詳細については、「IAM のサインインページでの MFA デバイスの使用 (p. 82)」を参照してくだ
さい。

AWS アカウント ルートユーザーの FIDO セキュリティキーを有効にする (コンソール)

ルートユーザーの仮想 MFA デバイスは、AWS Management Console または AWS CLI APIからではな
く、AWS からのみ設定して有効にできます。

お客様の FIDO セキュリティキーが紛失、盗難にあった場合や、機能しなくなった場合でも、同じ AWS 
アカウントのルートユーザー に登録されている他の MFA デバイスを使用して、サインインすることがで
きます。MFA デバイスを 1 台しか登録していない場合は、別の識別要素を使用すればサインインできま
す。代替の認証要素を使用してログインする方法については、「MFA デバイスの紛失および故障時の対
応 (p. 143)」を参照してください｡ この機能を無効にするには、「AWS Support」にお問い合わせくださ
い。

ルートユーザーの FIDO キーを有効にするには (コンソール)

1. [Root user] (ルートユーザー) を選択して AWS アカウント の E メールアドレスを入力し、アカウント
所有者として IAM コンソールにサインインします。次のページでパスワードを入力します。

Note

ルートユーザーでは、「IAM ユーザーとしてサインイン」ページにサインインすることはで
きません。[IAM ユーザーのサインイン] ページが表示された場合、ページ下部付近で [ルート
ユーザーの電子メールを使用してサインインする] を選択します。ルートユーザーを使用して
サインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの「ルートユーザーとし
て AWS Management Console へサインインする」を参照してください。

2. ナビゲーションバーの右側で、使用するアカウント名を選択してから、[Security credentials] (セキュ
リティ認証情報) を選択します。必要に応じて、[Continue to Security credentials] (セキュリティ認証
情報に進む) を選択します。
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3. [Multi-factor authentication (MFA)] セクションを展開します。
4. [Assign MFA device] (MFA デバイスの割り当て) を選択します。
5. ウィザード内の [Device name] (デバイス名) に入力してから、[Security Key] (セキュリティ

キー) 、[Next] (次へ) の順に選択します。
6. コンピュータの USB ポートに FIDO セキュリティキーを挿入します。

7. FIDO セキュリティキーをタップします。

これで、FIDO セキュリティキーは AWS で使用可能になりました。次回にルートユーザーの認証情報を使
用してサインインするときは、FIDO セキュリティキーをタップしてサインインプロセスを完了する必要
があります。

FIDO セキュリティキーの交換

「現在サポートされている MFA タイプ」の任意の組み合わせで、一度に最大 8 台の MFA デバイス
を、AWS アカウントのルートユーザー および IAM ユーザーに割り当てることができます。ユーザーが 
FIDO の認証装置を紛失した場合や、何らかの理由で交換する必要がある場合、最初に古い FIDO 認証装置
を無効化する必要があります。その後、そのユーザー用に新しい MFA デバイスを追加できます。

• IAM ユーザーに関連付けられているデバイスを非アクティブ化するには、「MFA デバイスの無効
化 (p. 141)」を参照してください。

• IAM ユーザー用に新しい FIDO セキュリティキーを追加するには、「独自の IAM ユーザーの FIDO セ
キュリティキーを有効にする (コンソール) (p. 123)」を参照してください。
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新しい FIDO セキュリティキーにアクセスできない場合は、新しい仮想 MFA デバイスまたはハードウェア 
TOTP トークンを有効化します。手順については、以下のいずれかを参照してください。

• 仮想 Multi-Factor Authentication (MFA) デバイスの有効化 (コンソール) (p. 118)
• ハードウェア TOTP トークンの有効化 (コンソール) (p. 128)

FIDO セキュリティキーを使用するためのサポートされる設定

現在サポートされている設定を使用して、IAM で WebAuthn を多要素認証 (MFA) メソッドとして使用でき
ます。これには、IAM でサポートされている FIDO 認定デバイスや、 WebAuthn をサポートしているブラ
ウザなどが含まれます。

AWS でサポートされている FIDO デバイス

IAM では現在、USB、Bluetooth、または NFC 経由でデバイスに接続する FIDO 認定セキュリティデバイ
スをサポートしています。現在、TouchID、FaceID、Windows Hello などのプラットフォーム向け認証機
能はサポートされていません。

Note

AWS は、FIDO 認定デバイスを検証するために、コンピュータの物理 USB ポートにアクセスす
る必要があります。WebAuthn MFA は、仮想マシン、リモート接続、またはブラウザのシーク
レットモードでは機能しません。

FIDO 仕様と互換性のあるすべての FIDO 認定製品のリストが、FIDO アライアンスから提供されていま
す。

WebAuthn をサポートするブラウザ

現在、次のブラウザで FIDO 認定セキュリティキーの使用がサポートされています。

  macOS 10.15+ Windows 10 Linux

Chrome はい はい はい

Safari はい いいえ いいえ

Edge はい はい はい

Firefox はい はい はい

Note

現在、WebAuthn をサポートしている Firefox のほとんどのバージョンでは、デフォルト状態で、
そのサポートが有効になっていません。Firefox で WebAuthn のサポートを有効にする手順につい
ては、「FIDO セキュリティキーのトラブルシューティング (p. 1105)」を参照してください。

ブラウザプラグイン

AWS は現在、FIDO2/WebAuthn 標準をネイティブにサポートするブラウザのみをサポートしていま
す。AWS は FIDO2/WebAuthn ブラウザのサポートを追加するためのプラグインの使用をサポートしてい
ません。また、一部のブラウザプラグインは U2F 標準と互換性がなく、FIDO2 セキュリティキーで予期
しない結果が生じることがあります。

ブラウザプラグインの無効化やその他のトラブルシューティングのヒントについては、「FIDO セキュリ
ティキーを有効にできない (p. 1105)」を参照してください。

127

https://fidoalliance.org/certification/fido-certified-products/


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
多要素認証 (MFA)

モバイル環境

現在、次のブラウザで FIDO 認定セキュリティキーの使用がサポートされています。

  IOS 14.5 以降 Android 7 以降

Chrome はい はい

Safari はい いいえ

Edge いいえ いいえ

Firefox はい いいえ

Note

AWS のコンソールモバイルアプリは現在、MFA の FIDO 認定セキュリティキーの使用をサポー
トしていません。

AWS CLI および AWS API

AWS は現在、FIDO 認定セキュリティキーの使用を AWS Management Console でのみサポートしていま
す。現在、MFA に対する FIDO 認定セキュリティキーの使用は AWS CLI と AWS API ではサポートされ
ていません。また、MFA で保護された API オペレーション (p. 146)へのアクセスでもサポートされてい
ません。

その他のリソース

• AWS での FIDO 認定セキュリティキーの使用の詳細については、「FIDO セキュリティキーの有効化 
(コンソール) (p. 122)」を参照してください。

• AWS での FIDO のトラブルシューティングについては、「FIDO セキュリティキーのトラブルシュー
ティング (p. 1105)」を参照してください。

• FIDO サポートに関する一般的な業界情報については、「FIDO2 プロジェクト」を参照してください。

ハードウェア TOTP トークンの有効化 (コンソール)

ハードウェア TOTP トークンは、タイムベースドワンタイムパスワード (TOTP) アルゴリズムに基づい
て、6 桁の数値コードを生成します。ユーザーは、サインインプロセス中に求められたら、デバイスから
有効なコードを入力する必要があります。ユーザーに割り当てられる各 MFA デバイスは一意であり、他
のユーザーのデバイス向けのコードでは認証されません。

ハードウェア TOTP トークンと FIDO セキュリティキー (p. 122)は、いずれもお客様が購入する物理デ
バイスです。違いは、ハードウェア MFA デバイスでは TOTP コードを生成および表示し、ユーザーは、 
AWS への署名時に求められた際にこのコードを入力することです。FIDO セキュリティキーは、強力な
フィッシング耐性を持つ MFA のオプションであり、ユーザーが認証コードを確認したり入力したりする
こともありません。代わりに、FIDO セキュリティキーはユーザーに表示することなくレスポンスを生成
し、サービスはそのレスポンスを検証します。両方のデバイスタイプの仕様と購入情報については、「多
要素認証」を参照してください。

IAM ユーザーのハードウェア TOTP デバイスは、AWS Management Console、コマンドライン、または 
IAM API を使用して有効にすることができます。AWS アカウントのルートユーザー の MFA デバイス設定
を有効にするには、「AWS アカウント のルートユーザー (コンソール) 用にハードウェア TOTP トークン
を有効にします (p. 132)」を参照してください。

AWS アカウントのルートユーザー および IAM ユーザーに対し、「現在サポートされている MFA タイ
プ」の任意の組み合わせで、最大 8 台の MFA デバイスを登録できます。MFA デバイスが複数ある場合で
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も、そのユーザとして AWS Management Console にログインしたり、AWS CLI を使用してセッションを
作成したりするのに必要なのは、1 台の MFA デバイスだけです。

Important

MFA デバイスを紛失したりアクセスできなくなったりした場合に、ユーザーが引き続きアカウン
トにアクセスできるようにするため、複数の MFA デバイスを利用可能にしておくことをお勧めし
ます。

Note

コマンドラインから MFA デバイスを有効化する場合には、aws iam enable-mfa-device を
使用します。IAM API で MFA デバイスを有効化する場合には、EnableMFADevice オペレー
ションを使用します。

トピック
• 必要な許可 (p. 129)
• 自身の IAM ユーザーでハードウェア TOTP トークンを有効にする (コンソール) (p. 130)
• 別の IAM ユーザーのハードウェア TOTP トークンを有効にする (コンソール) (p. 131)
• AWS アカウント のルートユーザー (コンソール) 用にハードウェア TOTP トークンを有効にしま

す (p. 132)
• 物理的な MFA デバイスの交換または「更新」 (p. 133)

必要な許可

重要な MFA 関連のアクションを保護しながら、IAM ユーザー用にハードウェア TOTP トークンを管理す
るには、以下のポリシーによるアクセス許可が必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnUserMFA", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeactivateMFADevice", 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}", 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
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}

自身の IAM ユーザーでハードウェア TOTP トークンを有効にする (コンソール)

自分のハードウェア TOTP トークンは、AWS Management Console から有効化できます。

Note

ハードウェア TOTP トークンを有効にする前に、そのデバイスに対し物理的なアクセス権限を持
つ必要があります。

自身の IAM ユーザーのハードウェア TOTP トークンを有効にするには (コンソール)

1. AWS アカウント ID またはアカウントエイリアス、IAM ユーザー名、およびパスワードを使用して
IAM コンソールにサインインします。

Note

利便性のため、AWS サインインページは、ブラウザ cookie を使用して IAM ユーザー名とア
カウント情報を記憶します。以前に別のユーザーとしてサインインしたことがある場合は、
ページの下部にある[別のアカウントにサインイン]を選択し、メインのサインインページに戻
ります。そこから、AWS アカウント ID またはアカウントエイリアスを入力して、アカウン
トの IAM ユーザーサインインページにリダイレクトされるようにすることができます。

AWS アカウント アカウント ID の取得については、管理者にお問い合わせください。
2. 右上のナビゲーションバーで自分のユーザー名を選択し、続いて [Security credentials] (セキュリティ

認証情報) を選択します。

3. [AWS IAM 認証情報] タブの [多要素認証 (MFA)] セクションで、[MFA デバイスの割り当て] を選択し
ます。

4. ウィザード内で [Device name] (デバイス名) に入力した後、[Hardware TOTP token] (ハードウェア 
TOTP トークン)、[Next] (次へ) の順に選択します。

5. 対象デバイスのシリアルナンバーを入力します。シリアルナンバーは、通常、デバイスの背面にあり
ます。
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6. MFA デバイスに表示されている 6 桁の数字を [MFA code 1 (MFA コード 1)] に入力します。デバイス
前面のボタンを押して数字を表示する場合があります。

7. デバイスがコードを更新するまで 30 秒ほど待ち、更新後に表示された 6 桁の数字を [MFA code 2 
(MFA コード 2)] に入力します。デバイス前面のボタンを再度押して新しい数字を表示する場合があり
ます。

8. [Add MFA] (MFA を追加) を選択します。

Important

認証コードを生成した後すぐに、リクエストを送信します。コードを生成した後にリクエ
ストを送信するまで時間がかかりすぎる場合、MFA デバイスはユーザーとは正常に関連付
けられますが、その MFA デバイスは同期されなくなります。これは、時刻ベースのワンタ
イムパスワード (TOTP) の有効期間が短いために起こります。その場合は、デバイスの再同
期 (p. 137)ができます。

デバイスを AWS で使用する準備が整いました。AWS Management Consoleでの MFA 利用の詳細につい
ては、「IAM のサインインページでの MFA デバイスの使用 (p. 82)」を参照してください。

別の IAM ユーザーのハードウェア TOTP トークンを有効にする (コンソール)

AWS Management Console から別の IAM ユーザーのハードウェア TOTP トークンを有効にできます。

別の IAM ユーザーのハードウェア TOTP トークンを有効にするには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. MFA を有効化するユーザーの名前を選択します。
4. [Security Credentials] タブを選択します。[Multi-factor authentication (MFA) (多要素認証 (MFA)) 

で、[Assign MFA device] (MFA デバイスの割り当て) を選択します。
5. ウィザード内で [Device name] (デバイス名) に入力した後、[Hardware TOTP token] (ハードウェア 

TOTP トークン)、[Next] (次へ) の順に選択します。
6. 対象デバイスのシリアルナンバーを入力します。シリアルナンバーは、通常、デバイスの背面にあり

ます。
7. MFA デバイスに表示されている 6 桁の数字を [MFA code 1 (MFA コード 1)] に入力します。デバイス

前面のボタンを押して数字を表示する場合があります。

8. デバイスがコードを更新するまで 30 秒ほど待ち、更新後に表示された 6 桁の数字を [MFA code 2 
(MFA コード 2)] に入力します。デバイス前面のボタンを再度押して新しい数字を表示する場合があり
ます。

9. [Add MFA] (MFA を追加) を選択します。

Important

認証コードを生成した後すぐに、リクエストを送信します。コードを生成した後にリクエ
ストを送信するまで時間がかかりすぎる場合、MFA デバイスはユーザーとは正常に関連付
けられますが、その MFA デバイスは同期されなくなります。これは、時刻ベースのワンタ
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イムパスワード (TOTP) の有効期間が短いために起こります。その場合は、デバイスの再同
期 (p. 137)ができます。

デバイスを AWS で使用する準備が整いました。AWS Management Consoleでの MFA 利用の詳細につい
ては、「IAM のサインインページでの MFA デバイスの使用 (p. 82)」を参照してください。

AWS アカウント のルートユーザー (コンソール) 用にハードウェア TOTP トークンを有効にしま
す

ルートユーザーの仮想 MFA デバイスは、AWS Management Console または AWS CLI APIからではな
く、AWS からのみ設定して有効にできます。

お客様の MFA デバイスが紛失、盗難にあった場合、または動作しない場合でも、認証の代替要因を使用
してサインインすることができます。MFA デバイスでサインインできない場合は、アカウントに登録され
ている E メールと電話を使用して ID を確認してサインインすることができます。ルートユーザーに対し
て MFA を有効にする前に、アカウント設定と連絡先情報を確認して、E メールと電話番号にアクセスでき
ることを確認してください。代替の認証要素を使用してログインする方法については、「MFA デバイスの
紛失および故障時の対応 (p. 143)」を参照してください｡ この機能を無効にするには、「AWS Support」
にお問い合わせください。

Note

他のテキスト (例: MFA を使用してサインイン や 認証デバイスのトラブルシューティング) が表
示される場合があります。ただし、提供されている機能は同じです。いずれの場合も、認証の代
替要因を使用してアカウントの E メールアドレスと電話番号を確認できない場合は、MFA 設定の
非アクティブ化について AWS Support にお問い合わせください。

ルートユーザーの MFA デバイスを有効化するには (コンソール)

1. [Root user] (ルートユーザー) を選択して AWS アカウント の E メールアドレスを入力し、アカウント
所有者として IAM コンソールにサインインします。次のページでパスワードを入力します。

Note

ルートユーザーでは、「IAM ユーザーとしてサインイン」ページにサインインすることはで
きません。[IAM ユーザーのサインイン] ページが表示された場合、ページ下部付近で [ルート
ユーザーの電子メールを使用してサインインする] を選択します。ルートユーザーを使用して
サインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの「ルートユーザーとし
て AWS Management Console へサインインする」を参照してください。

2. ナビゲーションバーの右側で、使用するアカウント名を選択し、次に [Security Credentials] (セキュリ
ティ認証情報) を選択します。必要に応じて、[Continue to Security credentials] (セキュリティ認証情
報に進む) を選択します。
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3. [Multi-factor authentication (MFA)] セクションを展開します。
4. [Assign MFA device] (MFA デバイスの割り当て) を選択します。
5. ウィザード内で [Device name] (デバイス名) に入力した後、[Hardware TOTP token] (ハードウェア 

TOTP トークン)、[Next] (次へ) の順に選択します。
6. [シリアル番号] ボックスに MFA デバイス背面に表示されているシリアル番号を入力します。
7. MFA デバイスに表示されている 6 桁の数字を [MFA code 1 (MFA コード 1)] に入力します。デバイス

前面のボタンを押して数字を表示する場合があります。

8. デバイスがコードを更新するまで 30 秒ほど待ち、更新後に表示された 6 桁の数字を [MFA code 2 
(MFA コード 2)] に入力します。デバイス前面のボタンを再度押して新しい数字を表示する場合があり
ます。

9. [Add MFA] (MFA を追加) を選択します。これで、MFA デバイスと AWS アカウント の関連付けが完
了しました。

Important

認証コードを生成した後すぐに、リクエストを送信します。コードを生成した後にリクエ
ストを送信するまで時間がかかりすぎる場合、MFA デバイスはユーザーとは正常に関連付
けられますが、その MFA デバイスは同期されなくなります。これは、時刻ベースのワンタ
イムパスワード (TOTP) の有効期間が短いために起こります。その場合は、デバイスの再同
期 (p. 137)ができます。

次回、ルートユーザー認証情報を使ってサインインするときに、MFA デバイスのコードを入力する必
要があります。

物理的な MFA デバイスの交換または「更新」

「現在サポートされている MFA タイプ」の任意の組み合わせで、一度に最大 8 台の MFA デバイス
を、AWS アカウントのルートユーザー および IAM ユーザーに割り当てることができます。ユーザーがデ
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バイスを紛失したか、何らかの理由で交換する必要がある場合、最初に古いデバイスを非アクティブ化す
る必要があります。その後、新しいデバイスをユーザーに追加できます。

• 現在ユーザーに関連付けられているデバイスを非アクティブ化するには、「MFA デバイスの無効
化 (p. 141)」を参照してください。

• IAM ユーザーに対し、交換用ハードウェア TOTP トークンを追加するには、このトピックの前半にある
手順「別の IAM ユーザーのハードウェア TOTP トークンを有効にする (コンソール) (p. 131)」の各ス
テップに従います。

• AWS アカウントのルートユーザー の交換用仮想 MFA デバイスを追加するには、このトピックの上記
の「AWS アカウント のルートユーザー (コンソール) 用にハードウェア TOTP トークンを有効にしま
す (p. 132)」の手順に従います。

仮想 MFA デバイスの有効化と管理 (AWS CLI または AWS API)
IAM ユーザーの仮想 MFA デバイスを有効にするには、AWS CLI コマンドまたは AWS API オペレーショ
ンを使用します。AWS CLI、AWS API、Tools for Windows PowerShell、またはその他のコマンドライン
ツールを使用して AWS アカウントのルートユーザー の MFA デバイスを有効にすることはできません。
ただし、AWS Management Console を使用して、ルートユーザーの MFA デバイスを有効化することがで
きます。

AWS Management Console から MFA デバイスを有効にすると、コンソールがお客様に代わって複数の
ステップを実行します。代わりに AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、または AWS API を使用し
て仮想デバイスを作成する場合は、それらのステップを適切な順序で自分で実行する必要があります。た
とえば、仮想 MFA デバイスを作成するには、IAM オブジェクトを作成し、文字列または QR コードグラ
フィックとしてコードを抽出する必要があります。次に、デバイスを IAM ユーザーと同期させて関連付け
る必要があります。詳細については、New-IAMVirtualMFADevice の [Examples] (例) セクションを参照し
てください。物理デバイスの場合は作成ステップを飛ばし、デバイスを同期してユーザーに関連付ける手
順へ直接進んでください。

IAM リソース (仮想 MFA デバイスを含む) にタグをアタッチして、タグへのアクセスを特定、整理、制御
することができます。仮想 MFA デバイスにタグを付けることができるのは、AWS CLI または AWS API 
を使用する場合のみです。

SDK または CLI を使用する IAM ユーザーは、EnableMFADevice を呼び出して追加の MFA デバイスを
有効にするか、DeactivateMFADevice を呼び出して既存の MFA デバイスを無効にできます。これを
正常に行うには、まず GetSessionToken を呼び出し、既存の MFA デバイスで MFA コードを送信する
必要があります。この呼び出しで、一時的なセキュリティ認証情報を返されます。この認証情報を使用し
て、MFA 認証を必要とする API オペレーションに署名できます。リクエストとレスポンスの例について
は、「GetSessionToken—信頼されていない環境にあるユーザー向けの一時的認証情報」を参照してく
ださい。

IAM で仮想デバイスのエンティティを作成し、仮想 MFA デバイスを表すには

これらのコマンドは、次のコマンドの多くでシリアルナンバーの代わりに使用されるデバイスの ARN を
提供します。

• AWS CLI: aws iam create-virtual-mfa-device
• AWS API:CreateVirtualMFADevice

AWS を使用するように MFA デバイスを有効にするには

これらのコマンドでは、デバイスを AWS と同期させて、ユーザーと関連付けます。デバイスが仮想デバ
イスの場合、仮想デバイスの ARN をシリアルナンバーとして使用します。

Important

認証コードを生成した後すぐに、リクエストを送信します。コードを生成した後にリクエストを
送信するまで時間がかかりすぎる場合、MFA デバイスはユーザーとは正常に関連付けられます
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が、その MFA デバイスは同期されなくなります。これは、時刻ベースのワンタイムパスワード 
(TOTP) の有効期間が短いために起こります。この場合は、次のコマンドを使用してデバイスを再
同期できます。

• AWS CLI: aws iam enable-mfa-device
• AWS API:EnableMFADevice

デバイスを無効にするには

以下のコマンドでは、デバイスとユーザーの関連付けを解除し、デバイスを無効化します。デバイスが仮
想デバイスの場合、仮想デバイスの ARN をシリアルナンバーとして使用します。別途、仮想デバイスの
エンティティも削除する必要があります。

• AWS CLI: aws iam deactivate-mfa-device
• AWS API:DeactivateMFADevice

仮想 MFA デバイスエンティティを一覧表示するには

以下のコマンドでは、仮想 MFA デバイスのエンティティを一覧表示します。

• AWS CLI: aws iam list-virtual-mfa-devices
• AWS API:ListVirtualMFADevices

仮想 MFA デバイスにタグを付けるには

仮想 MFA デバイスにタグを付けるには、次のコマンドを使用します。

• AWS CLI: aws iam tag-mfa-device
• AWS API:TagMFADevice

仮想 MFA デバイスのタグを一覧表示するには

仮想 MFA デバイスにアタッチされたタグを一覧表示するには、次のコマンドを使用します。

• AWS CLI: aws iam list-mfa-device-tags
• AWS API:ListMFADeviceTags

仮想 MFA デバイスのタグを解除するには

仮想 MFA デバイスにアタッチされたタグを削除するには、次のコマンドを使用します。

• AWS CLI: aws iam untag-mfa-device
• AWS API:UntagMFADevice

MFA デバイスを再同期するには

AWS が受け入れられないコードをデバイスが生成している場合は、以下のコマンドを使用します。デバイ
スが仮想デバイスの場合、仮想デバイスの ARN をシリアルナンバーとして使用します。

• AWS CLI: aws iam resync-mfa-device
• AWS API:ResyncMFADevice

IAM で仮想 MFA デバイスのエンティティを削除するには
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デバイスのユーザーへの関連付けを解除した後、そのデバイスのエンティティを削除できます。

• AWS CLI: aws iam delete-virtual-mfa-device
• AWS API:DeleteVirtualMFADevice

紛失または故障中の仮想 MFA デバイスを復旧するには

仮想化 MFA アプリをホストするユーザーのデバイスが紛失、交換、または機能しなくなることがあり
ます。この場合、ユーザーが自分で復旧することはできません。ユーザーは、デバイスを無効にする
ために管理者に連絡する必要があります。詳細については、「MFA デバイスの紛失および故障時の対
応 (p. 143)」を参照してください。

MFA ステータスのチェック
IAM コンソールで、AWS アカウントのルートユーザー または IAM ユーザーで有効な MFA デバイスが有
効化されているかどうかを確認します。

ルートユーザーの MFA ステータスを確認するには

1. ルートユーザー認証情報を使用して AWS Management Console にサインインし、IAM コンソール 
(https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2. 右上のナビゲーションバーで自分のユーザー名を選択し、続いて [Security credentials] (セキュリティ
認証情報) を選択します。

3. [Multi-factor Authentication (MFA)] で、MFA が有効か無効かを確認します。MFA がアクティブ化され

ていない場合は、アラート記号 ( ) が表示されます。

アカウントに対して MFA を有効化する場合は、以下のいずれかを参照してください。

• AWS アカウントのルートユーザー (コンソール) の仮想 MFA デバイスを有効にします (p. 120)
• AWS アカウント ルートユーザーの FIDO セキュリティキーを有効にする (コンソール) (p. 125)
• AWS アカウント のルートユーザー (コンソール) 用にハードウェア TOTP トークンを有効にしま

す (p. 132)

IAM ユーザーの MFA ステータスを確認するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。
3. 必要に応じて、以下の手順を実行して、[MFA] 列を USERS テーブルに追加します。

a.
右端のテーブルの上で、設定アイコン ( ) を選択します。

b. [Manage Columns (列の管理)] で、[MFA] を選択します。
c. (オプション) ユーザーテーブルに表示しない列見出しのチェックボックスをオフにします。
d. [Close (閉じる)] を選択して、ユーザーのリストに戻ります。

4. [MFA] 列に、有効になっている MFA デバイスが表示されます。そのユーザーにアクティブな MFA デ
バイスがない場合は、コンソールに [None] (なし) と表示されます。ユーザーの MFA デバイスが有効
になっている場合は、MFA 列に、そのデバイスのタイプを示す値 ([Virtual] (仮想)、[Security Key] (セ
キュリティキー)、[Hardware] (ハードウェア)、または SMS) が表示されます。

Note

AWS は、間もなく SMS 多要素認証 (MFA) のサポートを終了します。SMS テキストメッ
セージベース MFA を使用する IAM ユーザーのお客様は、以下の別のいずれかの方法 (仮想 
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(ソフトウェアベースの) MFA デバイス (p. 118)、FIDO セキュリティキー (p. 122)、また
はハードウェア MFA デバイス (p. 128)) に切り替えることをお勧めします。割り当てられ
た SMS MFA デバイスを使用して、アカウントのユーザーを識別することができます。これ
を行うには、IAM コンソールに移動して、ナビゲーションペインの [ユーザー] を選択し、
テーブルの [MFA] 列の [SMS] を使用してユーザーを探します。

5. ユーザーの MFA デバイスに関する追加情報を表示するには、確認する MFA ステータスのユーザー名
を選択します。次に、[認証情報] タブを選択します。

6. そのユーザーにアクティブな MFA デバイスがない場合は、コンソールに [MFA デバイスなし] と表
示されます。[多要素認証 (MFA)] セクションで [MFA デバイスを割り当てて AWS 環境のセキュリ
ティを強化します]。ユーザーの MFA デバイスが有効化されている場合、[Multi-factor authentication 
(MFA)] (多要素認証 (MFA)) セクションには、対象のデバイスに関する詳細が表示されます。

• デバイス名
• デバイスのタイプ
• デバイスのID (物理デバイスのシリアル番号、または AWS での仮想デバイスの ARN)
• デバイスの作成日時

デバイスを削除または再同期するには、そのデバイスの横にあるラジオボタンをオンにし、[Remove] (削
除) または [Resync] (再同期) を選択します。

MFA の有効化の詳細については、以下を参照してください。

• 仮想 Multi-Factor Authentication (MFA) デバイスの有効化 (コンソール) (p. 118)
• FIDO セキュリティキーの有効化 (コンソール) (p. 122)
• ハードウェア TOTP トークンの有効化 (コンソール) (p. 128)

仮想デバイスとハードウェア MFA デバイスの再同期
AWS コンソールを使用して、仮想およびハードウェア Multi-Factor Authentication (MFA) デバイスを再同
期できます。ユーザーのデバイスが使用しようとしたときに同期されていない場合、ユーザーのサインイ
ンは失敗し、IAM はユーザーにデバイスの再同期を促します。

Note

FIDO セキュリティキーは同期しなくなることはありません。FIDO セキュリティキーが紛失ま
たは破損した場合は、それを非アクティブにすることができます。MFA デバイスタイプを無
効にする方法については、「別の IAM ユーザーの MFA デバイスを無効化するには (コンソー
ル) (p. 142)」を参照してください。

AWS 管理者は、IAM ユーザーの仮想およびハードウェア MFA デバイスがシステムと同期されていない場
合、それらのデバイスを再同期できます。

AWS アカウントのルートユーザー MFA デバイスが動作していない場合は、IAM コンソールを使用して
デバイスを再同期することができます。デバイスを正常に再同期できない場合は、デバイスの関連付け
を解除して再関連付けする必要がある場合があります。方法の詳細については、「MFA デバイスの無効
化 (p. 141)」および「AWS でのユーザーの MFA デバイスの有効化 (p. 116)」を参照してください。

トピック
• 必要な許可 (p. 138)
• 仮想およびハードウェア MFA デバイスの再同期 (IAM コンソール) (p. 138)
• 仮想およびハードウェア MFA デバイスの再同期 (AWS CLI) (p. 141)
• 仮想およびハードウェア MFA デバイスの再同期 (AWS API) (p. 141)
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必要な許可

独自の IAM ユーザーに対して仮想またはハードウェア MFA デバイスを再同期するには、次のポリシーの
アクセス許可が必要です。このポリシーでは、デバイスを作成または無効にすることはできません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowListActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListVirtualMFADevices" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowUserToViewAndManageTheirOwnUserMFA", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "BlockAllExceptListedIfNoMFA", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ListVirtualMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

仮想およびハードウェア MFA デバイスの再同期 (IAM コンソール)

IAM コンソールを使用して、仮想およびハードウェア MFA デバイスを再同期できます。

独自の IAM ユーザーの仮想またはハードウェア MFA デバイスを再同期するには (コンソール)

1. AWS アカウント ID またはアカウントエイリアス、IAM ユーザー名、およびパスワードを使用して
IAM コンソールにサインインします。

Note

利便性のため、AWS サインインページは、ブラウザ cookie を使用して IAM ユーザー名とア
カウント情報を記憶します。以前に別のユーザーとしてサインインしたことがある場合は、
ページの下部にある[別のアカウントにサインイン]を選択し、メインのサインインページに戻
ります。そこから、AWS アカウント ID またはアカウントエイリアスを入力して、アカウン
トの IAM ユーザーサインインページにリダイレクトされるようにすることができます。

AWS アカウント アカウント ID の取得については、管理者にお問い合わせください。
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2. 右上のナビゲーションバーで自分のユーザー名を選択し、続いて [Security credentials] (セキュリティ
認証情報) を選択します。

3. [AWS IAM 認証情報] タブの [多要素認証 (MFA)] セクションで、MFA デバイスの横にあるラジオボタ
ンを選択し、[再同期] を選択します。

4. デバイスで連続して生成された次の 2 つのコードを [MFA コード 1] および [MFA コード 2] に入力し
ます。次に、[Resync] (再同期) を選択します。

Important

コードを生成したら、即時にリクエストを送信します。コードを生成した後にリクエストを
送信するまで時間がかかりすぎる場合、リクエスト処理中に見えますが、デバイスは同期さ
れていません。これは、時刻ベースのワンタイムパスワード (TOTP) の有効期間が短いため
に起こります。

別の IAM ユーザーの仮想またはハードウェア MFA デバイスを再同期するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択してから、MFA デバイスを再同期する必要があるユーザー
の名前を選択します。

3. ［Security credentials］タブを選択します。[多要素認証 (MFA)] セクションで、MFA デバイスの横に
あるラジオボタンを選択し、[再同期] を選択します。

4. デバイスで連続して生成された次の 2 つのコードを [MFA コード 1] および [MFA コード 2] に入力し
ます。次に、[Resync] (再同期) を選択します。

Important

コードを生成したら、即時にリクエストを送信します。コードを生成した後にリクエストを
送信するまで時間がかかりすぎる場合、リクエスト処理中に見えますが、デバイスは同期さ
れていません。これは、時刻ベースのワンタイムパスワード (TOTP) の有効期間が短いため
に起こります。
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サインインする前に ルートユーザーMFA を再同期するには (コンソール)

1. [Amazon Web Services Sign In With Authentication Device (認証デバイスによる Amazon Web 
Services へのサインイン)] ページで、[認証デバイスに問題がありますか?] を選択します。[Click here]
(ここをクリックしてください)｡

Note

他のテキスト (例: MFA を使用してサインイン や 認証デバイスのトラブルシューティング) 
が表示される場合があります。ただし、提供されている機能は同じです。

2. [Re-Sync With Our Servers (サーバーとの再同期)] セクションで、デバイスで連続して生成された次の 
2 つのコードを [MFA code 1 (MFA コード 1)] および [MFA code 2 (MFA コード 2)] に入力します。次
に、[Re-sync authentication device (認証デバイスの再同期)] を選択します。

3. 必要に応じて、パスワードをもう一度入力し、[サインイン] を選択します。次に、MFA デバイスを使
用してサインインを完了します。

サインインした後に ルートユーザーMFA デバイスを再同期するには (コンソール)

1. [Root user] (ルートユーザー) を選択して AWS アカウント の E メールアドレスを入力し、アカウント
所有者として IAM コンソールにサインインします。次のページでパスワードを入力します。

Note

ルートユーザーでは、「IAM ユーザーとしてサインイン」ページにサインインすることはで
きません。[IAM ユーザーのサインイン] ページが表示された場合、ページ下部付近で [ルート
ユーザーの電子メールを使用してサインインする] を選択します。ルートユーザーを使用して
サインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの「ルートユーザーとし
て AWS Management Console へサインインする」を参照してください。

2. ナビゲーションバーの右側で、使用するアカウント名を選択し、次に [Security Credentials] (セキュリ
ティ認証情報) を選択します。必要に応じて、[Continue to Security credentials] (セキュリティ認証情
報に進む) を選択します。

3. ページの [Multi-Factor Authentication (MFA)] セクションを展開します。
4. デバイスの横にあるラジオボタンを選択して、[Resync] (再同期) を選択します。
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5. [Resync MFA device] (MFA デバイスを再同期) ダイアログボックスで、デバイスで連続して生成され
た次の 2 つのコードを [MFA code 1] (MFA コード 1) および [MFA code 2] (MFA コード 2) に入力しま
す。次に、[Resync] (再同期) を選択します。

Important

コードを生成したら、即時にリクエストを送信します。コードを生成した後にリクエストを
送信するまで時間がかかりすぎる場合、MFA デバイスはユーザーとは正常に関連付けられ
ますが、その MFA デバイスは同期しません。これは、時刻ベースのワンタイムパスワード 
(TOTP) の有効期間が短いために起こります。

仮想およびハードウェア MFA デバイスの再同期 (AWS CLI)

AWS CLI から仮想およびハードウェア MFA デバイスを再同期できます。

IAM ユーザーの仮想 MFA デバイスまたはハードウェア MFA デバイスを再同期するには (AWS CLI)

コマンドプロンプトで、aws iam resync-mfa-deviceコマンドを発行します。

• 仮想 MFA デバイス: デバイスの Amazon リソースネーム（ARN）をシリアル番号として入力します。

aws iam resync-mfa-device --user-name Richard --serial-number 
 arn:aws:iam::123456789012:mfa/RichardsMFA --authentication-code1 123456 --
authentication-code2 987654

• ハードウェア MFA デバイス: ハードウェアデバイスのシリアル番号をシリアル番号として指定します。
形式はベンダー固有です。例えば、Amazon から gemalto トークンを購入できます。シリアル番号は通
常、4 つの文字の後に 4 つの数字が続きます。

aws iam resync-mfa-device --user-name Richard --serial-number ABCD12345678 --
authentication-code1 123456 --authentication-code2 987654

Important

コードを生成したら、即時にリクエストを送信します。コードを生成した後にリクエストを送信
するまで時間がかかりすぎる場合は、コードの有効期間が短いためリクエストは送信されませ
ん。

仮想およびハードウェア MFA デバイスの再同期 (AWS API)

IAM には同期を実行する API コールがあります。この場合、仮想およびハードウェア MFA デバイスユー
ザーにこの API コールに対するアクセス許可を付与することをお勧めします。API コールに基づいてツー
ルを構築して、ユーザーが必要に応じてデバイスを再同期できるようにします。

IAM ユーザーの仮想またはハードウェア MFA デバイスを再同期するには (AWS API)

• ResyncMFADevice リクエストを送信します。

MFA デバイスの無効化
IAM ユーザーとして多要素認証 (MFA) デバイスにサインインできない場合は、管理者に連絡してくださ
い。

管理者として、他の IAM ユーザー用に端末を無効にすることができます。これにより、ユーザーは MFA 
を使用しないでサインインできます。MFA デバイスが置き換えられる際、またはデバイスが一時的に使
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用できない時に、一時的な対処方法としてれを行う場合があります。ただし、ユーザーの新しいデバイス
を可能な限り速やかに有効にすることをお勧めします。MFA デバイスを有効化する方法については the 
section called “MFA デバイスの有効化” (p. 116) を参照してください。

Note

API または AWS CLI を使用して AWS アカウント からユーザーを削除する場合は、ユーザーの 
MFA デバイスを無効化または削除する必要があります。この変更は、ユーザーを削除するプロセ
スの一環として行います。ユーザーの削除についての詳細は、IAM ユーザーの管理 (p. 83)を参
照してください。

トピック
• MFA デバイスの無効化 (コンソール) (p. 142)
• MFA デバイスの無効化 (AWS CLI) (p. 143)
• MFA デバイスの無効化 (AWS API) (p. 143)

MFA デバイスの無効化 (コンソール)

別の IAM ユーザーの MFA デバイスを無効化するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. ユーザーの MFA デバイスを非アクティブ化するには、削除する MFA を持つユーザーの名前を選択し

ます。
4. ［Security credentials］タブを選択します。
5. [多要素認証 (MFA)] で MFA デバイスの横にあるラジオボタンを選択し、[削除] を選択し、さらにまた

[削除] を選択します。

デバイスは AWS から削除されます。このデバイスは、再び有効化されて AWS ユーザーや AWS アカ
ウントのルートユーザー に関連付けられるまで、サインインやリクエストの認証に使用できなくなり
ます。

AWS アカウントのルートユーザー の MFA デバイスを無効にするには (コンソール)

1. [Root user] (ルートユーザー) を選択して AWS アカウント の E メールアドレスを入力し、アカウント
所有者として IAM コンソールにサインインします。次のページでパスワードを入力します。

Note

ルートユーザーでは、「IAM ユーザーとしてサインイン」ページにサインインすることはで
きません。[IAM ユーザーのサインイン] ページが表示された場合、ページ下部付近で [ルート
ユーザーの電子メールを使用してサインインする] を選択します。ルートユーザーを使用して
サインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの「ルートユーザーとし
て AWS Management Console へサインインする」を参照してください。

2. ナビゲーションバーの右側で、使用するアカウント名を選択し、次に [Security Credentials] (セキュリ
ティ認証情報) を選択します。必要に応じて、[Continue to Security credentials] (セキュリティ認証情
報に進む) を選択します。
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3. [Multi-factor authentication (MFA)] (多要素認証 (MFA))セクションで、無効化する MFA デバイスの横
にあるラジオボタンをオンにし、[Remove] (削除) を選択します。

4. [Remove] (削除) を選択します。

AWS アカウント 向けの MFA デバイスの無効化が完了しました。AWS アカウント に関連付けら
れている E メールを Amazon Web Services からの確認メッセージで確認します。この E メールで
は、Amazon Web Services の Multi-Factor Authentication (MFA) が無効化されたことを通知します。
メッセージは @amazon.com または @aws.amazon.com で終わるアドレスから届きます。

MFA デバイスの無効化 (AWS CLI)

IAM ユーザーの MFA デバイスを無効化するには (AWS CLI)

• 実行するコマンド: aws iam deactivate-mfa-device

MFA デバイスの無効化 (AWS API)

IAM ユーザーの MFA デバイスを無効化するには (AWS API)

• 呼び出すオペレーション: DeactivateMFADevice

MFA デバイスの紛失および故障時の対応
仮想 MFA デバイス (p. 118)またはハードウェア TOTP トークン (p. 128)が正常に機能しているようで
も、AWS リソースへのアクセスに使用できない場合は、AWS と同期していない可能性があります。仮想
またはハードウェア MFA デバイスの同期については、「仮想デバイスとハードウェア MFA デバイスの再
同期 (p. 137)」を参照してください。FIDO セキュリティキー (p. 122)は同期しなくなることはありま
せん。
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AWS アカウントのルートユーザー 多要素認証 (MFA) デバイス (p. 115) が紛失したり、破損したり、ま
たは機能しない場合は、アカウントへのアクセスを回復できます。IAM ユーザーは、デバイスを無効にす
るために管理者に連絡する必要があります。

Important

MFA デバイスを紛失したりアクセスできなくなったりした場合でも、IAM ユーザー用に複数の 
MFA デバイスを有効にして、アカウントに引き続きアクセスできるようにすることをお勧めしま
す。AWS アカウント ルートユーザーと IAM ユーザーには、現在サポートされている MFA タイ
プを任意に組み合わせた最大 8 台の MFA デバイスを登録できます。

ルートユーザー MFA デバイスの回復

AWS アカウントのルートユーザー [多要素認証 (MFA) デバイス] (p. 115)が紛失したり、破損したり、機
能しなかったりする場合は、同じ AWS アカウントのルートユーザー に登録された別の MFA デバイスを
使用してサインインできます。ルートユーザーの MFA デバイスが 1 つだけ有効になっている場合は、代
替の認証方法を使用できます。つまり、MFA デバイスでサインインできない場合は、アカウントに登録さ
れている E メールと主要連絡先の電話番号を使用してIDを確認してサインインすることができます。

代替の認証要素を使用してルートユーザーとしてサインインするには、アカウントに関連付けられて
いる E メールと主要連絡先の電話番号にアクセスできる必要があります。主要連絡先の電話番号を更
新する必要がある場合は、ルートユーザーではなく、管理者アクセス権を持つ IAM ユーザーとしてサ
インインすれば可能です。アカウント連絡先情報の更新に関するその他の手順については、「https:// 
docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/manage-account-payment.html#contact-info」を参
照してください。E メールと主要連絡先の電話番号にアクセスできない場合は、AWS Support に連絡する
必要があります。

Important

アカウントを正常に回復するために、ルートユーザーにリンクされている E メールアドレスと連
絡先電話番号を最新の状態に保つことをお勧めします。

認証の代替要因を AWS アカウントのルートユーザー として使用してログインするには

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

2. [Amazon Web Services Sign In With Authentication Device (認証デバイスによるアマゾン ウェブ サー
ビスへのサインイン)] ページで、[認証デバイスに問題がありますか?] を選択します。[Click here] (こ
こをクリックしてください)｡

Note

次のような代替テキストが表示される場合があります。MFA を使用してサインイン、認証デ
バイスのトラブルシューティング、または MFA のトラブルシューティングですが、機能は同
じです。いずれの場合も、認証の代替要因を使用してアカウントの E メールアドレスと主要
連絡先の電話番号を確認できない場合は、AWS Support に連絡して、MFA デバイスを非ア
クティブ化するように依頼する必要があります。

3. 必要に応じて、パスワードをもう一度入力し、[サインイン] を選択します。
4. [Sign In Using Alternative Factors of Authentication (別の認証要素を使用したサインイン) ] セクション

で、[Sign in using alternative factors (別の要素を使用したサインイン)] を選択します。
5. E メールアドレスを確認してアカウントを認証するには、[Send verification email (確認 E メールの送

信)] を選択します。
6. AWS アカウント に関連付けられている E メールでアマゾン ウェブ サービス (no-reply-

aws@amazon.com) からのメッセージを確認します。E メールの指示にしたがって操作します。

アカウントに E メールが表示されない場合は、迷惑メールフォルダを確認するか、ブラウザに戻り、
[Resend the email (E メールの再送信)] を選択します。
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7. E メールアドレスを確認した後も、アカウントの認証を続けることができます。主要連絡先の電話番
号を確認するには、[Call me now] (すぐに連絡を受ける) を選択します。

8. AWS からの呼び出しに応答し、プロンプトが表示されたら、AWS ウェブサイトの電話番号の 6 桁の
番号を入力します。

AWS からの呼び出しを受けない場合は、[サインイン] を選択してコンソールに再度サインインし、や
り直してください。または、「Lost or unusable Multi-Factor Authentication (MFA) device」(多要素認
証 (MFA) の紛失または使用不可) を参照して、サポートにお問い合わせください。

9. 電話番号を確認した後、[Sign in to the console (コンソールにサインイン)] を選択してアカウントにサ
インインすることができます。

10. 次の手順は、使用している MFA のタイプによって異なります。

• 仮想 MFA デバイスの場合は、デバイスからアカウントを削除します。次に、AWS セキュリティ認
証情報ページにアクセスし、古い仮想 MFA デバイスのエンティティを削除してから、新しいキー
ペアを作成することができます。

• FIDO セキュリティキーの場合は、[AWS Security Credentials] ページに移動し、新しい FIDO セ
キュリティキーを有効にする前に古い FIDO セキュリティキーを非アクティブにします。

• ハードウェア TOTP トークンの場合は、デバイスの修理または交換についてサードパーティープロ
バイダーに問い合わせてください。新しいデバイスを受け取るまで、認証の代替要因を使用してサ
インインを続けることができます。新しいハードウェア MFA デバイスを入手したら、AWS セキュ
リティ認証情報ページに移動し、新しいものを作成する前に古いハードウェア MFA デバイスエン
ティティを削除します。

Note

紛失または盗難された MFA デバイスを同じタイプのデバイスで置き換える必要はありませ
ん。例えば、FIDO セキュリティキーを破棄して新しいキーを注文すると、新しい FIDO セ
キュリティキーを受け取るまで、仮想 MFA またはハードウェア TOTP トークンを使用でき
ます。

11. MFA デバイスを紛失または盗難にあった場合は、アタッカーがその認証デバイスから現在のパスワー
ドを入手している可能性があるため、AWS パスワードを変更 (p. 93)してください。

IAM ユーザー MFA デバイスの回復

IAM ユーザーである場合、デバイスが紛失したり機能しなくなったりしても、自分でデバイスを回復する
ことはできません。管理者に連絡して、デバイスを非アクティブ化するように依頼する必要があります。
その後、新しいデバイスを有効にすることができます。

IAM ユーザーとしての MFA デバイスに関するヘルプ情報を入手するには

1. お使いの IAM ユーザーのユーザー名やパスワードの設定を行った AWS システム管理者あるいは別の
担当者にご連絡ください。管理者は､サインインできるように「MFA デバイスの無効化 (p. 141)」の
説明に従って、MFA デバイスを非アクティブ化する必要があります。

2. 次の手順は、使用している MFA のタイプによって異なります。

• 仮想 MFA デバイスの場合は、デバイスからアカウントを削除します。次に、「仮想 Multi-Factor 
Authentication (MFA) デバイスの有効化 (コンソール) (p. 118)」の説明に従って､仮想デバイスを
有効にします。

• FIDO セキュリティキーの場合は、デバイスの交換についてサードパーティープロバイダーに問い
合わせてください。新しい FIDO セキュリティキーを受け取ったら、「FIDO セキュリティキーの有
効化 (コンソール) (p. 122)」で説明されているとおりに有効にします。

• ハードウェア TOTP トークンの場合は、デバイスの修理または交換についてサードパーティープロ
バイダーに問い合わせてください。新しい物理 MFA デバイスを入手したら、「ハードウェア TOTP 
トークンの有効化 (コンソール) (p. 128)」の説明に従ってデバイスを有効にします。
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Note

紛失または盗難された MFA デバイスを同じタイプのデバイスで置き換える必要はありませ
ん。任意の組み合わせの MFA デバイスを最大で 8 台用意できます。例えば、FIDO セキュリ
ティキーを破棄して新しいキーを注文すると、新しい FIDO セキュリティキーを受け取るま
で、仮想 MFA またはハードウェア TOTP トークンを使用できます。

3. MFA デバイスを紛失または盗難にあった場合は、アタッカーがその認証デバイスから現在のパスワー
ドを入手している可能性があるため、パスワードを変更 (p. 103)してください。

MFA 保護 API アクセスの設定
IAM ポリシーを使用して、ユーザーが呼び出すことができる API オペレーションを指定できます。場合に
よっては、ユーザーが特に重要なアクションを実行することを許可する前に、このユーザーに AWS 多要
素認証 (MFA) で認証することを求める追加のセキュリティが必要となることもあります。

たとえば、ユーザーにAmazon EC2 RunInstances、DescribeInstances、および
StopInstances アクションの実行を許可するポリシーがすでに存在する可能性があります。ただし
TerminateInstances のような有害なアクションを制限し、AWS MFA デバイスによって認証される場
合に限り、ユーザーがそのアクションを実行できるように管理することもできます。

トピック
• 概要 (p. 146)
• シナリオ: クロスアカウントの委任の MFA 保護 (p. 148)
• シナリオ: 現在のアカウントの API オペレーションへのアクセスに対する MFA 保護 (p. 150)
• シナリオ: リソースベースのポリシーを持つリソースの MFA 保護 (p. 151)

概要

API オペレーションに MFA 保護を追加する場合、次のタスクが関連します:

1. 管理者は、MFA 認証を必要とする API リクエストを行う必要がある各ユーザーに対し、AWS MFA デ
バイスを設定します。このプロセスは、AWS でのユーザーの MFA デバイスの有効化 (p. 116) で説明
されています。

2. 管理者はユーザーに対し、ユーザーが AWS MFA デバイスで認証されているかどうかを確認する
Condition 要素を含むポリシーを作成します。

3. ユーザーは、後述の MFA 保護のシナリオに応じて、MFA パラメータをサポートする AWS STS API オ
ペレーションである AssumeRole または GetSessionToken を呼び出します。この呼び出しの一部とし
てユーザーは、このユーザーに関連付けられるデバイスのデバイス識別子を含めます。また、ユーザー
は、デバイスが生成する時間ベースのワンタイムパスワード (TOTP) も含めます。そのつど、ユーザー
は一時的な認証情報を取り戻し、その情報を使用して AWS に追加リクエストを行うことができます。

Note

サービスの API オペレーションの MFA 保護は、サービスが一時的なセキュリティ認証情報を
サポートする場合にのみ使用できます。サポートするサービスの一覧については、「一時的セ
キュリティ認証情報を使用して AWS にアクセスする」を参照してください。

承認が失敗した場合、AWS は他の承認されていないアクセスと同様に "Access Denied" というエラーメッ
セージを返します。MFA 保護 API ポリシーが存在する場合、ユーザーが有効な MFA 認証なしで API オペ
レーションを呼び出す場合に、AWS はポリシーで指定される API オペレーションへのアクセスを拒否し
ます。また、API オペレーションへのリクエストのタイムスタンプがポリシーで指定される許可範囲外で
ある場合にも、そのオペレーションは拒否されます。ユーザーは、MFA コードとデバイスのシリアルナン
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バーを使って新しい一時的な認証情報をリクエストすることで、再度、MFA の認証を受ける必要がありま
す。

MFA 条件を指定した IAM ポリシー

MFA 条件を指定したポリシーは、次にアタッチすることができます:

• IAM ユーザーまたはグループ
• Amazon S3 バケット、Amazon SQS キュー、または Amazon SNS トピックなどのリソース
• ユーザーが引き受けることのできる IAM ロールの信頼ポリシー

ポリシーの MFA 条件を使用して、次のプロパティを確認することができます。

• 存在 aws:MultiFactorAuthPresent ユーザーが MFA を使って認証されたことを単に確認するに
は、 条件で True キーが Bool であることを確認します。ユーザーが短期的な認証情報で認証した場合
に限りキーが表示されます。アクセスキーのような長期的な認証情報に、このキーは含まれません。

• 期間 - MFA 認証後、指定された期間内のみアクセス権を与える場合、数値条件タイプを使用して
aws:MultiFactorAuthAge キーの有効期間を値 (3600 秒など) と比較します。MFA が使用されなかっ
た場合、aws:MultiFactorAuthAge キーは存在しません。

以下の例は、MFA 認証の存在をテストする MFA 条件が含まれる、IAM ロールの信頼ポリシーを示しま
す。このポリシーにより、Principal 要素 (ACCOUNT-B-ID を有効な AWS アカウント ID に置き換えま
す) で指定された AWS アカウント のユーザーは、このポリシーがアタッチされたロールを引き受けるこ
とができます。ただし、このようなユーザーは、MFA を使用して認証されたユーザーの場合のみ、ロール
を引き受けることができます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"AWS": "ACCOUNT-B-ID"}, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}} 
  }
}

MFA の条件種別の詳細については、「AWS グローバル条件コンテキストキー (p. 1253)」、「数値条件演
算子 (p. 1198)」、および「条件キーの有無をチェックする条件演算子  (p. 1204)」を参照してください。

GetSessionToken または AssumeRole を選択する

AWS STS には、ユーザーが MFA 情報を渡す際に使用できる 2 つの API オペレーションである
GetSessionToken と AssumeRole があります。ユーザーが一時的な認証情報を取得するために呼び出
す API オペレーションは、以下のどのシナリオがあてはまるかによって異なります。

以下のシナリオでは、GetSessionToken を使用します。

• リクエストを作成する IAM ユーザーと同じ AWS アカウント のリソースにアクセスする API オペレー
ションの呼び出し。 GetSessionTokenリクエストによる一時的な認証情報で IAM および AWS STS 
API にアクセスできるのは、認証情報のリクエストに MFA 情報を含めた場合のみである点に注意してく
ださい。GetSessionToken によって返される一時的な認証情報には MFA 情報が含まれているので、
認証情報によって実行される各 API オペレーションで MFA を確認できます。

• リソースに基づくポリシー (MFA 条件を含む) で保護されているリソースへのアクセス。

GetSessionToken オペレーションの目的は、MFA を使用してユーザーを認証することです。認証オペ
レーションを制御するためにポリシーを使用することはできません。
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以下のシナリオでは、AssumeRole を使用します。

• 同じまたは異なる AWS アカウント のリソースにアクセスする API オペレーションの呼び出し。API 
コールには、任意の IAM または AWS STS API を含めることができます。アクセスを保護するには、
ユーザーがロールを引き受けた時点で MFA を強制する必要があります。AssumeRole によって返され
る一時的な認証情報のコンテキストには MFA 情報が含まれていないので、MFA に対する個別の API オ
ペレーションを確認できません。このため、リソースベースのポリシーで保護されたリソースへのアク
セスを制限するために、GetSessionToken を使用する必要があります。

これらのシナリオの実行方法に関する詳細は、本書で後から提供されます。

MFA 保護された API アクセスについて重要な点

API オペレーションの MFA 保護の次の点に注意してください:

• MFA 保護は、一時的なセキュリティ認証情報を使用した場合のみ利用できます。この認証情報
は、AssumeRole または GetSessionToken を使用して取得する必要があります。

• AWS アカウントのルートユーザー 認証情報で MFA 保護 API アクセスを使用することはできません。
• U2F セキュリティキーで MFA 保護 API アクセスを使用することはできません。
• フェデレーションユーザーに AWS サービス利用のために MFA デバイスを割り当てることはできません

ので、そのようなユーザーは MFA が管理する AWS リソースへアクセスできません。(次のポイントを
参照してください。)

• 一時的な認証情報を返す他の AWS STS API オペレーションは、MFA をサポートしていませ
ん。AssumeRoleWithWebIdentity と AssumeRoleWithSAML の場合、ユーザーは外部プロバイ
ダーによって認証されており、プロバイダーが MFA を要求したかどうかを AWS が判断することはでき
ません。GetFederationToken については、MFA は必ずしも特定のユーザーに関連付けられていませ
ん。

• 同様に、長期的な認証情報 (IAM ユーザーアクセスキーと ルートユーザーアクセスキー) は失効しないた
め、MFA 保護 API アクセスでは使用できません。

• AssumeRole と GetSessionToken は、MFA 情報がない状態でも呼び出すことができます。この場
合、発信者は一時的な認証情報を取り戻しますが、その一時的認証情報のセッション情報では、ユー
ザーが MFA を使用して認証されたことが示されません。

• API オペレーションに対する MFA 保護を確立するには、ポリシーに MFA 条件を追加します。MFA の
使用を適用するには、ポリシーに aws:MultiFactorAuthPresent 条件キーが含まれている必要があ
ります。クロスアカウントの委任では、ロールの信頼ポリシーに条件キーが含まれている必要がありま
す。

• 別の AWS アカウント に自分のアカウントのリソースへのアクセスを許可する場合、リソースのセキュ
リティは、信頼されたアカウント (つまりお客様のアカウントではない他のアカウント) の設定によって
決まります。これは、多要素認証を要求する場合にも当てはまります。仮想 MFA デバイスを作成する
アクセス許可がある、信頼されるアカウント内のアイデンティティは、ロールの信頼ポリシーのその部
分を満たすために MFA クレームを作成できます。他のアカウントのメンバーに多要素認証を必要とす
る自身の AWS リソースへのアクセスを許可する前に、信頼されるアカウントの所有者がセキュリティ
のベストプラクティスを取り入れていることを確認する必要があります。たとえば、信頼されるアカウ
ントは、MFA デバイス管理 API オペレーションなどの機密性の高い API オペレーションへのアクセス
を指定する信頼できるアイデンティティに制限する必要があります。

• ポリシーに MFA の条件が含まれている場合、ユーザーが MFA 認証済みでないか、無効な MFA デバイ
ス識別子または無効な TOTP を入力すると、リクエストは拒否されます。

シナリオ: クロスアカウントの委任の MFA 保護

このシナリオでは、ユーザーが AWS MFA デバイスを使用して認証された場合にのみ、別のアカウントの 
IAM ユーザーにアクセスを委任します。クロスアカウントの委任に関する詳細については、「ロールに関
する用語と概念 (p. 184)」を参照してください。
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アカウント A (アクセス対象のリソースを所有している信頼するアカウント) があり、このアカウントに
管理者権限を持つ IAM ユーザー Anaya がいると仮定します。Anaya は、アカウント B (信頼されたアカ
ウント) のユーザー Richard にアクセス許可を付与するつもりですが、Richard がロールを引き受ける前
に、MFA によって認証されていることを確認する必要があります。

1. 信頼するアカウント A で、Anaya は CrossAccountRole という IAM ロールを作成し、ロールの信頼
ポリシーのプリンシパルをアカウント B のアカウント ID に設定します。この信頼ポリシーは、AWS 
STS AssumeRole アクションに対するアクセス許可を付与します。Anaya は、次の例に示すように、
信頼ポリシーに MFA の条件も追加します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"AWS": "ACCOUNT-B-ID"}, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}} 
  }
}

2. Anaya は、ロールが実行できることを指定するアクセス許可ポリシーを、ロールに追加します。MFA 
保護を使用するロールのアクセス許可ポリシーは、他のロールアクセス許可ポリシーと同じです。
次の例では、Anaya がこのロールに追加するポリシーを示しています。これによって、引き受ける
ユーザーがアカウント A のテーブル Books で任意の Amazon DynamoDB アクションを実行する
ことを許可します。また、このポリシーは、コンソールでアクションを実行するときに必要となる
dynamodb:ListTables アクションも許可します。

Note

アクセス許可ポリシーに MFA 条件は含まれません。ユーザーがロールを引き受けることが
できるかどうかを決定するためにのみ MFA 認証が使用されていることに注意してください。
ユーザーがロールを引き受けた場合、それ以上の MFA の確認は行われません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "TableActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "dynamodb:*", 
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:ACCOUNT-A-ID:table/Books" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListTables", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "dynamodb:ListTables", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

3. 信頼されたアカウント B で管理者は、IAM ユーザー Richard が AWS MFA デバイスを使用して設定さ
れていること、および Richard がデバイスの ID を知っていることを確認します。ハードウェア MFA デ
バイスの場合には、デバイス ID はシリアル番号であり、仮想 MFA デバイスの場合には、デバイス ID 
はデバイスの ARN です。

4. アカウント B で、管理者は、AssumeRole アクションを呼び出すことを許可する次のポリシーを、
ユーザー Richard (または彼が属するグループ) にアタッチします。リソースは、Anaya がステップ 1 で
作成したロールの ARN に設定されます。このポリシーに MFA 条件が含まれないことに注意してくださ
い。
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": ["sts:AssumeRole"], 
    "Resource": ["arn:aws:iam::ACCOUNT-A-ID:role/CrossAccountRole"] 
  }]
}

5. アカウント B で、Richard (または Richard が実行中のアプリケーション) が AssumeRole を呼び
出します。API コールには、引き受けるロールの ARN (arn:aws:iam::ACCOUNT-A-ID:role/
CrossAccountRole)、MFA デバイスの ID、Richard がデバイスから取得した現在の TOTP が含まれ
ます。

Richard が AssumeRole を呼び出すと、AWS は Richard に有効な認証情報 (MFA の要件など) がある
かどうかを確認します。その場合、Richard は正常にロールを引き受け、ロールの一時的な認証情報を
使用して、アカウント A の Books という名前のテーブルで DynamoDB アクションを実行できます。

AssumeRole を呼び出すプログラムの例については、「MFA 認証での AssumeRole の呼び出
し (p. 153)」を参照してください。

シナリオ: 現在のアカウントの API オペレーションへのアクセスに対する MFA 保
護

このシナリオでは、使用する AWS アカウント でユーザーが AWS MFA デバイスを使用して認証された場
合のみ、機密性の高い API オペレーションにアクセスできるようにする必要があります。

アカウント A があり、そこに EC2 インスタンスの作業を必要としている開発者グループが存在すると
仮定します。通常の開発者は、インスタンスの作業を実行できますが、ec2:StopInstances または
ec2:TerminateInstances アクションへのアクセス許可を付与されていません。このようなの「有
害な」特権的アクションをいくつかの信頼されたユーザーに制限するために、これらの機密性の高い 
Amazon EC2 アクションを許可するポリシーに MFA 保護を追加します。

このシナリオでは、信頼されたユーザーの 1 人がユーザー Sofía です。ユーザー Anaya は、アカウント A 
の管理者です。

1. Anaya は、Sofía が AWS MFA デバイスで設定されていること、および Sofía がこのデバイスの ID を
知っていることを確認します。ハードウェア MFA デバイスの場合には、デバイス ID はシリアル番号で
あり、仮想 MFA デバイスの場合には、デバイス ID はデバイスの ARN です。

2. Anaya は EC2-Admins という名のグループを作成し、ユーザー Sofía をグループに追加します。
3. Anaya は、次のポリシーを EC2-Admins グループにアタッチします。このポリシーは、ユーザーが 

MFA を使用して認証された場合にのみ、ユーザーに Amazon EC2 StopInstances アクションと
TerminateInstances アクションを呼び出すアクセス許可を与えます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "ec2:StopInstances", 
      "ec2:TerminateInstances" 
    ], 
    "Resource": ["*"], 
    "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}} 
  }]
}
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4. Note

このポリシーを有効にするために、ユーザーはまずサインアウトして、再度サインインする必
要があります。

ユーザー Sofía が Amazon EC2 インスタンスを停止または終了する必要がある場合、Sofía (または 
Sofía が実行しているアプリケーション) は GetSessionToken を呼び出します。この API オペレー
ションは、MFA デバイスの ID と Sofía がデバイスから取得した現在の TOTP を渡します。

5. ユーザー Sofía (または Sofía が使用しているアプリケーション) は、GetSessionToken から提供され
る一時的な認証情報を使用して Amazon EC2 の StopInstances または TerminateInstances アク
ションを呼び出します。

GetSessionToken を呼び出すプログラムの例については、本書で後から説明する「MFA 認証での 
GetSessionToken の呼び出し (p. 152)」を参照してください。

シナリオ: リソースベースのポリシーを持つリソースの MFA 保護

このシナリオでは、S3 バケット、SQS キュー、または SNS トピックの所有者であるとします。リソース
にアクセスする任意の AWS アカウント の任意のユーザーが AWS MFA デバイスによって認証されている
ことを確認する必要があります。

このシナリオは、最初にユーザーにロールを引き受けることを要求せずに、クロスアカウント MFA 保護
を提供する方法を説明します。この場合、ユーザーは次の 3 つの条件を満たしている場合にリソースにア
クセスできます。これは、ユーザーが MFA によって認証される必要があること、GetSessionToken か
ら一時的なセキュリティ認証情報を取得できること、および、リソースのポリシーによって信頼されてい
るアカウントにいることです。

アカウント A に存在し、S3 バケットを作成すると仮定します。さまざまな AWS アカウント に存在する
ユーザーが、MFA を使って認証されている場合にのみ、このバケットへのアクセスを許可します。

このシナリオでは、ユーザー Anaya はアカウント A の管理者です。ユーザー Nikhil は、アカウント C の 
IAM ユーザーです。

1. アカウント A で、Anaya が Account-A-bucket という名前のバケットを作成します。
2. Anaya はバケットにバケットポリシーを追加します。このポリシーは、アカウント A、アカウント B、

またはアカウント C のユーザーに、バケット内の Amazon S3 PutObject および DeleteObject ア
クションの実行を許可します。ポリシーは、MFA 条件を含みます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"AWS": [ 
      "ACCOUNT-A-ID", 
      "ACCOUNT-B-ID", 
      "ACCOUNT-C-ID" 
    ]}, 
    "Action": [ 
      "s3:PutObject", 
      "s3:DeleteObject" 
    ], 
    "Resource": ["arn:aws:s3:::ACCOUNT-A-BUCKET-NAME/*"], 
    "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}} 
  }]
}
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Note

Amazon S3 により MFA 削除機能が ルートアカウントアクセス (のみ)に提供されています。
バケットのバージョニング状態を設定する際に、Amazon S3 MFA 削除機能を有効にできま
す。IAM ユーザーでは Amazon S3 MFA 削除機能を使うことはできず、また MFA 保護 API 
とは別のアクセス管理となっています。バケットの削除権限を持つ IAM ユーザーであって
も、Amazon S3 MFA 削除機能を使用してバケットの削除を行うことはできません。Amazon 
S3 MFA 削除機能の詳細については、MFA Delete を参照してください。

3. アカウント C で管理者は、ユーザー Nikhil が AWS MFA デバイスを使用して設定されていること、お
よび Nikhil がデバイスの ID を知っていることを確認します。ハードウェア MFA デバイスの場合には、
デバイス ID はシリアル番号であり、仮想 MFA デバイスの場合には、デバイス ID はデバイスの ARN 
です。

4. アカウント C で、Nikhil (または Nikhil が実行中のアプリケーション) が GetSessionToken を呼び出
します。呼び出しには、MFA デバイスの ID または ARN、および Nikhil がデバイスから取得する現在の 
TOTP が含まれます。

5. Nikhil (または Nikhil が使用中のアプリケーション) は、GetSessionToken から返された一時的な認証
情報を使用して Amazon S3 の PutObject アクションを呼び出し、ファイルを Account-A-bucket
にアップロードします。

GetSessionToken を呼び出すプログラムの例については、本書で後から説明する「MFA 認証での 
GetSessionToken の呼び出し (p. 152)」を参照してください。

Note

この場合、AssumeRole が返す一時的認証情報は機能しません。ユーザーはロールを引き受け
るために MFA 情報を提供できますが、AssumeRole が返す一時的認証情報には MFA 情報は
含まれません。この情報は、このポリシーの MFA 条件を満たすために必要です。

サンプルコード: 多要素認証での認証情報のリクエスト
以下の例では、GetSessionToken と AssumeRole オペレーションを呼び出し、MFA 認証パラメー
タを渡す方法を示しています。GetSessionToken の呼び出しにはアクセス権限は必要ありません
が、AssumeRole を呼び出すポリシーがあることが必要です。返される認証情報は、アカウントのすべて
の S3 バケットを一覧表示するために使用されます。

MFA 認証での GetSessionToken の呼び出し

以下の例は、GetSessionToken を呼び出し、MFA 認証情報を渡す方法を示していま
す。GetSessionToken オペレーションによって返される一時的な認証情報は、アカウントのすべての 
S3 バケットを一覧表示するために使用されます。

このコードを実行するユーザー (あるいはこのユーザーが含まれるグループ) にアタッチされるポリシー
は、返された一時的な認証情報へのアクセス権限を提供します。このコード例のポリシーでは、Amazon 
S3 ListBuckets オペレーションをリクエストするアクセス許可をユーザーに付与しています。

次に、AWS STS を使用してセッショントークンの取得方法を示します。それを使用して、MFA トークン
を必要とするサービスアクションを実行します。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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MFA トークンを渡してセッショントークンを取得し、それを使用してアカウントの Amazon S3 
バケットを一覧表示します。

def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp, 
 sts_client): 
    """ 
    Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session 
    credentials to list Amazon S3 buckets. 

    Requires an MFA device serial number and token. 

    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual 
 MFA 
                              device, this is an Amazon Resource Name (ARN). 
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device. 
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role. 
    """ 
    if mfa_serial_number is not None: 
        response = sts_client.get_session_token( 
            SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp) 
    else: 
        response = sts_client.get_session_token() 
    temp_credentials = response['Credentials'] 

    s3_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'], 
        aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'], 
        aws_session_token=temp_credentials['SessionToken']) 

    print(f"Buckets for the account:") 
    for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
        print(bucket.name)

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「GetSessionToken」を参照してください。

MFA 認証での AssumeRole の呼び出し
以下の例は、AssumeRole を呼び出し、MFA 認証情報を渡す方法を示しています。AssumeRole によっ
て返される一時的セキュリティ認証情報は、アカウントのすべての Amazon S3 バケットを一覧表示する
ために使用されます。

このシナリオの詳細については、「シナリオ: クロスアカウントの委任の MFA 保護 (p. 148)」を参照し
てください。

次のコード例は、AWS STS でロールを割り当てる方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

using Amazon;
using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;
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using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace AssumeRoleExample
{ 
    class AssumeRole 
    { 
        /// <summary> 
        /// This example shows how to use the AWS Security Token 
        /// Service (AWS STS) to assume an IAM role. 
        ///  
        /// NOTE: It is important that the role that will be assumed has a 
        /// trust relationship with the account that will assume the role. 
        ///  
        /// Before you run the example, you need to create the role you want to 
        /// assume and have it trust the IAM account that will assume that role. 
        ///  
        /// See https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_create.html 
        /// for help in working with roles. 
        /// </summary> 

        private static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USWest2; 

        static async Task Main() 
        { 
            // Create the SecurityToken client and then display the identity of the 
            // default user. 
            var roleArnToAssume = "arn:aws:iam::123456789012:role/testAssumeRole"; 

            var client = new 
 Amazon.SecurityToken.AmazonSecurityTokenServiceClient(REGION); 

            // Get and display the information about the identity of the default 
 user. 
            var callerIdRequest = new GetCallerIdentityRequest(); 
            var caller = await client.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest); 
            Console.WriteLine($"Original Caller: {caller.Arn}"); 

            // Create the request to use with the AssumeRoleAsync call. 
            var assumeRoleReq = new AssumeRoleRequest() 
            { 
                DurationSeconds = 1600, 
                RoleSessionName = "Session1", 
                RoleArn = roleArnToAssume 
            }; 

            var assumeRoleRes = await client.AssumeRoleAsync(assumeRoleReq); 

            // Now create a new client based on the credentials of the caller 
 assuming the role. 
            var client2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(credentials: 
 assumeRoleRes.Credentials); 

            // Get and display information about the caller that has assumed the 
 defined role. 
            var caller2 = await client2.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest); 
            Console.WriteLine($"AssumedRole Caller: {caller2.Arn}"); 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「AssumeRole」を参照し
てください。
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C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::STS::assumeRole(const Aws::String &roleArn, 
                             const Aws::String &roleSessionName, 
                             const Aws::String &externalId, 
                             Aws::Auth::AWSCredentials &credentials, 
                             const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) 
 { 
    Aws::STS::STSClient sts(clientConfig); 
    Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest sts_req; 

    sts_req.SetRoleArn(roleArn); 
    sts_req.SetRoleSessionName(roleSessionName); 
    sts_req.SetExternalId(externalId); 

    const Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome outcome = sts.AssumeRole(sts_req); 

    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error assuming IAM role. " << 
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Credentials successfully retrieved." << std::endl; 
        const Aws::STS::Model::AssumeRoleResult result = outcome.GetResult(); 
        const Aws::STS::Model::Credentials &temp_credentials = 
 result.GetCredentials(); 

        // Store temporary credentials in return argument. 
        // Note: The credentials object returned by assumeRole differs 
        // from the AWSCredentials object used in most situations. 
        credentials.SetAWSAccessKeyId(temp_credentials.GetAccessKeyId()); 
        credentials.SetAWSSecretKey(temp_credentials.GetSecretAccessKey()); 
        credentials.SetSessionToken(temp_credentials.GetSessionToken()); 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「AssumeRole」を参照し
てください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void assumeGivenRole(StsClient stsClient, String roleArn, String 
 roleSessionName) { 
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        try { 
            AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder() 
                .roleArn(roleArn) 
                .roleSessionName(roleSessionName) 
                .build(); 

           AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest); 
           Credentials myCreds = roleResponse.credentials(); 

           // Display the time when the temp creds expire. 
           Instant exTime = myCreds.expiration(); 
           String tokenInfo = myCreds.sessionToken(); 

           // Convert the Instant to readable date. 
           DateTimeFormatter formatter = 
                   DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime( FormatStyle.SHORT ) 
                           .withLocale( Locale.US) 
                           .withZone( ZoneId.systemDefault() ); 

           formatter.format( exTime ); 
           System.out.println("The token "+tokenInfo + "  expires on " + exTime ); 

       } catch (StsException e) { 
           System.err.println(e.getMessage()); 
           System.exit(1); 
       } 
   }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「AssumeRole」を参
照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

クライアントを作成します。

import { STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an AWS STS service client object.
export const client = new STSClient({ region: REGION });

IAM ロールを割り当てます。

import { AssumeRoleCommand } from "@aws-sdk/client-sts";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  try { 
    // Returns a set of temporary security credentials that you can use to 
    // access Amazon Web Services resources that you might not normally  
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    // have access to. 
    const command = new AssumeRoleCommand({ 
      // The Amazon Resource Name (ARN) of the role to assume. 
      RoleArn: "ROLE_ARN", 
      // An identifier for the assumed role session. 
      RoleSessionName: "session1", 
      // The duration, in seconds, of the role session. The value specified 
      // can range from 900 seconds (15 minutes) up to the maximum session  
      // duration set for the role. 
      DurationSeconds: 900, 
    }); 
    const response = await client.send(command); 
    console.log(response); 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「AssumeRole」を
参照してください。

SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
const AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

var roleToAssume = {RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName', 
                    RoleSessionName: 'session1', 
                    DurationSeconds: 900,};
var roleCreds;

// Create the STS service object     
var sts = new AWS.STS({apiVersion: '2011-06-15'});

//Assume Role
sts.assumeRole(roleToAssume, function(err, data) { 
    if (err) console.log(err, err.stack); 
    else{ 
        roleCreds = {accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId, 
                     secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey, 
                     sessionToken: data.Credentials.SessionToken}; 
        stsGetCallerIdentity(roleCreds); 
    }
});

//Get Arn of current identity
function stsGetCallerIdentity(creds) { 
    var stsParams = {credentials: creds }; 
    // Create STS service object 
    var sts = new AWS.STS(stsParams); 
         
    sts.getCallerIdentity({}, function(err, data) { 
        if (err) { 
            console.log(err, err.stack); 
        } 
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        else { 
            console.log(data.Arn); 
        } 
    });     
}

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「AssumeRole」を
参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

MFA トークンを必要とする IAM ロールを想定し、一時的な認証情報を使用してアカウントの 
Amazon S3 バケットを一覧表示します。

def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa( 
        assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client): 
    """ 
    Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from 
    that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account. 
    Requires an MFA device serial number and token. 

    The assumed role must grant permission to list the buckets in the other 
 account. 

    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that 
                            grants access to list the other account's buckets. 
    :param session_name: The name of the STS session. 
    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual 
 MFA 
                              device, this is an ARN. 
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device. 
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role. 
    """ 
    response = sts_client.assume_role( 
        RoleArn=assume_role_arn, 
        RoleSessionName=session_name, 
        SerialNumber=mfa_serial_number, 
        TokenCode=mfa_totp) 
    temp_credentials = response['Credentials'] 
    print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.") 

    s3_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'], 
        aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'], 
        aws_session_token=temp_credentials['SessionToken']) 

    print(f"Listing buckets for the assumed role's account:") 
    for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
        print(bucket.name)

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「AssumeRole」を参照してください。
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Ruby

SDK for Ruby
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified 
 credentials. 
  # This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit 
 testing. 
  # 
  # @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client. 
  # @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS 
 client. 
  def create_sts_client(key_id, key_secret) 
    Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret) 
  end 

  # Gets temporary credentials that can be used to assume a role. 
  # 
  # @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these 
 credentials 
  #                          are used. 
  # @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client. 
  # @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to assume 
 the role. 
  def assume_role(role_arn, sts_client) 
    credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new( 
      client: sts_client, 
      role_arn: role_arn, 
      role_session_name: "create-use-assume-role-scenario" 
    ) 
    puts("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.") 
    credentials 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「AssumeRole」を参照し
てください。

Rust

SDK for Rust
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

async fn assume_role( 
    config: &SdkConfig, 
    region: Region, 
    role_name: String, 
    session_name: Option<String>,
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) -> Result<(), Error> { 
    match config.credentials_provider() { 
        Some(credential) => { 
            let provider = aws_config::sts::AssumeRoleProvider::builder(role_name) 
                .region(region) 
                .session_name(session_name.unwrap_or_else(|| String::from("rust-
assume-role"))) 
                .build(credential.clone()); 
            let local_config = aws_config::from_env() 
                .credentials_provider(provider) 
                .load() 
                .await; 
            let client = Client::new(&local_config); 
            let req = client.get_caller_identity(); 
            let resp = req.send().await; 
            match resp { 
                Ok(e) => { 
                    println!("UserID :               {}", 
 e.user_id().unwrap_or_default()); 
                    println!("Account:               {}", 
 e.account().unwrap_or_default()); 
                    println!("Arn    :               {}", 
 e.arn().unwrap_or_default()); 
                } 
                Err(e) => println!("{:?}", e), 
            } 
        } 
        None => { 
            println!("No config provided"); 
        } 
    } 
    Ok(())
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「AssumeRole」を参照し
てください。

Swift

SDK for Swift
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func assumeRole(role: IAMClientTypes.Role, sessionName: String) 
                    async throws -> STSClientTypes.Credentials { 
        let input = AssumeRoleInput( 
            roleArn: role.arn, 
            roleSessionName: sessionName 
        ) 
        do { 
            let output = try await stsClient.assumeRole(input: input) 

            guard let credentials = output.credentials else { 
                throw ServiceHandlerError.authError 
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            } 

            return credentials 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「AssumeRole」を参照し
てください。

使用していない認証情報の検索
AWS アカウント のセキュリティを高めるには、不要な IAM ユーザー認証 (パスワードおよびアクセス
キー) を削除します。たとえば、ユーザーが組織を離れる際、または今後 AWS へのアクセスが不要な場合
には、使用されていた認証情報を検索し、それらが無効になっていることを確認する必要があります。必
要のなくなった認証情報は削除することが理想的です。それらは必要に応じて、後日いつでも再作成でき
ます。少なくとも、パスワードを変更するか、アクセスキーを無効にして、以前のユーザーがアクセスで
きないようにする必要があります。

もちろん、使用していないの定義は異なる可能性がありますが、通常は特定の期間内に使用されなかった
認証情報を指します。

使用していないパスワードの検索
AWS Management Console を使用して、ユーザーのパスワード使用状況情報を表示できます。多数のユー
ザーがいる場合は、コンソールを使用して、ユーザーごとのコンソールパスワードの最終使用日時に関す
る情報を含む認証情報レポートをダウンロードできます。また、AWS CLI または IAM API から情報にアク
セスすることも可能です。

未使用のパスワードを検索するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. 必要に応じて、[Console last sign-in (コンソールへの前回サインイン)] 列を USERS テーブルに追加し

ます。

a.
右端のテーブルの上で、設定アイコン ( ) を選択します。

b. [表示する列の選択] で、[コンソールの最終サインイン] を選択します。
c. [確認] を選択して、ユーザーのリストに戻ります。

4. [Console last sign-in] (コンソールへの最終サインイン) 列に、ユーザーがコンソールを通じて AWS 
に最後にサインインした日付が表示されます。この情報を使用して、特定の期間以上サインインして
いないユーザーとパスワードを検索できます。この列には、一度もサインインしていないユーザーと
パスワードに、[なし] と表示されます。[なし] は、パスワードが設定されていないユーザーを表しま
す。最近使用されていないパスワードは削除の対象となります。

Important

サービス上の問題により、前回使用したパスワードに関するデータには、2018 年 5 月 3 日 
22 時 50 分 (太平洋夏時間) から 2018 年 5 月 23 日 14 時 08 分 (太平洋夏時間) までのパス
ワードの使用は含まれません。これは、IAM コンソールに表示される前回サインインした日
付および IAM 認証情報レポートでパスワードを前回使用した日付として GetUser API オペ
レーションから返される日付に影響を与えます。該当する期間中にユーザーがサインインし
た場合、パスワードを前回使用した日付として返される日付は、2018 年 5 月 3 日より前に
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ユーザーが最後にサインインした日付になります。2018 年 5 月 23 日 14 時 08 分 (太平洋夏
時間) より後にサインインしたユーザーの場合、パスワードを前回使用した日付として返され
る日付は正確です。
前回使用したパスワードに関する情報を使用して未使用の認証情報を特定して削除する (例: 
過去 90 日間に AWS にサインインしなかったユーザーを削除する) 場合は、2018 年 5 月 23 
日より後の日付を含めるように評価ウィンドウを調整してください。または、ユーザーが
アクセスキーを使用して AWS にプログラムでアクセスする場合は、前回使用したアクセス
キーの情報を参照できます。これはすべての日付について正確であるためです。

コンソールで認証情報レポートをダウンロードして、使用されていないパスワードを検索するに
は (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[認証情報レポート] を選択します。
3. [レポートをダウンロード] を選択して、status_reports_<date>T<time>.csv という名前のカン

マ区切り値 (CSV) のファイルをダウンロードします。5 番目の列には、日付または以下のいずれか 1 
つを含む password_last_used 列が表示されます。

• 該当なし – 割り当てられているパスワードが 1 つもないユーザー。
• [no_information (情報なし)] – IAM パスワードの有効期間の追跡を開始した 2014 年 10 月 20 日以降

にパスワードを使用していないユーザー。

未使用のパスワードを見つけるには (AWS CLI)

未使用のパスワードを見つけるには、次のコマンドを実行します。

• aws iam list-users は、ユーザーのリストを返します。各ユーザーには、PasswordLastUsed 値
が設定されています。値がない場合は、ユーザーがパスワードを持っていないか、IAM がパスワードの
有効期限の追跡を開始した 2014 年 10 月 20 日以降にパスワードが使用されていないことを示します。

未使用のパスワードを見つけるには (AWS API)

未使用のパスワードを見つけるには、次のオペレーションを呼び出します。

• ListUsers は、ユーザーのコレクションを返します。各ユーザーには、<PasswordLastUsed> 値が
設定されています。値がない場合は、ユーザーがパスワードを持っていないか、IAM がパスワードの古
さの追跡を開始した 2014 年 10 月 20 日以降にパスワードが使用されていないことを示します。

認証情報レポートをダウンロードするためのコマンドについては、「認証情報レポートの取得 (AWS 
CLI) (p. 168)」を参照してください。

使用していないアクセスキーの検索
AWS Management Console を使用して、ユーザーのアクセスキーの使用状況に関する情報を表示できま
す。多数のユーザーがいる場合は、コンソールを使用して認証情報レポートをダウンロードし、ユーザー
ごとのアクセスキーの最終使用日時を検索できます。また、AWS CLI または IAM API から情報にアクセス
することも可能です。

使用していないアクセスキーを検索するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
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3. 必要に応じて、[Access key last used (アクセスキー前回使用)] 列をユーザーテーブルに追加します。

a.
右端のテーブルの上で、設定アイコン ( ) を選択します。

b. [表示する列の選択] で、[最後に使用したアクセスキー] を選択します。
c. [確認] を選択して、ユーザーのリストに戻ります。

4. [Access key last used (アクセスキー前回使用)] 列には、ユーザーがプログラムで最後に AWS にアク
セスしてから経過した日数が表示されます。この情報を使用して、指定の期間以上使用されていない
アクセスキーを持つユーザーを検索できます。この列のアクセスキーのないユーザーに、[–] と表示さ
れます。最近使用されていないアクセスキーは削除の対象となります。

認証情報レポートをダウンロードして、使用していないアクセスキーを検索するには (コンソー
ル)

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

2. ナビゲーションペインで、[認証情報レポート] を選択します。
3. [レポートをダウンロード] を選択して、status_reports_<date>T<time>.csv という名前のカン

マ区切り値 (CSV) のファイルをダウンロードします。列 11 ～ 13 にはアクセスキー 1 を最後に使用
した日付、アクセスキーのリージョン、およびサービス情報が含まれます。列 16 ～ 18 にはアクセス
キー 2 の同様の情報が含まれます。ユーザーがアクセスキーを持っていないか、IAM がアクセスキー
の有効期限の追跡を開始した 2015 年 4 月 22 日以降にアクセスキーが使用されていない場合、値 [該
当なし] が表示されます。

未使用のアクセスキーを見つけるには (AWS CLI)

以下のコマンドを使用して、未使用のアクセスキーを見つけることができます。

• aws iam list-access-keys は AccessKeyID を含む、ユーザーのアクセスキーに関する情報を返
します。

• aws iam get-access-key-last-used はアクセスキー ID を使用して、LastUsedDate、アクセ
スキーを最後に使用した Region、最後に要求されたサービスの ServiceName を含む出力を返しま
す。LastUsedDate が見つからない場合、IAM がアクセスキーの有効期限の追跡を開始した 2015 年 4 
月 22 日以降にアクセスキーは使用されていません。

未使用のアクセスキーを見つけるには (AWS API)

未使用のアクセスキーを見つけるには、以下のオペレーションを呼び出します。

• ListAccessKeys は指定したユーザーに関連付けられたアクセスキーの AccessKeyID 値のリストを
返します。

• GetAccessKeyLastUsed はアクセスキー ID を使用して、値のコレクションを返します。これ
には、LastUsedDate、アクセスキーを最後に使用した Region、最後に要求されたサービスの
ServiceName が含まれています。値が見つからない場合、ユーザーがアクセスキーを持っていない
か、IAM がアクセスキーの古さの追跡を開始した 2015 年 4 月 22 日以降にアクセスキーが使用されてい
ないことを示します。

認証情報レポートをダウンロードするためのコマンドについては、「認証情報レポートの取得 (AWS 
CLI) (p. 168)」を参照してください。

AWS アカウント の認証情報レポートの取得
アカウントのすべてのユーザーと、ユーザーの各種認証情報 (パスワード、アクセスキー、MFA デバイ
スなど) のステータスが示された認証情報レポートを生成し、ダウンロードできます。認証情報レポート
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は、AWS Management Console、AWS SDK、コマンドラインツール、または IAM API から取得できま
す。

認証情報レポートを使用して、監査やコンプライアンスの作業を支援することができます。このレポート
を使用して、パスワードやアクセスキーのローテーションなど、認証情報ライフサイクルの要件の結果を
監査できます。外部の監査人にこのレポートを提供することも、監査人が直接このレポートをダウンロー
ドできるようにアクセス権限を付与することもできます。

認証情報レポートは、4 時間ごとに 1 回生成できます。レポートをリクエストすると、IAM はまず AWS 
アカウント について過去 4 時間以内にレポートが生成されたかどうかを確認します。レポートが生成され
ている場合は、最新のレポートがダウンロードされます。アカウントの最新のレポートが 4 時間以上前の
ものであるか、アカウントに以前のレポートがない場合、IAM は新しいレポートを生成してダウンロード
します。

トピック
• 必要なアクセス許可 (p. 164)
• レポートフォーマットの理解 (p. 164)
• 認証情報レポートの取得 (コンソール) (p. 167)
• 認証情報レポートの取得 (AWS CLI) (p. 168)
• 認証情報レポートの取得 (AWS API) (p. 168)

必要なアクセス許可
レポートを作成してダウンロードするには、以下のアクセス許可が必要です。

• 認証情報レポートを作成生成するには: iam:GenerateCredentialReport
• レポートをダウンロードするには: iam:GetCredentialReport

レポートフォーマットの理解
認証情報レポートは、カンマ区切り値（CSV）ファイルとしてフォーマットされます。CSV ファイルを一
般的なスプレッドシートソフトウェアで開いて分析を実行できます。また、CSV ファイルをプログラム的
に利用するアプリケーションを作成して、カスタム分析を実行することもできます。

CSV ファイルには、次の列が含まれます。

user

ユーザーのわかりやすい名前。
arn

ユーザーの Amazon リソースネーム（ARN）。ARN の詳細については、IAM ARN (p. 1124)を参照し
てください。

user_creation_time

ユーザーが作成された日時 (ISO 8601 日付/時刻形式)。
password_enabled

ユーザーがパスワードを持っている場合、この値は TRUE です。それ以外の場合は FALSE で
す。AWS アカウントのルートユーザー の値は常に not_supported です。

password_last_used

AWS アカウントのルートユーザー またはユーザーのパスワードを使用して最後に AWS ウェブサイ
トにサインインした日時「(ISO 8601 日付/時刻形式)」。AWS ユーザーの最終サインイン時刻をキャ
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プチャするウェブサイトには、AWS Management Console、AWS ディスカッションフォーラム、お
よび AWS Marketplace があります。5 分以内にパスワードが複数回使用された場合、最初の使用のみ
がこのフィールドに記録されます。
• 次のような場合、このフィールドの値は no_information になります。

• ユーザーのパスワードが使用されたことがない場合。
• IAM が 2014 年 10 月 20 日にこの情報の追跡を開始してから、ユーザーのパスワードが使用され

ていないなど、パスワードに関連付けられたサインインデータがない場合。
• ユーザーがパスワードを所有していない場合、このフィールドの値は N/A (該当なし) です。

Important

サービス上の問題により、前回使用したパスワードに関するデータには、2018 年 5 月 3 日 22 時 
50 分 (太平洋夏時間) から 2018 年 5 月 23 日 14 時 08 分 (太平洋夏時間) までのパスワードの使
用は含まれません。これは、IAM コンソールに表示される前回サインインした日付および IAM 認
証情報レポートでパスワードを前回使用した日付として GetUser API オペレーションから返され
る日付に影響を与えます。該当する期間中にユーザーがサインインした場合、パスワードを前回
使用した日付として返される日付は、2018 年 5 月 3 日より前にユーザーが最後にサインインし
た日付になります。2018 年 5 月 23 日 14 時 08 分 (太平洋夏時間) より後にサインインしたユー
ザーの場合、パスワードを前回使用した日付として返される日付は正確です。
前回使用したパスワードに関する情報を使用して未使用の認証情報を特定して削除する (例: 過去 
90 日間に AWS にサインインしなかったユーザーを削除する) 場合は、2018 年 5 月 23 日より後
の日付を含めるように評価ウィンドウを調整してください。または、ユーザーがアクセスキーを
使用して AWS にプログラムでアクセスする場合は、前回使用したアクセスキーの情報を参照で
きます。これはすべての日付について正確であるためです。

password_last_changed

ユーザーのパスワードが最後に設定された日時 (ISO 8601 日付/時刻形式)。ユーザーがパスワードを
所有していない場合、このフィールドの値は N/A (該当なし) です。AWS アカウント (ルート) の値は
常に not_supported です。

password_next_rotation

アカウントにパスワードの更新を必要とするパスワードポリシーがある場合、このフィールドに
は、新しいパスワードを設定するようユーザーに求める日時 (ISO 8601 日付/時刻形式) が保存されま
す。AWS アカウント (ルート) の値は常に not_supported です。

mfa_active

ユーザーに対して多要素認証 (p. 115) (MFA) デバイスが有効になっていた場合、この値は TRUE で
す。それ以外の場合は、FALSE です。

access_key_1_active

ユーザーがアクセスキーを所有し、そのアクセスキーのステータスが Active である場合、この値は
TRUE です。それ以外の場合は、FALSE です。

access_key_1_last_rotated

ユーザーのアクセスキーが作成または最後に変更された日時 (ISO 8601 日付/時刻形式)。ユーザーが
アクティブなアクセスキーを所有していない場合、このフィールドの値は N/A (該当なし) です。

access_key_1_last_used_date

AWS API リクエストの署名にユーザーのアクセスキーが直近に使用されたときの ISO 8601 日付/時刻
形式の日付と時刻。15 分以内にアクセスキーが複数回使用された場合、最初の使用のみがこのフィー
ルドに記録されます。

次のような場合、このフィールドの値は N/A (該当なし) になります。
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• ユーザーにアクセスキーがない場合。
• アクセスキーが一度も使用されていない場合。
• IAM が 2015 年 4 月 22 日にこの情報の追跡を開始してから、アクセスキーが使用されていない場

合。
access_key_1_last_used_region

アクセスキーが直近に使用された AWS リージョン。15 分以内にアクセスキーが複数回使用された場
合、最初の使用のみがこのフィールドに記録されます。

次のような場合、このフィールドの値は N/A (該当なし) になります。
• ユーザーにアクセスキーがない場合。
• アクセスキーが一度も使用されていない場合。
• アクセスキーが最後に使用されたのが、IAM が 2015 年 4 月 22 日にこの情報の追跡を開始するより

前の場合。
• 最後に使用したサービスは、Amazon S3 など、リージョン固有ではありません。

access_key_1_last_used_service

アクセスキーを使用して最近アクセスされた AWS サービス。このフィールドの値として、サービス
のs3名前空間 (Amazon S3 の 、Amazon EC2 の ec2 など) が使用されます。15 分以内にアクセス
キーが複数回使用された場合、最初の使用のみがこのフィールドに記録されます。

次のような場合、このフィールドの値は N/A (該当なし) になります。
• ユーザーにアクセスキーがない場合。
• アクセスキーが一度も使用されていない場合。
• アクセスキーが最後に使用されたのが、IAM が 2015 年 4 月 22 日にこの情報の追跡を開始するより

前の場合。
access_key_2_active

ユーザーが 2 つ目のアクセスキーを所有し、その 2 つ目のキーのステータスが Active である場合、
この値は TRUE です。それ以外の場合は、FALSE です。

Note

ローテーションを容易にするために、ユーザーは最大で 2 個のアクセスキーを持つこ
とができます。アクセスキーのローテーションの詳細については、「アクセスキーの更
新 (p. 110)」を参照してください。

access_key_2_last_rotated

ユーザーの 2 つ目のアクセスキーが作成または最後に変更された日時 (ISO 8601 日付/時刻形式)。
ユーザーが 2 つ目のアクティブなアクセスキーを所有していない場合、このフィールドの値は N/A
(該当なし) です。

access_key_2_last_used_date

AWS API リクエストの署名にユーザーの 2 つ目のアクセスキーが直近に使用されたときの ISO 8601 
日付/時刻形式の日付と時刻。15 分以内にアクセスキーが複数回使用された場合、最初の使用のみが
このフィールドに記録されます。

次のような場合、このフィールドの値は N/A (該当なし) になります。
• ユーザーに 2 つ目のアクセスキーがない場合。
• ユーザーの 2 つ目のアクセスキーが一度も使用されていない場合。
• ユーザーの 2 つ目のアクセスキーが最後に使用されたのが、IAM が 2015 年 4 月 22 日にこの情報

の追跡を開始するより前の場合。
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access_key_2_last_used_region

ユーザーの 2 つ目のアクセスキーが直近に使用された AWS リージョン。15 分以内にアクセスキー
が複数回使用された場合、最初の使用のみがこのフィールドに記録されます。次のような場合、この
フィールドの値は N/A (該当なし) になります。
• ユーザーに 2 つ目のアクセスキーがない場合。
• ユーザーの 2 つ目のアクセスキーが一度も使用されていない場合。
• ユーザーの 2 つ目のアクセスキーが最後に使用されたのが、IAM が 2015 年 4 月 22 日にこの情報

の追跡を開始するより前の場合。
• 最後に使用したサービスは、Amazon S3 など、リージョン固有ではありません。

access_key_2_last_used_service

ユーザーの 2 つ目のアクセスキーを使用して最近アクセスされた AWS サービス。このフィールドの
値として、サービスのs3名前空間 (Amazon S3 の 、Amazon EC2 の ec2 など) が使用されます。15 
分以内にアクセスキーが複数回使用された場合、最初の使用のみがこのフィールドに記録されます。
次のような場合、このフィールドの値は N/A (該当なし) になります。
• ユーザーに 2 つ目のアクセスキーがない場合。
• ユーザーの 2 つ目のアクセスキーが一度も使用されていない場合。
• ユーザーの 2 つ目のアクセスキーが最後に使用されたのが、IAM が 2015 年 4 月 22 日にこの情報

の追跡を開始するより前の場合。
cert_1_active

ユーザーが X.509 署名証明書を所有し、その証明書のステータスが Active である場合、この値は
TRUE です。それ以外の場合は、FALSE です。

cert_1_last_rotated

ユーザーの署名証明書が作成または最後に変更された日時 (ISO 8601 日付/時刻形式)。ユーザーがア
クティブな署名証明書を所有していない場合、このフィールドの値は N/A (該当なし) です。

cert_2_active

ユーザーが 2 つ目の X.509 署名証明書を所有し、その証明書のステータスが Active である場合、こ
の値は TRUE です。それ以外の場合は、FALSE です。

Note

証明書のローテーションを容易にするために、ユーザーは最大で 2 個の X.509 署名証明書を
持つことができます。

cert_2_last_rotated

ユーザーの 2 つ目の署名証明書が作成または最後に変更された日時 (ISO 8601 日付/時刻形式)。ユー
ザーが 2 つ目のアクティブな署名証明書を所有していない場合、このフィールドの値は N/A (該当な
し) です。

認証情報レポートの取得 (コンソール)
AWS Management Consoleを使用して、認証情報レポートをカンマ区切り値 (CSV) ファイルとしてダウン
ロードできます。

認証情報レポートをダウンロードするには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[認証情報レポート] を選択します。
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3. [レポートをダウンロード] を選択します。

認証情報レポートの取得 (AWS CLI)
認証情報レポートをダウンロードするには (AWS CLI)

1. 認証情報レポートを生成します。AWS には、単一のレポートが格納されます。レポートが存在する
場合、認証情報レポートを生成すると、以前のレポートが上書きされます。aws iam generate-
credential-report

2. 最後に生成されたレポートを表示します: aws iam get-credential-report

認証情報レポートの取得 (AWS API)
認証情報レポートをダウンロードするには (AWS API)

1. 認証情報レポートを生成します。AWS には、単一のレポートが格納されます。レポー
トが存在する場合、認証情報レポートを生成すると、以前のレポートが上書きされま
す。GenerateCredentialReport

2. 最後に生成されたレポートを表示します: GetCredentialReport

CodeCommit での IAM の使用: Git 認証情報、SSH 
キー、および AWS アクセスキー
CodeCommit はマネージド型バージョン管理サービスであり、AWS クラウド内のプライベート Git リポジ
トリをホストします。CodeCommit を使用するには、Git クライアントを CodeCommit リポジトリと通信
できるように設定します。この設定の一環として、CodeCommit がユーザーの認証に使用できる IAM 認証
情報を指定します。IAM は、次の 3 種類の認証情報で CodeCommit をサポートしています。

• Git 認証情報。HTTPS 経由の CodeCommit リポジトリとの通信に使用できる、IAM によって生成された
ユーザー名とパスワードのペアです。

• SSH キー。IAM ユーザーに関連付けて SSH 経由で CodeCommit リポジトリと通信できる、ローカルで
生成されたパブリックキーとプライベートキーのペアです。

• AWS アクセスキー (p. 105)。AWS CLI に含まれる認証情報ヘルパーで使用して、HTTPS 経由で 
CodeCommit リポジトリと通信できます。

Note

別の AWS アカウントのリポジトリにアクセスするには、SSH キーまたは Git 認証情報を使用で
きません。別の IAM ユーザーおよびグループに対して、CodeCommit リポジトリへのアクセスを
設定する方法を学ぶには AWS アカウント の詳細については、「AWS CodeCommit ユーザーガ
イド」の「ロールを使用した AWS CodeCommit リポジトリへのクロスアカウントアクセスを設
定する」を参照してください。

以下のセクションに各オプションの詳細を示します。

CodeCommitで Git 認証情報および HTTPS を使用する (推奨)
Git 認証情報では、IAM ユーザーの静的ユーザー名とパスワードのペアを生成し、その認証情報を HTTPS 
接続に使用します。また、静的 Git 認証情報をサポートするサードパーティー製ツールや統合開発環境 
(IDE) でもこの認証情報を使用できます。
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これらの認証情報はサポートされているすべてのオペレーティングシステムで共通であり、ほとんどの認
証情報管理システム、開発環境、その他のソフトウェア開発ツールと互換性があるため、推奨される方法
です。Git 認証情報のパスワードはいつでもリセットできます。また、認証情報が不要になった場合は、非
アクティブ化または削除できます。

Note

Git 認証情報用のユーザー名やパスワードは選択できません。IAMは、これらのクレデンシャルを
生成して、AWS のセキュリティ標準と CodeCommit の安全なリポジトリを確実に満たすように
します。認証情報は、生成時に 1 回のみダウンロードできます。必ず、認証情報を安全な場所に
保存してください。必要に応じて、パスワードをいつでもリセットできますが、そうすると古い
パスワードを使用した接続が無効になります。接続するには、新しいパスワードを使用するよう
に接続を再構成する必要があります。

詳細については、以下のトピックを参照してください。

• IAM ユーザーを作成するには、「AWS アカウント での IAM ユーザーの作成 (p. 75)」を参照してく
ださい。

• CodeCommit で Git 認証情報を生成して使用するには、AWS CodeCommit ユーザーガイドの「Git 認証
情報を使用する HTTPS ユーザーの場合」を参照してください。

Note

Git 認証情報を生成した後で IAM ユーザーの名前を変更しても、Git 認証情報のユーザー名は変更
されません。ユーザー名とパスワードは変わらず、有効のままです。

サービス固有の認証情報をローテーションするには

1. 現在使用されているセットに加えて、2 つ目のサービス固有の認証情報セットを作成します。
2. 新しい認証情報のセットを使用するようにすべてのアプリケーションを更新して、アプリケーション

が動作することを確認します。
3. 元の認証情報の状態を「非アクティブ」に変更します。
4. すべてのアプリケーションが動作していることを確認します。
5. 非アクティブ化したサービス固有の認証情報を削除します。

CodeCommit で SSH キーと SSH を使用する
SSH 接続では、SSH 認証用に Git および CodeCommit が使用するパブリックキーとプライベートキーの
ファイルをローカルマシンで作成します。パブリックキーは IAM ユーザーに関連付け、プライベートキー
はローカルマシンに保存します。詳細については、以下のトピックを参照してください。

• IAM ユーザーを作成するには、「AWS アカウント での IAM ユーザーの作成 (p. 75)」を参照してく
ださい。

• SSH 公開キーを作成して IAM ユーザーに関連付けるには、AWS CodeCommit ユーザーガイドの
「Linux、macOS、または Unix での SSH 接続について」または「Windows での SSH 接続について」
を参照してください。

Note

パブリックキーは ssh-rsa 形式または PEM 形式でエンコードされます。パブリックキーの最小の
ビットの長さは 2048 ビットですが、パブリックキーの最大長は 16384 ビットです。これはアッ
プロードするファイルのサイズとは異なります。たとえば 2048 ビットキーを生成した場合、作
成された PEM ファイルの長さは 1679 バイトになります。パブリックキーを別の形式またはサイ
ズで提供すると、キーの形式が無効であることを知らせるエラーメッセージが表示されます。
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AWS CLI 認証情報ヘルパーおよび CodeCommit で HTTPS を使
用する
Git が CodeCommit リポジトリとの通信で AWS に対する認証を必要とする場合は、Git 認証情報を使用
した HTTPS 接続の代わりに、暗号化された署名済みバージョンの IAM ユーザー認証情報または Amazon 
EC2 インスタンスロールを Git で使用できます。これは、IAM ユーザーを必要としない CodeCommit リポ
ジトリと接続する唯一の方法です。また、フェデレーションアクセスおよび一時的な認証情報を使用でき
る唯一の方法でもあります。詳細については、以下のトピックを参照してください。

• フェデレーションアクセスの詳細については、ID プロバイダーとフェデレーション (p. 199)および外
部で認証されたユーザー（ID フェデレーション）へのアクセスの許可 (p. 197)を参照してください。

• 一時的な認証情報の詳細については、「IAM の一時的な認証情報 (p. 355)」および「CodeCommit リ
ポジトリへの一時アクセス」を参照してください。

AWS CLI 認証情報ヘルパーには、Keychain Access や Windows Credential Management などの他の認証
情報ヘルパーシステムとの互換性はありません。認証情報ヘルパーを使用して HTTPS 接続を設定する際
は、追加の設定考慮事項があります。詳細については、AWS CLI ユーザーガイドの「AWS CLI 資格情報
ヘルパーを使用したLinux、macOS、または Unix での HTTPS 接続」または「AWS CodeCommit 資格情
報ヘルパーを使用した Windows での HTTPS 接続について」を参照してください。

Amazon Keyspaces での IAM の使用（Apache 
Cassandra 用）
Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) は、スケーラブルで可用性の高い、Apache Cassandra 互
換のマネージドデータベースサービスです。AWS Management Console を通じてかプログラムによ
り、Amazon Keyspaces にアクセスできます。サービス固有の認証情報を使用して Amazon Keyspaces 
にプログラムでアクセスするには、cqlsh またはオープンソースの Cassandra ドライバーを使用できま
す。サービス固有の認証情報は、Cassandra が認証とアクセス管理に使用するようなユーザー名とパス
ワードを含みます。AWS アクセスキーを使用して Amazon Keyspaces にプログラムでアクセスするに
は、AWS SDK や AWS Command Line Interface (AWS CLI) またはオープンソースの Cassandra ドライ
バーと SigV4 プラグインを使用できます。詳細については、「Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向
け) 開発者ガイド」の「Amazon Keyspaces へのプログラムによる接続」を参照してください。

Note

コンソール経由で Amazon Keyspaces とやり取りする予定がある場合、サービス固有の認証情報
を生成する必要はありません。詳細については、「Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) 
開発者ガイド」の「コンソールを使用した Amazon Keyspaces へのアクセス」を参照してくださ
い。

Amazon Keyspaces にアクセスするために必要な権限の詳細については、 『Amazon Keyspaces (Apache 
Cassandra 用）開発者ガイド』の「Amazon キースペース (Apache Cassandraの場合) ID ベースのポリ
シーの例」を参照してください。

Amazon Keyspaces 認証情報の生成 (コンソール)
AWS Management Console を使用して、IAM ユーザー用の Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) 
認証情報を生成できます。

Amazon Keyspaces サービス固有の認証情報を生成するには (コンソール)

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[ユーザー] を選択し、認証情報を必要とするユーザーの名前を選択しま
す。

3. [セキュリティ認証情報] タブにある [Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) の認証情報] で、[認
証情報を生成する] を選択します。

4. これで、サービス固有の認証情報が利用可能になりました。パスワードを表示またはダウンロードで
きるのはこのときだけです。後で回復することはできません。ただし、パスワードはいつでもリセッ
トできます。ユーザーおよびパスワードは後で必要になるため、安全な場所に保存します。

Amazon Keyspaces 認証情報の生成（AWS CLI)
AWS CLI を使用して、IAM ユーザー用の Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) 認証情報を生成でき
ます。

Amazon Keyspaces サービス固有の認証情報を生成するには (AWS CLI)

• 以下のコマンドを使用します。

• aws iam create-service-specific-credential

Amazon Keyspaces 認証情報の生成（AWS API)
AWS API を使用して、IAM ユーザー用の Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 用) 認証情報を生成でき
ます。

Amazon Keyspaces サービス固有の認証情報を生成するには (AWS API)

• 以下のオペレーションを実行します。

• CreateServiceSpecificCredential

IAM でのサーバー証明書の管理
ウェブサイトまたは AWS のアプリケーションへの HTTPS 接続を有効にするには、SSL/TLS サーバー
証明書が必要です。AWS Certificate Manager (IAM) によってサポートされているリージョンの証明書で
は、ACM を使用して、サーバー証明書をプロビジョン、管理、およびデプロイすることをお勧めします。
サポートされていないリージョンでは、IAM を Certificate Manager として使用する必要があります。ACM 
がサポートするリージョンについては、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS Certificate Manager エン
ドポイントとクォータ」を参照してください。

ACM は、サーバー証明書をプロビジョン、管理、デプロイするための推奨ツールです。ACM を使用す
ると、証明書をリクエストしたり、既存の ACM または外部証明書を AWS リソースにデプロイしたり
できます。ACM で提供された証明書は無料で自動的に更新されます。サポートされているリージョンで
は、ACM を使用して、コンソールまたはプログラムでサーバー証明書を管理できます。ACM の使用の詳
細については、AWS Certificate Manager ユーザーガイドを参照してください。ACM 証明書のリクエスト
の詳細については、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの「パブリック証明書のリクエスト」または
「プライベート証明書のリクエスト」を参照してください。ACM へのサードパーティー証明書のインポー
トの詳細については、AWS Certificate Manager ユーザーガイドの「証明書のインポート」を参照してくだ
さい。

ACM でサポートされていないリージョンで HTTPS 接続をサポートする必要があるときにの
み、Certificate Manager として IAM を使用してください。IAM はプライベートキーを安全に暗号化し、暗
号化されたバージョンを IAM SSL 証明書ストレージに保存します。IAM はすべてのリージョンでのサー
バー証明書のデプロイをサポートしますが、AWS で使用するには、外部プロバイダーから証明書を取得す
る必要があります。ACM 証明書を IAM にアップロードすることはできません。また、IAM コンソールか
ら証明書を管理することはできません。
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IAM へのサードパーティー証明書のアップロードの詳細については、以下のトピックを参照してくださ
い。

内容
• サーバー証明書のアップロード (AWS API) (p. 172)
• サーバー証明書の取得 (AWS API) (p. 173)
• サーバー証明書の一覧表示 (AWS API) (p. 173)
• サーバー証明書のタグ付けとタグの解除 (AWS API) (p. 173)
• サーバー証明書の名前変更またはパスの更新 (AWS API) (p. 174)
• サーバー証明書の削除 (AWS API) (p. 174)
• トラブルシューティング (p. 174)

サーバー証明書のアップロード (AWS API)
IAM にサーバー証明書をアップロードするには、証明書と対応するプライベートキーを提供する必要があ
ります。証明書が自己署名されていない場合、証明書チェーンも提供する必要があります (自己署名証明
書をアップロードするときに証明書チェーンは必要ありません)。証明書をアップロードする前に、これら
の項目がすべてあり、以下の条件を満たしていることを確認します。

• 証明書はアップロード時に有効である必要があります。有効期間の開始 (証明書の NotBefore 日付) 
前、または有効期間の終了 (証明書の NotAfter 日) 後に証明書をアップロードすることはできません。

• プライベートキーは非暗号化される必要があります。パスワードやパスフレーズで保護されたプライ
ベートキーをアップロードすることはできません。暗号化されたプライベートキーの復号のヘルプにつ
いては、「トラブルシューティング (p. 174)」を参照してください。

• 証明書、プライベートキー、および証明書チェーンはすべて PEM エンコードされる必要があります。
これらの項目の PEM 形式への変換のヘルプについては、「トラブルシューティング (p. 174)」を参照
してください。

IAM API を使用して証明書をアップロードするには、UploadServerCertificate リクエストを送信します。
次の例では、AWS Command Line Interface (AWS CLI)  を使用してこのオペレーションを行う方法を示し
ます。例では、次のように想定しています。

• PEM エンコードされた証明書は、Certificate.pem というファイルに保存されます。
• PEM エンコードされた証明書チェーンは、CertificateChain.pem というファイルに保存されま

す。
• PEM エンコードされ、非暗号化されたプライベートキーは、PrivateKey.pem というファイルに保存

されます。
• (オプション) キーバリューペアを使ってサーバー証明書にタグを付けるとします。例えば、証明書の特

定と整理を行うために、タグキー Department と タグ値 Engineering を追加することが可能です。

次のコマンドの例を使用するには、これらのファイル名を独自のファイル名に置き換えま
す。ExampleCertificate をアップロードした証明書の名前に置き換えます。証明書にタグを付ける
場合は、ExampleKey と ExampleValue タグのキーバリューのペアを独自の値に置き換えます。1 つの
連続した行にコマンドを入力します。次の例では、読みやすくするために改行とスペースを追加していま
す。

aws iam upload-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
                                    --certificate-body file://Certificate.pem
                                    --certificate-chain file://CertificateChain.pem
                                    --private-key file://PrivateKey.pem
                                    --tags '{"Key": "ExampleKey", "Value": "ExampleValue"}'
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前のコマンドが成功すると、Amazon リソースネーム (ARN) (p. 1124)、わかりやすい名前、識別子 (ID)、
有効期限日、タグなど、アップロードされた証明書に関するメタデータを返します。

Note

Amazon CloudFront で使用することを目的としてサーバー証明書をアップロードする場合、--
path オプションを使用してパスを指定する必要があります。パスの先頭に /cloudfront を含
め、末尾にスラッシュを含める必要があります（例: /cloudfront/test/）。

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して証明書をアップロードするには、Publish-
IAMServerCertificate を使用します。

サーバー証明書の取得 (AWS API)
IAM API を使用して証明書を取得するには、GetServerCertificate リクエストを送信します。次の例で
は、AWS CLI を使用してこのオペレーションを行う方法を示します。ExampleCertificate を、取得す
る証明書の名前と置き換えます。

aws iam get-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate

前のコマンドが成功した場合、証明書、証明書チェーン (アップロードされた場合)、および証明書に関す
るメタデータを返します。

Note

アップロード後に IAM からプライベートキーをダウンロードまたは取得することはできません。

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して証明書を取得するには、Get-IAMServerCertificate を使用
します。

サーバー証明書の一覧表示 (AWS API)
IAM API を使用して、アップロードされたサーバー証明書を一覧表示するには、ListServerCertificates リ
クエストを送信します。次の例では、AWS CLI を使用してこのオペレーションを行う方法を示します。

aws iam list-server-certificates

前のコマンドが成功した場合、各証明書に関するメタデータが含まれた一覧を返します。

AWS Tools for Windows PowerShell を使用して、アップロードしたサーバー証明書を一覧表示するに
は、Get-IAMServerCertificates を使用します。

サーバー証明書のタグ付けとタグの解除 (AWS API)
IAM リソースにタグをアタッチすると、そのリソースへのアクセスを整理および制御できます。IAM API 
を使用して既存のサーバー証明書にタグ付けするには、TagServerCertificate リクエストを送信します。次
の例では、AWS CLI を使用してこのオペレーションを行う方法を示します。

aws iam tag-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
                                 --tags '{"Key": "ExampleKey", "Value": "ExampleValue"}'

上記のコマンドが正常に実行されると、出力は返されません。

IAM API を使用してサーバー証明書のタグを解除するには、UntagServerCertificate リクエストを送信しま
す。次の例では、AWS CLI を使用してこのオペレーションを行う方法を示します。

aws iam untag-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
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                                 --tag-keys ExampleKeyName

上記のコマンドが正常に実行されると、出力は返されません。

サーバー証明書の名前変更またはパスの更新 (AWS API)
IAM API を使用してサーバー証明書の名前を変更するか、パスを更新するには、UpdateServerCertificate
リクエストを送信します。次の例では、AWS CLI を使用してこのオペレーションを行う方法を示します。

以下のサンプルコマンドを使用するには、古い証明書の名前、新しい証明書の名前、および証明書のパ
スを置き換え、1 つの連続した行にコマンドを入力します。次の例では、読みやすくするために改行とス
ペースを追加しています。

aws iam update-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate
                                    --new-server-certificate-name CloudFrontCertificate
                                    --new-path /cloudfront/

前のコマンドが成功した場合、出力を返しません。

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してサーバー証明書の名前を変更するか、パスを更新するに
は、Update-IAMServerCertificate を使用します。

サーバー証明書の削除 (AWS API)
IAM API を使用してサーバー証明書を削除するには、DeleteServerCertificate リクエストを送信します。次
の例では、AWS CLI を使用してこのオペレーションを行う方法を示します。

以下のサンプルコマンドを使用するには、ExampleCertificate を、削除する証明書の名前に置き換え
ます。

aws iam delete-server-certificate --server-certificate-name ExampleCertificate

前のコマンドが成功した場合、出力を返しません。

AWS Tools for Windows PowerShell を使用してサーバー証明書を削除するには、Remove-
IAMServerCertificate を使用します。

トラブルシューティング
証明書を IAM にアップロードする前に、証明書、プライベートキー、および証明書チェーンがすべて 
PEM エンコードされていることを確認する必要があります。また、プライベートキーは非暗号化されてい
ることも確認する必要があります。次の 例を参照してください。

Example PEM エンコードされた証明書の例

-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----

Example PEM エンコードされ、暗号化されていないプライベートキーの例

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
Base64-encoded private key
-----END RSA PRIVATE KEY-----
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Example PEM エンコードされた証明書チェーンの例

証明書チェーンには 1 つまたは複数の証明書が含まれます。テキストエディタ、Windows のコピーコマン
ド、または Linux の cat コマンドを使用して、ファイルをチェーンに連結します。複数の証明書を含める
ときは、各証明書が、前述の証明書を認証する必要があります。そのため、証明書を連結して最後にルー
ト CA 証明書を含めます。

次の例には 3 つの証明書が含まれていますが、証明書チェーンに含まれている証明書はそれ以上またはそ
れ以下である可能性があります。

-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64-encoded certificate
-----END CERTIFICATE-----

これらの項目が IAM へのアップロードに適切な形式でない場合は、OpenSSL を使用して適切な形式に変
換できます。

DER から PEM に証明書または証明書チェーンを変換するには

以下の例のように、OpenSSL x509 コマンドを使用します。次のサンプルコマンド
で、Certificate.der を、DER エンコードされた証明書を含むファイルの名前に置き換えま
す。Certificate.pem を、希望する出力ファイル名に置き換え、PEM エンコードされた証明書を
含めます。

openssl x509 -inform DER -in Certificate.der -outform PEM -out Certificate.pem

 
DER から PEM にプライベートキーを変換するには

以下の例のように、OpenSSL rsa コマンドを使用します。次のサンプルコマンド
で、PrivateKey.der を、DER エンコードされたプライベートキーを含むファイルの名前に置き換
えます。PrivateKey.pem を、希望する出力ファイル名に置き換え、PEM エンコードされたプライ
ベートキーを含めます。

openssl rsa -inform DER -in PrivateKey.der -outform PEM -out PrivateKey.pem

 
暗号化されたプライベートキーを復号するには (パスワードやパスフレーズを削除)

以下の例のように、OpenSSL rsa コマンドを使用します。次のサンプルコマンドを使用するに
は、EncryptedPrivateKey.pem を、暗号化されたプライベートキーを含むファイルの名前に置き
換えます。PrivateKey.pem を、希望する出力ファイル名に置き換え、PEM エンコードおよび非暗
号化されたプライベートキーを含めます。

openssl rsa -in EncryptedPrivateKey.pem -out PrivateKey.pem

 
証明書バンドルを PKCS#12 (PFX) から PEM に変換するには

以下の例のように、OpenSSL pkcs12 コマンドを使用します。次のサンプルコマンド
で、CertificateBundle.p12 を、PKCS#12 エンコードされた証明書バンドルを含むファイルの名
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前に置き換えます。CertificateBundle.pem を、希望する出力ファイル名に置き換え、PEM エン
コードされた証明書バンドルを含めます。

openssl pkcs12 -in CertificateBundle.p12 -out CertificateBundle.pem -nodes

 
証明書バンドルを PKCS#7 から PEM に変換するには

以下の例のように、OpenSSL pkcs7 コマンドを使用します。次のサンプルコマンド
で、CertificateBundle.p7b を、PKCS#7 エンコードされた証明書バンドルを含むファイルの名
前に置き換えます。CertificateBundle.pem を、希望する出力ファイル名に置き換え、PEM エン
コードされた証明書バンドルを含めます。

openssl pkcs7 -in CertificateBundle.p7b -print_certs -out CertificateBundle.pem

IAM ユーザーグループ
IAM  ユーザーグループ (p. 176)とは、IAM ユーザーの集合です。ユーザーグループを使用すると、複
数のユーザーに対してアクセス許可を指定でき、それらのユーザーのアクセス許可を容易に管理するこ
とができます。たとえば、Admins というユーザーグループを作成し、管理者が一般的に必要とするよ
うなアクセス許可をそのユーザーグループに付与できます。そのグループのすべてのユーザーグループ
は、Admins グループのアクセス許可を自動的に付与されます。管理者権限を必要とする新しいユーザー
が組織に参加した場合、そのユーザーを Admins ユーザーグループに追加することで、適切な権限を割り
当てることができます。組織内で職務を変更したユーザーがいる場合は、そのユーザーのアクセス許可を
編集する代わりに、ユーザーを古いユーザーグループから削除して適切な新しいユーザーグループに追加
することができます。

グループ内のすべてのユーザーがそのポリシーのアクセス許可を受け取れるように、ID ベースのポリシー
をグループにアタッチすることができます。ポリシー (リソースベースのポリシーなど) では、ユーザーグ
ループを Principal として識別することはできません。これは、グループが認証ではなくアクセス許可
に関連しており、プリンシパルが認証済みの IAM エンティティであるためです ポリシーの詳細について
は、「アイデンティティベースおよびリソースベースのポリシー (p. 444)」を参照してください。

次にユーザーグループの重要な特徴を示します。

• ユーザーグループは多くのユーザーを持つことができ、ユーザーは複数のグループに属することができ
ます。

• ユーザーグループを入れ子形式にすることはできません。ユーザーグループにはユーザーのみを含める
ことができ、他のグループを含めることはできません。

• AWS アカウント 内のユーザーすべてを自動的に含むデフォルトのユーザーグループはありません。こ
のようなユーザーグループが必要な場合は、そのユーザーグループを作成し、新たなユーザーを 1 人 1 
人割り当てる必要があります。

• AWS アカウント の IAM リソースの数とサイズは、グループの数や、ユーザーがメンバーになること
ができるグループの数などには制限があります。詳細については、「IAM クォータおよび AWS STS 
クォータ、名前の要件、および文字の制限 (p. 1131)」を参照してください。

以下の図は、小企業の簡単なサンプルを示しています。企業の所有者は、企業の成長に伴い、他のユー
ザーを作成して管理するための Admins ユーザーグループを作成します。Admins ユーザーグループ
は、Developers ユーザーグループとTest ユーザーグループを作成します。これらのユーザーグループ
はそれぞれ、AWS (ジム、ブラッド、DevApp1 など) とやりとりするユーザー (人員とアプリケーション) 
で構成されます。各ユーザーは、それぞれ一連の認証情報をもっています。この例では、各ユーザーは 1 
つのユーザーグループに属しています。しかし、ユーザーは複数のユーザーグループに属することができ
ます。
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IAM ユーザーグループの作成
Note

ベストプラクティス (p. 938)として、一時的な認証情報の使用により AWS にアクセスするに
は、人間のユーザーに対して ID プロバイダーとのフェデレーションの使用を必須とすることを
お勧めします。ベストプラクティスに従えば、IAM ユーザーやグループを管理することにはなり
ません。管理するのではなく、ユーザーとグループは AWS の外部で管理され、フェデレーショ
ン ID として AWS リソースにアクセスできます。フェデレーション ID は、エンタープライズ
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ユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS Directory Service、Identity Center ディ
レクトリのユーザー、または ID ソースから提供された認証情報を使用して AWS のサービスに
アクセスするユーザーです。フェデレーション ID は、ID プロバイダーが定義したグループを
使用します。AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用している場合
は、IAM Identity Center でのユーザーとグループの作成に関する情報について、AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「Manage identities in IAM Identity 
Center」(IAM Identity Center での ID の管理) を参照してください。

ユーザーグループをセットアップするには、グループを作成する必要があります。次に、グループのユー
ザーに期待される作業のタイプに基づいて、グループにアクセス許可を付与します。最後に、ユーザーを
グループに追加します。

ユーザーの作成に必要なアクセス許可の詳細については、「他の IAM リソースにアクセスするのに必要な
アクセス許可 (p. 598)」を参照してください。

IAM グループを作成してポリシーをアタッチするには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ユーザーグループ]、[グループの作成] の順に選択します。
3. [ユーザーグループ名] に、グループ名を入力します。

Note

AWS アカウントの IAM リソースの数とサイズには制限があります。詳細については、「IAM 
クォータおよび AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限 (p. 1131)」を参照し
てください。グループ名は、最大 128 文字の英数字、プラス記号 (+)、等号 (=)、カンマ (,)、
ピリオド (.)、アットマーク (@)、アンダースコア (_)、ハイフン (-) を組み合わせて指定しま
す。名前はアカウント内で一意である必要があります。大文字と小文字は区別されません。
例えば、ADMINS と admins というロール名を両方作成することはできません。

4. ユーザーのリストで、グループに追加する各ユーザーのチェックボックスをオンにします。
5. ポリシーのリストで、グループのすべてのメンバーに適用する各ポリシーのチェックボックスをオン

にします。
6. [Create group] (グループの作成) を選択します。

IAM ユーザーグループを作成するには（AWS CLI または AWS API)

以下のいずれかを使用します。

• AWS CLI: aws iam create-group
• AWS API: CreateGroup

IAM ユーザーグループの管理
Amazon Web Services には、IAM ユーザーグループを管理するための複数のツールが用意されています。
ユーザーグループ内のユーザーを追加または削除するために必要な権限の詳細については、「他の IAM リ
ソースにアクセスするのに必要なアクセス許可 (p. 598)」を参照してください。

トピック
• IAM ユーザーグループのリストの取得 (p. 179)
• IAM グループへのユーザーの追加と削除 (p. 179)
• IAM ユーザーグループへのポリシーのアタッチ (p. 180)
• IAM ユーザーグループの名前の変更 (p. 181)
• IAM ユーザーグループの削除 (p. 182)
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IAM ユーザーグループのリストの取得
アカウント内のすべてのユーザーグループのリスト、ユーザーグループ内のユーザーのリスト、および
ユーザーが属するユーザーグループのリストを取得できます。AWS CLI または AWS API を使用する場合
は、特定のパスプレフィックスが付いたすべてのユーザーグループのリストを取得できます

アカウントの全ユーザーグループのリストを取得するには

次のいずれかを実行します。

• AWS Management Console: ナビゲーションペインで、[ユーザーグループ] を選択します。
• AWS CLI: aws iam list-groups
• AWS API: ListGroups

特定のユーザーグループのユーザーを一覧表示するには

次のいずれかを実行します。

• AWS Management Console: ナビゲーションペインで [ユーザーグループ] を選択し、グループ名を選択
してから、[ユーザー] タブを選択します。

• AWS CLI: aws iam get-group
• AWS API: GetGroup

ユーザーが所属しているすべてのユーザーグループを一覧表示するには

次のいずれかを実行します。

• AWS Management Console: ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択し、ユーザー名を選択してか
ら、[グループ] タブを選択します。

• AWS CLI: aws iam list-groups-for-user
• AWS API: ListGroupsForUser

IAM グループへのユーザーの追加と削除
ユーザーグループを使用して、同じアクセス許可ポリシーを複数のユーザーに一度に適用します。適用
後、IAM ユーザーグループとの間でいつでもユーザーを追加または削除できます。これは、組織で従業員
の異動があるときに便利です。

ポリシーアクセスの確認
ポリシーのアクセス許可を変更する前に、サービスレベルの最近のアクティビティを確認する必要があり
ます。これは、アクセス権を使用しているプリンシパル (ユーザーまたはアプリケーション) から削除しな
いようにするために重要です。最後にアクセスした情報を表示する方法の詳細については、「最終アクセ
ス情報を使用した AWS のアクセス許可の調整 (p. 551)」を参照してください。

ユーザーグループのユーザーを追加または削除する (コンソール)
AWS Management Console を使用して、ユーザーグループのユーザーを追加または削除できます。

IAM ユーザーグループにユーザーを追加するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ユーザーグループ] を選択してから、グループ名を選択します。
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3. [Users (ユーザー)] タブを選択し、[Add users (ユーザーの追加)] を選択します。追加するユーザーの
横のチェックボックスをオンにします。

4. [ユーザーの追加] を選択します。

IAM グループからユーザーを削除するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ユーザーグループ] を選択してから、グループ名を選択します。
3. [Users] (ユーザー) タブを選択します。削除するユーザーの横にあるチェックボックスをオンにし、

[ユーザーの削除]を選択します。

ユーザーグループのユーザーを追加または削除する (AWS CLI)
AWS CLI を使用して、ユーザーグループのユーザーを追加または削除できます。

IAM ユーザーグループにユーザーを追加するには (AWS CLI)

• 以下のコマンドを使用します。

• aws iam add-user-to-group

IAM ユーザーグループからユーザーを削除するには (AWS CLI)

• 以下のコマンドを使用します。

• aws iam remove-user-from-group

ユーザーグループのユーザーを追加または削除する (AWS API)
AWS API を使用して、ユーザーグループのユーザーを追加または削除できます。

IAM グループにユーザーを追加するには (AWS API)

• 以下のオペレーションを実行します。

• AddUserToGroup

IAM ユーザーグループからユーザーを削除するには (AWS API)

• 以下のオペレーションを実行します。

• RemoveUserFromGroup

IAM ユーザーグループへのポリシーのアタッチ
AWS 管理ポリシー (p. 427)をアタッチできます — つまり、次の手順で説明するように、AWS によっ
て提供される事前記述されたポリシーをユーザーグループにアタッチできます。カスタマー管理ポリシー 
(独自に作成したカスタムのアクセス権限を使用するポリシー) をアタッチするには、まずポリシーを作成
する必要があります。カスタマー管理ポリシーの作成方法については、「IAM ポリシーの作成 (p. 514)」
を参照してください。

アクセス許可とポリシーの詳細については、「AWS リソースの アクセス管理 (p. 416)」を参照してくだ
さい。
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ポリシーをユーザーグループにアタッチするには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[User groups (ユーザーグループ)] を選択してから、グループ名を選択しま
す。

3. [Permissions (アクセス許可)] タブを選択します。
4. [Add permissions (アクセス許可の追加)]、[Attach policy (ポリシーのアタッチ)] の順に選択します。
5. ユーザーグループにアタッチされている現在のポリシーは、現在のアクセス権限ポリシーのリストに

表示されます。その他のアクセス権限ポリシーのリストで、アタッチするポリシーの名前の横にある
チェックボックスをオンにします。検索ボックスを使用して、ポリシーのリストをタイプとポリシー
名でフィルタリングできます。

6. [ポリシーのアタッチ] を選択します。

グループにポリシーをアタッチするには (AWS CLI または AWS API)

次のいずれかを実行します。

• AWS CLI: aws iam attach-group-policy
• AWS API: AttachGroupPolicy

IAM ユーザーグループの名前の変更
ユーザーグループ名またはパスを変更すると、以下のことが起こります。

• ユーザーグループにアタッチされているポリシーは、新しい名前のグループにそのままアタッチされて
います。

• ユーザーグループは名前が変わるだけで、保持するユーザーは一切変わりません。
• ユーザーグループの一意の ID は変更されません。一意の ID の詳細については、「一意の識別

子 (p. 1129)」を参照してください。

IAM は、新しい名前を使用するためのリソースとしてユーザーグループを参照するポリシーを自動的に更
新しません。したがって、ユーザーグループの名前を変更するときには注意が必要です。ユーザーグルー
プの名前を変更する前に、すべてのポリシーを手動でチェックし、このユーザーグループの名前を参照し
ているポリシーを見つける必要があります。たとえば、Bob は組織のテスト部門のマネージャーであると
します。Bob の IAM ユーザーエンティティにアタッチされたポリシーにより、Bob はテストユーザーグ
ループに対してユーザーを追加および削除できます。管理者は、ユーザーグループの名前 (またはグルー
プのパス) を変更する場合、Bob にアタッチされているポリシーも更新して新しい名前またはパスを反映
する必要があります。この更新を行わないと、Bob はユーザーグループに対してユーザーを追加および削
除できるようになりません。

ユーザーグループをリソースとして参照しているポリシーを見つけるには:

1. IAM コンソールのナビゲーションペインから、[ポリシー] を選択します。
2. [タイプ]列で並べ替えて、カスタマー管理するカスタムポリシーを見つけます。
3. [ポリシーの編集] を選択して、ポリシー内のユーザーグループの名前を変更します。
4. [アクセス許可] タブを選択し、[概要] を選択します。
5. サービスのリストに [IAM] があれば、それを選択します。
6. [リソース] 列でユーザーグループの名前を見つけます。
7. [編集] を選択して、ポリシー内のユーザーグループの名前を変更します。
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IAM ユーザーグループの名前を変更するには

次のいずれかを実行します。

• AWS Management Console: ナビゲーションペインで、[ユーザーグループ] を選択してから、グループ
名を選択します。Edit (編集) を選択します。新しいユーザーグループ名を入力し、[変更の保存] を選択
します。。

• AWS CLI: aws iam update-group
• AWS API: UpdateGroup

IAM ユーザーグループの削除
AWS Management Consoleのユーザーグループを削除すると、コンソールは自動的にすべてのグループ
メンバーを削除し、アタッチされていた管理ポリシーはすべてデタッチされて、すべてのインラインポリ
シーが削除されます。ただし、IAM では、ユーザーグループをリソースとして参照しているポリシーは自
動的に削除されません。ユーザーグループを削除する際は注意してください。ユーザーグループを削除す
る前に、すべてのポリシーを手動でチェックして、このグループの名前を参照しているポリシーを見つけ
る必要があります。例えば、テストチームマネージャーの John は、IAM ユーザーエンティティにアタッ
チされたポリシーの権限を持ち、テストユーザーグループに対してユーザーを追加および削除できます。
管理者は、ユーザーグループを削除する場合に、John にアタッチされているポリシーも削除する必要があ
ります。それ以外の場合、管理者が削除したグループを再作成して同じ名前を付けると、テストチームを
辞めても John の権限はそのまま残ります。

ユーザーグループをリソースとして参照しているポリシーを見つけるには

1. IAM コンソールのナビゲーションペインから、[ポリシー] を選択します。
2. [タイプ]列で並べ替えて、カスタマー管理するカスタムポリシーを見つけます。
3. 削除するポリシーのポリシー名を選択します。
4. [アクセス許可] タブを選択し、[概要] を選択します。
5. サービスのリストに [IAM] があれば、それを選択します。
6. [リソース] 列でユーザーグループの名前を見つけます。
7. [削除] を選択してポリシーを削除します。
8. ポリシー名を入力してポリシーの削除を確認し、[削除] を選択します。

一方、AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、または AWS API を使用してユーザーグループを削除す
る場合は、最初にグループからユーザーを削除する必要があります。ユーザーグループを入れ子形式にす
ることはできません。ユーザーグループにはユーザーのみを含めることができ、他のグループを含めるこ
とはできません。さらに、グループにアタッチされているすべての管理ポリシーをデタッチします。その
後に、ユーザーグループ自体を削除できます。

IAM ユーザーグループの削除 (コンソール)

AWS Management Console から IAM ユーザーグループを削除できます。

IAM ユーザーグループを削除するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ユーザーグループ]を選択します。
3. ユーザーグループのリストで、削除するユーザーグループの名前の横にあるチェックボックスをオン

にします。検索ボックスを使用して、ユーザーグループのリストをタイプ、パーミッション、および
ユーザーグループ名でフィルタリングできます。

4. [Delete] (削除) をクリックします。
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5. 1 つのユーザグループを削除する場合は、確認ボックスにユーザグループ名を入力し、[削除] を選
択します。複数のユーザーグループを削除する場合は、削除するユーザー・グループの数を入力
し、user groups に続いて削除を選択します。たとえば、3 つのユーザーグループを削除する場合
は、3 user groups を入力します。

IAM ユーザーグループの削除 ( AWS CLI )
AWS CLI から IAM ユーザーグループを削除できます。

IAM ユーザーグループを削除するには (AWS CLI)

1. ユーザーグループからすべてのユーザーを削除します。

• aws iam get-group (ユーザーグループのユーザーの一覧表示) および aws iam remove-user-from-
group (ユーザーグループからのユーザーの削除)

2. ユーザーグループに組み込まれたインラインポリシーをすべて削除します。

• aws iam list-group-policies (ユーザーグループのインラインポリシーの一覧表示) および aws iam 
delete-group-policy (ユーザーグループのインラインポリシーの削除)

3. ユーザーグループにアタッチされた管理ポリシーをすべてデタッチします。

• aws iam list-attached-group-policies (ユーザーグループにアタッチされている管理ポリシーの一覧表
示) および aws iam detach-group-policy (ユーザーグループからの管理ポリシーのデタッチ)

4. ユーザーグループを削除します。

• aws iam delete-group

IAM ユーザーグループの削除 (AWS API)
AWS API を使用して IAM ユーザーグループを削除できます。

IAM ユーザーグループを削除するには (AWS API)

1. ユーザーグループからすべてのユーザーを削除します。

• GetGroup (ユーザーグループのユーザーの一覧表示) および RemoveUserFromGroup (ユーザーグ
ループからのユーザーの削除)

2. ユーザーグループに組み込まれたインラインポリシーをすべて削除します。

• ListGroupPolicies (ユーザーグループのインラインポリシーの一覧表示) および DeleteGroupPolicy
(ユーザーグループからのインラインポリシーの削除)

3. ユーザーグループにアタッチされた管理ポリシーをすべてデタッチします。

• ListAttachedGroupPolicies (ユーザーグループにアタッチされている管理ポリシーの一覧表示) およ
び DetachGroupPolicy (ユーザーグループからの管理ポリシーのデタッチ)

4. ユーザーグループを削除します。

• DeleteGroup

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可があり、アカウントで作成できるもう 1 つの IAM アイデンティティです。IAM 
ロールは、アイデンティティが AWS で実行できることとできないことを決定するアクセス許可ポリシー
を持つ AWS アイデンティティであるという点で IAM ユーザーと似ています。ただし、ユーザーは 1 人の
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特定の人に一意に関連付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになってい
ます。また、ロールには標準の長期認証情報 (パスワードやアクセスキーなど) も関連付けられません。代
わりに、ロールを引き受けると、ロールセッション用の一時的なセキュリティ認証情報が提供されます。

ロールを使用して、通常は AWS リソースへのアクセス権のないユーザー、アプリケーション、サービス
にそのアクセス権を委任できます。例えば、AWS アカウントのユーザーに、通常はないリソースに対する
アクセス許可を付与したり、ある AWS アカウント のユーザーに、別のアカウントのリソースに対するア
クセス許可を付与したりできます。または、モバイルアプリに AWS リソースの使用を許可しても、(キー
の更新が困難であり、キーの抽出が可能である) アプリへの AWS キーの埋め込みは禁止する場合がありま
す。AWS の外部 (社内ディレクトリなど) に ID をすでに持っているユーザーに AWS へのアクセスを許可
することが必要になる場合があります。または、リソースを監査できるように、アカウントへのアクセス
権を第三者に付与することが必要になる場合もあります。

これらのシナリオでは、IAM ロールを使用して AWS リソースにアクセスを委任できます。このセクショ
ンでは、ロールの概要とさまざまな使用方法、適切なアプローチを選択するタイミングと方法、ロールの
作成、管理、切り替え（または引き受け）、削除を行う方法について説明します。

Note

AWS アカウント を初めて作成するとき、デフォルトではロールは作成されません。アカウント
にサービスを追加すると、そのユースケースをサポートするためにサービスにリンクされたロー
ルが追加される場合があります。
サービスリンクロールは、AWS のサービス にリンクされているサービスロールの一種です。
サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。
サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されま
す。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編集することはで
きません。
サービスにリンクされたロールを削除する前に、最初に関連するリソースを削除する必要があり
ます。これにより、リソースへの意図しないアクセスによる許可の削除が防止され、 リソースは
保護されます。
サービスにリンクされたロールを使用してサポートするサービスについては、「IAM と連携する 
AWS のサービス (p. 1137)」を参照し、[Service-Linked Role] (サービスにリンクされたロール) 
列が [Yes] (はい) になっているサービスを検索してください。サービスにリンクされたロールに
関するドキュメントをサービスで表示するには、[Yes] (はい) リンクを選択します。

トピック
• ロールに関する用語と概念 (p. 184)
• ロールの一般的なシナリオ: ユーザー、アプリケーション、およびサービス (p. 187)
• ID プロバイダーとフェデレーション (p. 199)
• サービスリンクロールの使用 (p. 244)
• IAM ロールの作成 (p. 253)
• IAM ロールを使用する (p. 278)
• IAM ロールの管理 (p. 308)
• IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点 (p. 324)

ロールに関する用語と概念
ロールの操作に役立つ基本的な用語を紹介します。

ロール

特定のアクセス権限を持ち、アカウントで作成できる IAM アイデンティティです。IAM ロール
は、IAM ユーザーといくつかの類似点を持っています。ロールとユーザーは、両方とも、ID が AWS 
でできることとできないことを決定するアクセス許可ポリシーを持つ AWS ID です。ただし、ユー
ザーは 1 人の特定の人に一意に関連付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受け
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るようになっています。また、ロールには標準の長期認証情報 (パスワードやアクセスキーなど) も関
連付けられません。代わりに、ロールを引き受けると、ロールセッション用の一時的なセキュリティ
認証情報が提供されます。

ロールを使用できるのは、以下のものです。
• ロールと同じ AWS アカウント の IAM ユーザー
• ロールとは異なる AWS アカウント の IAM ユーザー
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) などの AWS が提供するウェブサービス
• SAML 2.0 または OpenID Connect と互換性のある外部 ID プロバイダー (IdP) サービスによって認

証される外部ユーザー、またはカスタム作成された ID ブローカー。
AWS サービス  ロール

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM 
ロール です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照
してください。

EC2 インスタンスの AWS サービスロール

アプリケーションが Amazon EC2 インスタンス上で実行しているサービスロールの特殊なタイプは、
アカウントでアクションの実行を引き受けることができます。このロールは EC2 インスタンスにそ
の起動時に割り当てられます。このインスタンスで実行しているアプリケーションは一時的なセキュ
リティ認証情報を取得でき、ロールが許可するアクションを実行できます。EC2 インスタンスのサー
ビスロールの使用の詳細については、「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用してアクセス許可を付与する (p. 297)」を参照してください。

AWS サービスにリンクされたロール

サービスリンクロールは、AWS のサービス にリンクされているサービスロールの一種です。サービ
スは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスに
リンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者
は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編集することはできません。

Note

サービスにリンクされたロールのサポートを開始する時点ですでにサービスを使用している
場合は、アカウントの新しいロールに関する E メールが送信されることがあります。この
場合、サービスにリンクされたロールは、サービスによって自動的にアカウントに作成され
ています。このロールをサポートするために必要な操作はありません。また、手動でロール
を削除しないでください。詳細については、「AWS アカウントに新しいロールが表示され
る (p. 1108)」を参照してください。

サービスにリンクされたロールを使用してサポートするサービスについては、「IAM と連携する AWS 
のサービス (p. 1137)」を参照し、[Service-Linked Role] (サービスにリンクされたロール) 列が [Yes]
(はい) になっているサービスを検索してください。サービスにリンクされたロールに関するドキュメ
ントをサービスで表示するには、[Yes] (はい) リンクを選択します。詳細については、「サービスリン
クロールの使用 (p. 244)」を参照してください。

ロールの連鎖

ロールの連鎖は、AWS CLI または API を使用して 2 つ目のロールを引き受けるロールを使用する
場合に発生します。たとえば、RoleA には RoleB を引き受けるアクセス権があります。User1 は 
AssumeRole API オペレーションの長期的なユーザー認証情報を使用して RoleA を引き受けることが
できます。このオペレーションを用いて RoleA の短期的な認証情報を返します。ロールが連鎖してい
れば、User1 によって RoleB が引き受けられるよう RoleA の短期的な認証情報を使用できます。

ロールを引き受けるときは、セッションタグを渡して、タグを推移的に設定できます。推移的なセッ
ションタグは、ロールの連鎖内の後続のすべてのセッションに渡されます。セッションタグの詳細に
ついては、「AWS STS でのセッションタグの受け渡し (p. 346)」を参照してください。
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ロールの連鎖では、AWS CLI または AWS API ロールセッションは最長 1 時間に制限されま
す。AssumeRole API オペレーションを使用してロールを引き受ける場合は、DurationSeconds パ
ラメータを使用してロールセッションの期間を指定できます。パラメータの値は、ロールの最大セッ
ション期間設定 (p. 280)によって、最大 43200 秒 (12 時間) まで指定できます。ただし、ロールの連
鎖を使用してロールを引き受ける場合、DurationSeconds パラメータ値で 1 時間を超える値を指定
すると、オペレーションは失敗します。

AWS では、ロールチェーンとして EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションにアクセス許可
を付与 (p. 297)するためのロールの使用は処理されません。

委任

委任により、制御するリソースへのアクセスを許可するユーザーにアクセス許可を付与できます。委
任には、2 つのアカウント間の信頼を設定することが含まれます。1 つ目は、リソースを所有するア
カウント（信頼するアカウント）です。2 つ目は、リソース（信頼されたアカウント）にアクセスす
る必要があるユーザーを含むアカウントです。信頼するアカウントと信頼されたアカウントには、以
下のいずれかを指定できます。
• 同じアカウント。
• 組織の制御下にある別々のアカウント。
• 異なる組織によって所有される 2 つのアカウント。

リソースにアクセスする権限を委任するには、2 つのポリシー (p. 254)がアタッチされた信頼される
アカウントの IAM ロールを作成 (p. 187)します。アクセス許可ポリシーは、リソースに対して目的
のタスクを実行するために必要なアクセス許可をロールのユーザーに付与します。信頼ポリシーは、
信頼されたアカウントのどのメンバーにロールを割り当てることができるかを指定します。

信頼ポリシーを作成するときは、プリンシパルとしてワイルドカード (*) を指定することはできませ
ん。信頼ポリシーは、信頼するアカウントのロールにアタッチされ、アクセス許可の半分です。残
りの半分は、ユーザーがロールを切り替えることができる、またはロールを引き受けることができ
る (p. 281)信頼されたアカウントのユーザーにアタッチされたアクセス許可ポリシーです。ロールを
引き受けるユーザーの各自のアクセス権限は一時的に無効になりますが、その代わりにロールのアク
セス権限を取得します。ユーザーがロールの使用を終了または停止すると、元のユーザーアクセス権
限に戻ります。外部 ID (p. 192) という追加パラメータは、同じ組織がコントロールしていないアカ
ウント間でロールを安全に利用するのに役立ちます。

フェデレーション

外部 ID プロバイダーと AWS との間に信頼関係を作成することです。ユーザーはウェブ ID プロバイ
ダー (Login with Amazon、Facebook、Google、OpenID Connect 互換の任意の IdP など) にサイン
インできます。また、Microsoft Active Directory フェデレーションサービスなど、Security Assertion 
Markup Language（SAML）2.0 互換の企業の ID システムにサインインすることもできます。OIDC 
および SAML 2.0 を使用して、このような外部 ID プロバイダーと AWS との信頼関係を設定する場
合、ユーザーは IAM ロールに割り当てられます。ユーザーは一時的な認証情報を受け取り、これを使
用して AWS リソースにアクセスすることもできます。

委任ユーザー

IAM ユーザーを作成する代わりに、AWS Directory Service、エンタープライズユーザーディレクト
リ、またはウェブ ID プロバイダーに既存のアイデンティティを使用できます。このようなユーザー
はフェデレーティッドユーザーと呼ばれます。AWS では、ID プロバイダー (p. 199)を通じてアク
セスがリクエストされたとき、フェデレーティッドユーザーにロールを割り当てます。フェデレー
ティッドユーザーの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「フェデレーティッドユーザーと
ロール (p. 16)」を参照してください。

信頼ポリシー

JSON ポリシードキュメント (p. 1237)では、ロールを引き受けるために信頼するプリンシパルを定
義します。ロール信頼ポリシーは、IAMのロールに関連付けられている必須のリソースベースのポリ
シー (p. 418)です。信頼ポリシーで指定できるプリンシパル (p. 1178)には、ユーザー、ロール、ア
カウント、およびサービスが含まれます。
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アクセス許可ポリシー

ロールで使用できるアクションやリソースを定義する JSON 形式のアクセス許可に関するドキュメン
ト。ドキュメントは IAM ポリシー言語 (p. 1175)のルールに従って記述されます。

アクセス許可の境界

ポリシーを使用して、アイデンティティベースのポリシーがロールに付与できるアクセス許可の上限
を設定する高度な機能です。アクセス許可の境界をサービスにリンクされたロールに適用することは
できません。詳細については、「IAM エンティティのアクセス許可境界 (p. 433)」を参照してくださ
い。

プリンシパル

アクションを実行してリソースにアクセスできる AWS 内のエンティティです。プリンシパル
は、AWS アカウントのルートユーザー、IAM ユーザー、またはロールをにすることができます。以下
の 2 つの方法のいずれかを使用して、リソースに対するアクセス許可を付与できます。
• ユーザー（直接、またはグループ経由で間接的に）またはロールに対し、アクセス権限ポリシーを

アタッチすることができます。
• リソースベースのポリシー (p. 16)をサポートするサービスについては、リソースにアタッチされて

いるポリシーの Principal 要素でプリンシパルを指定できます。

AWS アカウント をプリンシパルにする場合、通常はアカウント内で定義されているすべてのプリン
シパルが対象となります。

Note

ロールの信頼ポリシーのPrincipal要素でワイルドカード (*) を使用することはできませ
ん。

クロスアカウントアクセスのロール

あるアカウントのリソースに対するアクセス権限を、別のアカウントの信頼されるプリンシパルに
付与するロール。クロスアカウントアクセスを許可する主な方法は、ロールを使用することです。
ただし、一部の AWS サービスでは、リソースにポリシーを直接アタッチすることができます (ロー
ルをプロキシとして使用する代わりに)。これらはリソースベースのポリシーと呼ばれ、別の AWS 
アカウント のプリンシパルにリソースへのアクセスを許可するために使用できます。これらのリ
ソースには、Amazon Simple Storage Service (S3) バケット、S3 Glacier ボールト、Amazon Simple 
Notification Service (SNS) トピック、Amazon Simple Queue Service (SQS) キューなどがあります。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスを確認するには､「IAM と連携する AWS のサービ
ス (p. 1137)」を参照してください｡ リソースベースのポリシーの詳細については、「IAM ロールとリ
ソースベースのポリシーとの相違点 (p. 324)」を参照してください。

ロールの一般的なシナリオ: ユーザー、アプリケー
ション、およびサービス
多くの AWS 機能と同様に、通常ロールを使用する方法には、IAM コンソールでインタラクティブに使用
する方法と、AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、API のいずれかを使用してプログラムで使用する
方法の 2 つがあります。

• IAM コンソールを使用するアカウントの IAM ユーザーは、別のロールに切り替えて、コンソールでその
ロールのアクセス許可を一時的に使用できます。ユーザーは、元のアクセス権限を返却し、そのロール
に割り当てられたアクセス権限を取得します。ユーザーがそのロールを終了すると、元のアクセス権限
に戻ります。

• アプリケーションまたは AWS によって提供されるサービス (Amazon EC2 など) は、AWS にプログラ
ムによるリクエストを行うためのロールの一時的セキュリティ認証情報をリクエストすることで、ロー
ルを引き受けることができます。ロールをこのように使用することで、リソースへのアクセスが必要な
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エンティティごとに長期的なセキュリティ認証情報を共有または保持する (IAM ユーザーを作成するな
どして) 必要がなくなります。

Note

このガイドでは、ロールの切り替えおよびロールの引き受けという言葉を、ほとんど同じ意味で
使用しています。

ロールを使用する最もシンプルな方法は、自分のアカウントまたは別の AWS アカウント 内に作成した
ロールに切り替えるアクセス許可を IAM ユーザーに付与する方法です。IAM ユーザーは、 コンソールを
使用して簡単にロールを切り替え、通常は必要ないアクセス許可を使用することができます。その後、
ロールを終了して、それらのアクセス許可を返却できます。これは、機密性の高いリソースに誤ってアク
セスしたり変更したりすることを回避するのに役立ちます。

アプリケーションとサービスへのアクセスを許可する (つまり、外部フェデレーションユーザー) など、
ロールを複雑な方法で使用するには、AssumeRole API を呼び出します。この API 呼び出しは、アプリ
ケーションが後続の API 呼び出しで使用できる一時的な認証情報のセットを返します。一時的な認証情報
を使用して試行されたアクションは、関連付けられたロールによって付与されたアクセス権限のみを使用
します。アプリケーションは、ユーザーがコンソールで行った方法でロールを "終了" する必要はありませ
ん。アプリケーションは一時的な認証情報を使用して停止し、元の認証情報で呼び出しを再開するだけで
す。

フェデレーティッドユーザーは、ID プロバイダー (IdP) から提供される認証情報を使用してサインインし
ます。その後、AWS は一時的な認証情報を信頼された IdP に提供し、後続の AWS リソースリクエストに
含めることができるようにユーザーに渡します。これらの認証情報は、割り当てられたロールに付与され
たアクセス権限を提供します。

このセクションは、次のシナリオの概要を提供します。

• ユーザーが所有する別のアカウントのリソースにアクセスできるように、ユーザーが所有する 1 つの 
AWS アカウント の IAM ユーザーにアクセスを許可する (p. 188)

• AWS ワークロード以外へのアクセスを提供する (p. 191)
• サードパーティーが所有する AWS アカウント の IAM ユーザーへのアクセスを許可する (p. 191)
• AWS が提供するサービスに AWS リソースへのアクセスを許可する (p. 194)
• 外部で認証された (ID フェデレーション) ユーザーにアクセスを許可する (p. 197)

所有している別の AWS アカウント へのアクセス権を IAM ユー
ザーに提供
IAM ユーザーには、AWS アカウント 内のロール、または所有する他の AWS アカウント で定義された
ロールに切り替えるアクセス許可を付与することができます。

Note

お客様が所有または制御していないアカウントへのアクセス権を付与する場合は、このトピック
の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する (p. 191)」を参照してくださ
い。

組織の業務に不可欠な Amazon EC2 インスタンスがあるとします。このインスタンスを終了するための
アクセス許可をユーザーに直接付与する代わりに、これらの権限を持つロールを作成できます。次に、イ
ンスタンスを終了する必要があるときに、このロールに切り替えることを管理者に許可します。これによ
り、インスタンスに次の保護レイヤーが追加されます。

• ユーザーにロールを引き受けるアクセス権限を明示的に付与する必要があります。
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• ユーザーは、アクティブに AWS Management Console を使用してロールに切り替えるか、AWS CLI ま
たは AWS API を使用してロールを引き受ける必要があります。

• MFA デバイスでサインインしているユーザーのみがロールを引き受けることができるように、ロー
ルに多要素認証 (MFA) 保護を追加できます。ロールを引き受けるユーザーが最初に多要素認証 (MFA) 
を使用して認証されるようにロールを設定する方法については、「MFA 保護 API アクセスの設
定 (p. 146)」を参照してください。

このアプローチを使用して最小権限の原則を強制することをお勧めします。つまり、昇格されたアクセ
ス許可の使用は、特定のタスクに必要なときのみに制限されます。ロールを使用すると、機密性の高い
環境が誤って変更されるのを防ぐことができます (特に、ロールが必要なときだけ使用されるように監
査 (p. 403)と組み合わせている場合)。

この目的でロールを作成する場合、ユーザーがロールの信頼ポリシーの Principal 要素にアクセスする
必要のあるアカウントを ID で指定します。その後、その他のアカウントの特定のユーザーに、そのロール
に切り替えるためのアクセス権限を付与できます。信頼ゾーン (信頼できる組織またはアカウント) 外にあ
るアカウントのプリンシパルにロールを引き受けるアクセス権があるかどうかについては、「IAM Access 
Analyzer とは」を参照してください。

あるアカウントのユーザーは、同じアカウントまたは別のアカウントのロールに切り替えることができま
す。そのロールを使用している間、ユーザーはアクションだけを実行して、ロールによって許可されてい
るリソースのみにアクセスできますが、元のユーザーアクセス権限は停止されます。ユーザーがそのロー
ルを終了すると、元のユーザーのアクセス権限に戻ります。

個別の開発用アカウントと本稼働用アカウントを使用したシナリオ例

本稼働環境から開発環境を分離するための複数の AWS アカウント が組織に存在するとします。開発ア
カウントのユーザーは、本番稼働用アカウントでリソースにアクセスすることが必要になる場合がありま
す。たとえば、開発環境から本番稼働環境に更新を昇格させる場合、クロスアカウントアクセスが必要に
なることがあります。両方のアカウントで作業するユーザーにそれぞれの ID（およびパスワード）を作成
することも可能ですが、複数のアカウントに対する複数の認証情報を管理する必要があり、ID 管理が困難
になります。以下の図では、すべてのユーザーは開発用アカウントで管理されていますが、数名の開発者
は本稼働用アカウントに制限付きでアクセスする必要があります。開発用アカウントにはテスターと開発
者の 2 つのグループがあり、それぞれ個別のポリシーがあります。

1. 管理者は、本番稼働用アカウントで IAM を使用し、このアカウントで UpdateApp ロールを作成しま
す。ロールでは、管理者は開発用アカウントを Principal として指定する信頼ポリシーを定義しま
す。これは、開発用アカウントの認証されたユーザーが UpdateApp ロールを使用できることを意味し

189

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/what-is-access-analyzer.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/what-is-access-analyzer.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
一般的なシナリオ

ます。また、管理者は、productionapp という Amazon S3 バケットに対する読み取りと書き込みを
指定するロールについてのアクセス許可ポリシーを定義します。

次に、管理者は、このロールを引き受ける必要がある任意のユーザーと該当情報を共有します。
この情報は、ロールのアカウント番号と名前 (AWS コンソールユーザーの場合)、または Amazon 
リソースネーム (ARN) (AWS CLI または AWS API アクセスの場合) です。ロールの ARN は
arn:aws:iam::123456789012:role/UpdateApp のようになります。これは、ロールの名前が
UpdateApp で、ロールがアカウント番号 123456789012 に作成されたことを意味します。

Note

管理者は、ロールを引き受けるユーザーが最初に多要素認証 (MFA) を使用して認証されるよ
うに、オプションでロールを設定できます。詳細については、「MFA 保護 API アクセスの設
定 (p. 146)」を参照してください。

2. 開発アカウントでは、管理者は開発者グループのメンバーに対して、このロールに切り替えるア
クセス許可を付与します。これは、Developers グループに AWS Security Token Service（AWS 
STS）UpdateApp ロールの AssumeRole API を呼び出すアクセス権限を付与することで行われます。
これにより、開発用アカウントの Developers グループに所属する IAM ユーザーは、本稼働用アカウン
トの UpdateApp ロールに切り替えることができます。Developers グループに所属しないの他のユー
ザーには、そのロールに切り替えるアクセス許可がないため、本番稼働用アカウントの S3 バケットに
はアクセスできません。

3. ユーザーは、ロールへの切り替えをリクエストします。
• AWS コンソール: ユーザーはナビゲーションバーのアカウント名を選択してから、[ロールの切り替

え] を選択します。ユーザーは、アカウント ID（またはエイリアス）とロール名を指定します。また
は、管理者からメールで送信されたリンクをクリックすることもできます。リンクをクリックする
と、詳細がすでに入力された [ロールの切り替え] ページに移動します。

• AWS API/AWS CLI: 開発用アカウントの Developers グループに所属するユーザーが AssumeRole
関数を呼び出し、UpdateApp ロールの認証情報を取得します。呼び出しの一部として、ユーザーが
UpdateApp ロールの ARN を指定します。Testers グループのユーザーが同じ要求をしても、テス
ターは UpdateApp ロールの ARN に対して AssumeRole を呼び出すことは許可されていないため、
その要求は拒否されます。

4. AWS STS が一時的な認証情報を返します。
• AWS コンソール: AWS STS はリクエストをロールの信頼ポリシーと照合し、そのリクエストが信

頼されたエンティティ (開発用アカウント) からであることを確認します。照合の後、AWS STS は 
AWS コンソールに一時的セキュリティ認証情報を返します。

• API/CLI: AWS STS は、リクエストをロールの信頼ポリシーと照合し、信頼されたエンティティ 
(Development アカウント) からであることを確認します。照合の後、AWS STS はアプリケーション
に一時的セキュリティ認証情報を返します。

5. 一時的な認証情報により、AWS リソースにアクセスすることができます。
• AWS コンソール: AWS コンソールは、後続のすべてのコンソールアクション (この場合

は、productionapp バケットの読み書き) でユーザーの代わりに一時的な認証情報を使用します。
コンソールは、本稼働用アカウントにある他のリソースにはアクセスできません。ユーザーがロール
を終了すると、ユーザーのアクセス権限がロールに切り替える前に持っていた元のアクセス権限に戻
ります。

• API/CLI: アプリケーションは、その一時的な認証情報を使用して productionapp バケットを更新し
ます。一時的な認証情報を使用し、アプリケーションは productionapp バケットでのみ読み書きを
行うことができますが、本番稼働用アカウントにあるその他のリソースにはアクセスできません。ア
プリケーションは、ロールを終了する必要はありませんが、その代わりに一時的な認証情報の使用を
停止し、後続の API 呼び出しで元の認証情報の使用する必要があります。

詳細情報
詳細については、次を参照してください。

• IAM チュートリアル: AWS アカウント間の IAM ロールを使用したアクセスの委任 (p. 35)
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AWS ワークロード以外へのアクセスを提供する
IAM ロール (p. 183)は、アクセス許可 (p. 417)が割り当てられている AWS Identity and Access 
Management IAM 内のオブジェクトです。IAMの ID または AWS 外部からの ID を使用してそのロールを
引き受ける (p. 278)と、ロールセッションのための一時的なセキュリティ認証情報が提供されます。デー
タセンターで稼働しているワークロードや、AWS の外部のインフラストラクチャで AWS リソースにア
クセスする必要のあるワークロードがある場合があります。長期的なアクセスキーを作成、配布、管理す
る代わりに、AWS Identity and Access Management Roles Anywhere (IAM Roles Anywhere) を使用して 
AWS 以外のワークロードを認証することができます。IAM Roles Anywhere は、認証局 (CA) から発行さ
れた X.509 証明書を使用して ID を認証し、IAM ロールによって提供される一時的な認証情報を使用した 
AWS のサービス への安全なアクセスを提供します。

IAM Roles Anywhere を使用するには、AWS Private Certificate Authority を使用して CA をセットアップ
するか、独自の PKI インフラストラクチャの CA を使用します。CA をセットアップしたら、IAM Roles 
Anywhere で信頼アンカーと呼ばれるオブジェクトを作成し、IAM Roles Anywhere と CA の間で認証の
ための信頼を確立します。その後、既存の IAM ロールを設定するか、IAM Roles Anywhere サービスを
信頼する新しいロールを作成できます。AWS 以外のワークロードが信頼アンカーを使用して IAM Roles 
Anywhere で認証すると、IAM ロールの一時的な認証情報を取得して AWS リソースにアクセスできるよう
になります。

IAM Roles Anywhere の設定の詳細については、「IAM Roles Anywhere User Guide」(IAM Roles 
Anywhere ユーザーガイド) の「What is AWS Identity and Access Management Roles Anywhere」( Roles 
Anywhere とは) を参照してください。

第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する
組織内の AWS リソースへ組織外の第三者がアクセスする必要がある場合には、ロールを使用することで
アクセス許可を委任することができます。たとえば、組織内の AWS リソースの管理を第三者へ委託して
いるような場合が相当します。IAM ロールを使用することで、AWS セキュリティ認証情報を共有すること
なく第三者に AWS リソースへのアクセスを許可することができます。第三者は代わりに、AWS アカウン
ト に作成したロールを引き受けることで、AWS リソースにアクセスできます。信頼ゾーン (信頼できる組
織またはアカウント) 外にあるアカウントのプリンシパルにロールを引き受けるアクセス権があるかどう
かについては、「IAM Access Analyzer とは」を参照してください。

第三者は、以下の情報を提供する必要があります。これらの情報は、第三者が引き受けることのできる
ロールの作成に必要です。

• 第三者の AWS アカウント ID。ロールの信頼ポリシーを定義するときは、その AWS アカウント ID をプ
リンシパルとして指定します。

• ロールを一意に関連付けるための外部 ID。外部 ID は、ユーザーと第三者によってのみ識別される識別
子です。たとえば、ユーザーとサードパーティーの間の請求書 ID は使用できますが、サードパーティー
の名前や電話番号などの推測できるものは使用しないでください。ロールの信頼ポリシーを定義すると
きは、この ID を指定する必要があります。サードパーティーは、ロールを引き受けるときに、この ID 
を指定する必要があります。外部 ID の詳細については、AWS リソースへのアクセス権を第三者に付与
するときに外部 ID を使用する方法 (p. 192) を参照してください。

• 第三者が AWS リソースでの作業を行うのに必要なアクセス許可。ロールのアクセス許可ポリシーを定
義する際に、権限を指定する必要があります。このポリシーには、第三者はどのアクションができるの
か、およびどのリソースにアクセスできるのかが定義されています。

ロールの作成が完了したら、そのロールの Amazon リソースネーム（ARN）を対象の第三者に提供しま
す。第三者がロールを担当するにあたり、このロールの ARN を必要とします。

Important

お客様の AWS リソースへのアクセスを第三者に許可すると、第三者はポリシーで指定したすべ
てのリソースにアクセスできます。サードパーティーによるリソースの使用は、ユーザーに請求
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されます。したがって、第三者によるリソースの使用については適切な制限を設けるようにして
ください。

AWS リソースへのアクセス権を第三者に付与するときに外部 ID を使用する方法
お客様の AWS リソースへのアクセス権を第三者に付与 (委任) することが必要になる場合があります。こ
のシナリオで重要なのは、オプションの情報としての外部 ID です。この ID を IAM ロールの信頼ポリシー
で使用することで、ロールを引き受けることができるユーザーを指定できます。

Important

AWS は、外部 ID を機密情報として扱いません。アクセスキーペアやパスワードなどの機密情報
を AWS で作成した場合、それらを再び表示することはできません。ロールの外部 ID は、ロール
を表示する権限を持つすべてのユーザーが表示できます。

異なる AWS で複数の顧客をサポートするマルチテナント環境では、AWS アカウント アカウントごとに 1 
つの外部 ID を使用することをお勧めします。この ID は、サードパーティーによって生成されたランダム
な文字列である必要があります。

ロールを引き受けるときにサードパーティーが外部 ID を提供することを要求するには、ロールの信頼ポリ
シーを選択した外部 ID で更新します。

ロールを引き受けるときに外部 ID を提供するには、AWS CLI または AWS API を使用してそのロールを
引き受けます。詳細については、「STS AssumeRole API オペレーション」または「STS assume-role CLI 
オペレーション」を参照してください。

例えば、Example Corp という第三者企業を雇って、コストを最適化するためにお客様の AWS アカウント 
をモニタリングする業務を依頼するとします。Example Corp がお客様の毎日の支出を追跡するには、お
客様の AWS リソースにアクセスする必要があります。また、Example Corp は他の顧客について他の多く
の AWS アカウントをモニタリングしています。

Example Corp に AWS アカウントの IAM ユーザーとのその長期的認証情報へのアクセスを許可しないで
ください。代わりに、IAM ロールとその一時的なセキュリティ認証情報を使用します。IAM ロールは、第
三者が長期的認証情報 (IAM ユーザーアクセスキーなど) を共有することなくお客様の AWS リソースにア
クセスできるようにするメカニズムです。

IAM ロールを使用して AWS アカウント と Example Corp アカウントと間の信頼関係を確立できま
す。この関係が確立されると、Example Corp アカウントのメンバーは、AWS Security Token Service
AssumeRole API を呼び出して、一時的セキュリティ認証情報を取得できます。次に、Example Corp のメ
ンバーは、この認証情報を使用してアカウントの AWS リソースにアクセスできます。

Note

一時的セキュリティ認証情報を取得するために呼び出すことのできる AssumeRole とその他
の AWS API オペレーションの詳細については、「一時的なセキュリティ認証情報のリクエス
ト (p. 357)」を参照してください。

このシナリオの詳細は以下のとおりです。

1. お客様は Example Corp を雇うとします。Example Corp はお客様の一意の顧客 ID を作成しま
す。Example Corp はその一意の顧客 ID と Example Corp の AWS アカウント 番号をお客様に提供しま
す。この情報は次の手順でお客様が IAM ロールを作成するために必要になります。

Note

Example Corp は、顧客ごとに一意である限り、任意の文字列値を ExternalId に使用できま
す。顧客のアカウント番号を使用することもできますし、ランダムな文字列でもかまいませ
ん。ただし、2 つの顧客に同じ値を使用することはできません。「シークレット」することを
意図したものではありません。Example Corp は、顧客ごとに ExternalId 値を指定する必要が
あります。重要なのは、各外部IDがユニークであることを確認するために、お客様によってで
はなく、Example Corp によって生成される必要があるということです。
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2. お客様は AWS にサインインし、お客様のリソースへのアクセス権を Example Corp に付与する IAM 
ロールを作成します。他の IAM ロールと同様に、このロールにも 2 つのポリシー (アクセス許可ポリ
シーと信頼ポリシー) があります。ロールの信頼ポリシーでは、だれがこのロールを引き受けることが
できるかを指定します。このサンプルシナリオでは、ポリシーで Principal として Example Corp の 
AWS アカウント 番号を指定します。これにより、そのアカウントの ID はロールを引き受けることが
できるようになります。さらに、信頼ポリシーに Condition 要素を追加します。この Condition は
ExternalId コンテキストキーをテストして、その要素が Example Corp の一意の顧客 ID に一致する
ようにします。その例を示します。

    "Principal": {"AWS": "Example Corp's AWS ##### ID"}, 
    "Condition": {"StringEquals": {"sts:ExternalId": "Unique ID Assigned by Example 
 Corp"}}

3. ロールのアクセス許可ポリシーでは、ロールがだれに何を許可するかを指定します。たとえば、お客様
の Amazon EC2 と Amazon RDS のリソースのみを管理でき、お客様の IAM ユーザーまたはグループ
は管理できないようにロールを指定できます。サンプルシナリオでは、アクセス許可ポリシーを使用し
て、お客様のアカウントのすべてのリソースに対する読み取り専用アクセス権を Example Corp に付与
します。

4. ロールの作成が完了したら、そのロールの Amazon リソースネーム（ARN）を Example Corp に提供し
ます。

5. Example Corp がお客様の AWS リソースに対するアクセス許可を必要とするとき、Example Corp の担
当者が AWS sts:AssumeRole API を呼び出します。この呼び出しには、引き受けるロールの ARN と
お客様の顧客 ID に対応する ExternalId パラメータが含まれています。

リクエスト元が Example Corp の AWS アカウント であり、ロール ARN と外部 ID が正しい場合、リクエ
ストは成功します。次に、一時的なセキュリティ認証情報が提供されます。Example Corp はその情報を
使用して、お客様のロールが許可している AWS リソースにアクセスできます。

つまり、ロールのポリシーに外部 ID が含まれている場合、そのロールを引き受けるユーザーは、ロールで
プリンシパルであり、正しい外部 ID を指定する必要があります。

外部 ID を使用する理由

抽象的には、外部 ID により、ロールを引き受けるユーザーは、業務を遂行する環境へのアクセスを要求
できます。また、アカウント所有者が、特定の環境においてのみロールを引き受けることができるように
する方法の 1 つでもあります。外部 ID の最も重要な機能は、混乱する代理問題 (p. 194) の防止と対処で
す。

外部 ID が適している状況

外部 ID は以下の状況で使用します。

• お客様は AWS アカウント の所有者で、それ以外の AWS アカウント アカウントにアクセスするロール
を第三者のために設定しました。第三者がお客様のロールを引き受けるときに含める外部 ID は、第三者
に問い合わせる必要があります。その後、ロールの信頼ポリシーでその外部 ID を確認します。これによ
り、外部の第三者は、お客様に代わって操作を行う場合にのみ、お客様のロールを引き受けることがで
きます。

• お客様は、前のシナリオの Example Corp のように、さまざまな顧客に代わってロールを引き受ける立
場にあります。各顧客に一意の外部 ID を割り当て、ロールの信頼ポリシーに外部 ID を追加するように
指示します。ロールを引き受けるには、リクエストに正しい外部 ID が常に含まれていることを確認する
必要があります。

既にそれぞれの顧客に一意の ID を割り当てている場合は、この一意の ID を外部 ID として使用できま
す。外部 ID は、この目的のためだけに明示的に作成したり個別に追跡したりする必要のある特別な値で
はありません。

外部 ID は常に AssumeRole API 呼び出しで指定する必要があります。さらに、顧客からロールの ARN 
を受け取ったら、正しい外部 ID と正しくない外部 ID の両方を使用して、そのロールを引き受けること
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ができるかどうかをテストします。正しい外部 ID がなくてもロールを引き受けることのできる場合は、
システムに顧客のロール ARN を保存しないでください。顧客がロール信頼ポリシーを更新し、正しい
外部 ID を要求するまで待ちます。こうすることにより、顧客による不正を防止し、"混乱した代理" 問題
からお客様と顧客の両方を守ることができます。

AWS サービスへのアクセスの提供
多くの AWS のサービスでは、ロールを使用して、そのサービスがアクセスできものを制御する必要があ
ります。サービスがお客様に代わってアクションを実行するために引き受けるロールは、サービスロー
ル (p. 185)と呼ばれます。ロールにサービスに対して特殊な目的がある場合、そのロールは EC2 インス
タンスのサービスロール (p. 185)、またはサービスにリンクされたロール (p. 185)として分類できま
す。特定のサービスがロールを使用するかどうかと、使用するサービスのロールを割り当てる方法につい
ては、各サービスの AWS ドキュメントを参照してください。

AWS が提供するサービスへのアクセスを委任するロールの作成については、「AWS のサービスにアクセ
ス許可を委任するロールの作成 (p. 258)」を参照してください。

混乱する代理問題
混乱した代理問題とは、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。これを防ぐために、サード
パーティー (クロスアカウント) や 他の AWS サービス (クロスサービス)に対して、お客様のアカウント内
のリソースへのアクセス権を提供してしまった場合に、お客様のアカウントの保護に役立つツールを AWS 
が提供します。

お客様の AWS リソースへのアクセス権をサードパーティーに付与 (委任) することが必要になる場合があ
ります。例えば、Example Corp という第三者企業を雇って、コストを最適化するためにお客様の AWS ア
カウント をモニタリングする業務を依頼するとします。Example Corp がお客様の毎日の支出を追跡する
には、お客様の AWS リソースにアクセスする必要があります。また、Example Corp は他の顧客につい
て他の多くの AWS アカウント をモニタリングしています。IAM ロールを使用して AWS アカウント と 
Example Corp アカウントと間の信頼関係を確立できます。このシナリオで重要なのは、オプションの情
報としての外部 ID です。この ID を IAM ロールの信頼ポリシーで使用することで、ロールを引き受けるこ
とができるユーザーを指定できます。外部 ID の最も重要な機能は、混乱した代理問題の防止と対処です。

AWS では、サービス間でのなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間で
のなりすましは、1 つのサービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び
出すときに発生する可能性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可される
べきではない方法でその許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される
場合があります。

クロスアカウントでの混乱した代理

次の図は、クロスアカウントでの「混乱した代理」問題を示しています。

このシナリオでは、次のことを前提としています。

• AWS1 はあなたの AWS アカウント。
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• AWS1:ExampleRole は、お客様のアカウントのロールである。このロールの信頼ポリシーは、Example 
Corp の AWS アカウントを、ロールを引き受けることができるアカウントとして指定することによっ
て、Example Corp を信頼しています。

次の状況が発生します。

1. お客様は、Example Corp のサービスの使用を開始するとき、AWS1:ExampleRole の ARN を Example 
Corp に提供します。

2. Example Corp はそのロールの ARN を使用して、お客様の AWS アカウント のリソースにアクセスする
ために必要な一時的なセキュリティ認証情報を入手します。この方法では、お客様に代わって操作を実
行できる "代理" として Example Corp を信頼します。

3. 別の AWS ユーザーも Example Corp のサービスを利用し始め、このユーザーも AWS1:ExampleRole
の ARN を Example Corp が使用できるように提供するとします。この別のユーザーは、秘密ではない
AWS1:ExampleRole を知った、または推測した可能性があります。

4. その別のユーザーが Example Corp に自分のアカウントの AWS リソース (そう自称しているリソース) 
へのアクセスを依頼すると、Example Corp は AWS1:ExampleRole を使用してお客様のアカウントのリ
ソースにアクセスします。

このようにして、その別のユーザーはお客様のリソースに不正にアクセスできます。Example Corp は、
この別のユーザーによって操られ、無意識にお客様のリソースにアクセスしたため、"混乱した代理" にな
ります。

Example Corp は、ロールの信頼ポリシーに ExternalId の条件の確認を含めることを必須とすること
で、「混乱した代理」問題に対応できます。Example Corp は、顧客ごとに一意の ExternalId 値を生
成して、ロールを引き受けるリクエストでその値を使用します。ExternalId 値は、Example Corp の
顧客の間で一意でなければならず、Example Corp の顧客ではなく、Example Corp によって管理されま
す。そのため、外部 ID は Example Corp から取得するものであり、自分では用意できません。これによ
り、Example Corp が混乱した代理人になることを防ぎ、別のアカウントの AWS リソースへのアクセスを
許可してしまうことを防ぎます。

このシナリオでは、Example Corp がお客様に割り当てた一意の ID は 12345 であり、もう一方のお客様に
割り当てた ID は 67890 であるとします。これらの ID は、このシナリオで使用することのみを目的として
いるため、簡略化されています。通常、これらの ID は GUID です。これらの ID が Example Corp の顧客
の間で一意であることを考慮すると、これらの値を外部 ID として使用することは賢明です。

Example Corp はお客様に 12345 という外部 ID 値を提供します。お客様は、Condition 値が 12345 であ
ることを必須とする以下のような sts:ExternalId 要素をロールの信頼ポリシーに追加する必要があり
ます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "AWS": "Example Corp's AWS Account ID" 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "StringEquals": { 
        "sts:ExternalId": "12345" 
      } 
    } 
  }
}

このポリシーの Condition 要素により、AssumeRole API 呼び出しに 12345 という外部 ID 値が含まれてい
る場合にのみ Example Corp はロールを引き受けることができます。Example Corp は、顧客に代わって
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ロールを引き受けるたびに、その顧客の外部 ID 値を AssumeRole 呼び出しに含めます。別の顧客がお客
様の ARN を Example Corp に提供した場合でも、Example Corp が AWS へのリクエストに含める外部 ID 
を顧客がコントロールすることはできません。これにより、権限のない顧客がお客様のリソースにアクセ
スすることを防止できます。

次の図は、このプロセスを示したものです。

1. 前述と同様に、お客様は、Example Corp のサービスを利用し始めるとき、AWS1:ExampleRole の ARN 
を Example Corp に提供します。

2. Example Corp がそのロールの ARN を使用して AWS1:ExampleRole ロールを引き受けると
き、Example Corp は AssumeRole API コールにお客様の外部 ID (12345) を含めます。この外部 ID は
ロールの信頼ポリシーと一致するため、AssumeRole API 呼び出しは正常に実行され、Example Corp 
はお客様の AWS アカウント のリソースにアクセスするための一時的なセキュリティ認証情報を取得し
ます。

3. 別の AWS ユーザーも Example Corp のサービスを利用し始め、先ほどと同様、このユーザーも
AWS1:ExampleRole の ARN を Example Corp が使用できるように提供するとします。

4. しかし、今回は、Example Corp が AWS1:ExampleRole ロールを引き受けるとき、もう一方のお客様
に関連付けられている外部 ID (67890) が提供されます。その別の顧客がこの ID を変更することはでき
ません。Example Corp がこれを行うのは、ロールを使用するリクエストがもう一方のお客様から来た
からであり、67890 は Example Corp が業務を遂行する環境を示すからです。お客様は自身の外部 ID 
(12345) を使用する条件を AWS1:ExampleRole の信頼ポリシーに追加したため、AssumeRole API コー
ルは失敗します。別の顧客がお客様のアカウントのリソースに不正にアクセスすることが防止されます 
(図の赤色の「X」で示しています)。

外部 ID により、Example Corp が他の顧客によって操られ、無意識にお客様のリソースにアクセスするこ
とを防止します。

サービス間の混乱した代理の防止
リソースベースのポリシー内では aws:SourceArn および aws:SourceAccount のグローバル条件コ
ンテキストキーを使用して、サービスが持つ特定のリソースへのアクセス許可を制限することをお勧め
します。クロスサービスのアクセスにリソースを 1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を
使用します。クロスサービスが使用できるように、アカウント内の任意のリソースを関連づけたい場合
は、aws:SourceAccount を使用します。

混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースベースポリシー内のリソースの完
全な ARN を指定しながら、グローバル条件コンテキストキー aws:SourceArn を使用することです。
リソースの完全な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバル条件コンテ
キストキー aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード (*) を使用します。例え
ば、arn:aws:servicename:*:123456789012:* です。

aws:SourceArn の値に Amazon S3 バケット ARN などのアカウント ID が含まれていない場合は、両方
のグローバル条件コンテキストキーを使用して、アクセス許可を制限する必要があります。

AWS Security Token Service のクロスサービスでの混乱した代理の防止

AWS の多くのサービスでは、ロールを使用して、ユーザーに代わって該当サービスが他のサービスのリ
ソースにアクセスすることを許可する必要があります。サービスがお客様に代わってアクションを実行す
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るために引き受けるロールは、サービスロール (p. 185)と呼ばれます。ロールには 2 つのポリシーが必
要です。ロールを引き受けることができるプリンシパルを指定する、ロールの信頼ポリシーと、ロールで
実行できる操作を指定する、アクセス許可ポリシーです。IAM においては、ロールの信頼ポリシーがリ
ソースベースのポリシーの唯一のタイプです。その他の AWS サービスには、Amazon S3 バケットポリ
シーなどのリソースベースのポリシーがあります。

サービスがユーザーに代わってロールを引き受ける場合、サービスプリンシパルが sts:AssumeRole
アクションを実行できるように、ロールの信頼ポリシーで許可されている必要があります。サービス
が sts:AssumeRole を呼び出すとき、ロールのアクセス許可ポリシーで許可されているリソースに、
サービスプリンシパルがアクセスするために使用する、一時的なセキュリティー認証情報のセット
を、AWS STS が返します。アカウント内でサービスがロールを引き受ける場合は、ロール信頼ポリシー
に aws:SourceAccount または aws:SourceArn のグローバル条件コンテキストキーを含めることで、
期待するリソースによって生成されたリクエストのみに、ロールのアクセスを制限できます。

例えば、AWS Systems Manager Incident Manager の場合、お客様の代わりに Incident Manager が 
Systems Manager Automation ドキュメント を実行できるように、ロールを選択する必要があります。
オートメーションドキュメントには、CloudWatch アラームまたは EventBridge イベントによって開始さ
れる、インシデントの自動化された応答プランを含めることができます。次のロール信頼ポリシーの例で
は、aws:SourceArn 条件キーを使用して、インシデントレコードの ARN をもとに、サービスロールへ
のアクセスを制限できます。応答プランリソース myresponseplan から作成されたインシデントレコー
ドのみが、このロールを使用できます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
      "Service": "ssm-incidents.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:ssm-incidents:*:111122223333:incident-
record/myresponseplan/*" 
      } 
    } 
  }
}

外部で認証されたユーザー（ID フェデレーション）へのアクセ
スの許可
社内のディレクトリなど、AWS 以外の ID をユーザーがすでに持っているとします。それらのユーザーが 
AWS リソースを使用する (または、それらのリソースにアクセスするアプリケーションを使用する) 必要
がある場合、それらのユーザーには AWS セキュリティ認証情報も必要です。IAM ロールを使用して、ID 
が組織または第三者のプロバイダー (IdP) からフェデレーションされたユーザーのアクセス許可を指定で
きます。

Amazon Cognito を使用したモバイルまたはウェブベースのアプリのユーザーの
フェデレーション

AWS リソースにアクセスするモバイルまたはウェブベースのアプリを作成する場合、アプリが AWS にプ
ログラムによるリクエストを送るには認証情報が必要になります。ほとんどのモバイルアプリケーション
のシナリオでは、Amazon Cognito の使用をお勧めします。このサービスを AWS Mobile SDK for iOS およ
び AWS Mobile SDK for Android and Fire OS で使用して、ユーザーの一意のIDを作成し、AWS リソース
への安全なアクセスのためにユーザーを認証できます。Amazon Cognito では、次のセクションに示され
ているのと同じ ID プロバイダーがサポートされます。さらに、開発者が認証した ID と認証されていない 
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(ゲスト) アクセスもサポートされます。また、Amazon Cognito には、ユーザーがデバイスを変えてもデー
タが保持されるように、ユーザーデータを同期するための API オペレーションも用意されています。詳細
については、「モバイルアプリのための Amazon Cognito の使用 (p. 200)」を参照してください。

パブリック ID サービスプロバイダーまたは OpenID Connect を使用したユー
ザーのフェデレーション

可能な限り、モバイルおよびウェブベースのアプリケーションシナリオで Amazon Cognito を使用
してください。Amazon Cognito は、パブリック ID プロバイダーサービスを使用する際の裏方作業
をほとんど行います。同じサードパーティのサービスで機能し、また匿名サインインもサポートし
ています。ただし、より高度なシナリオでは、OpenID Connect (OIDC) と互換性がある Login with 
Amazon、Facebook、Google、その他 IdP でのログインなど、サードパーティのサービスを直接使用で
きます。これらのサービスを使用したウェブ ID フェデレーションの使用についての詳細は、「ウェブ ID 
フェデレーションについて (p. 200)」を参照してください。

SAML 2.0 を使用したユーザーのフェデレーション

組織が既に SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0) をサポートする ID プロバイダーソフト
ウェアパッケージを使用している場合、ID プロバイダー (IdP) としての組織と、サービスプロバイダーと
しての AWS との間に信頼を作成できます。その後、SAML を使用して、AWS Management Console へ
のフェデレーティッドシングルサインオン (SSO) または AWS API オペレーションを呼び出すためのフェ
デレーションアクセスをユーザーに許可できます。たとえば、社内で Microsoft Active Directory と Active 
Directory Federation Services を使用している場合は、SAML 2.0 を使用してフェデレーションが可能で
す。SAML 2.0 を使用したユーザーのフェデレーション方法の詳細については、「SAML 2.0 ベースのフェ
デレーションについて (p. 206)」を参照してください。

カスタム ID ブローカーアプリケーションを作成するユーザーのフェデレーショ
ン

ID ストアに SAML 2.0 との互換性がない場合、カスタム ID ブローカーアプリケーションを作成して同じ
ような機能を実行できます。ブローカーアプリケーションはユーザーを認証し、そのユーザー用に一時
的な認証情報を AWS に要求して、それをユーザーに提供し AWS リソースにアクセスできるようにしま
す。

たとえば、Example Corp. には、会社の AWS リソースにアクセスする社内アプリケーションを実行する
必要のある従業員が多数います。従業員は、会社の ID および認証システムに既に ID があり、従業員ごと
に別の IAM ユーザーを作成することは望ましくありません。

Bob は Example Corp の開発者です。Example Corp の社内アプリケーションで会社の AWS リソースにア
クセスできるようにするために、カスタム ID ブローカーアプリケーションを開発しています。このアプリ
ケーションは、従業員が Example Corp. の既存の ID および認証システムにサインインしていることを確
認します。これには、LDAP や Active Directory などのシステムを使用している可能性があります。ID ブ
ローカーアプリケーションは、従業員の一時的なセキュリティ認証情報を取得します。このシナリオは、
前のシナリオ（カスタム認証システムを使用するモバイルアプリ）に似ています。ただし、AWS リソース
にアクセスする必要のあるアプリケーションはすべて企業ネットワーク内で実行され、会社には既存の認
証システムがあります。

一時的なセキュリティ認証情報を取得するために、ID ブローカーアプリケーションは、ユーザーのポリ
シーの管理方法と一時的な認証情報の有効期限に応じて、AssumeRole または GetFederationToken
を呼び出して、一時的なセキュリティ認証情報を取得します (これらの API オペレーションの違いの詳細
については、「IAM の一時的な認証情報 (p. 355)」および「一時的なセキュリティ認証情報のアクセス権
限を制御する (p. 371)」を参照してください)。この呼び出しは、AWS アクセスキー ID、シークレット
アクセスキー、およびセッショントークンで構成される一時的なセキュリティ認証情報を返します。ID ブ
ローカーアプリケーションは、これらの一時的なセキュリティ認証情報を社内アプリケーションで使用で
きるようにします。アプリは、一時的な認証情報を使用して AWS を直接呼び出すことができます。アプ
リは、認証情報をキャッシュし、有効期限が切れると、新しい一時的な認証情報をリクエストします。こ
のシナリオを以下に図で示します。
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このシナリオには次の属性があります。

• ID ブローカーアプリケーションには、一時的なセキュリティ認証情報を作成するために IAM のトークン
サービス (STS) API にアクセスする権限があります。

• ID ブローカーアプリケーションが、従業員が既存の認証システム内で認証されていることを確認できま
す。

• ユーザーは、AWS マネジメントコンソールへのアクセスを与える一時的な URL を入手できます（これ
はシングルサインオンと呼ばれています）。

このシナリオで説明されているIDブローカーアプリケーションに類似したサンプルアプリケーションを表
示するには、AWS サンプルコードとライブラリの アクティブディレクトリユースケースのIDフェデレー
ションサンプルアプリケーション にアクセスしてください。一時的なセキュリティ認証情報の作成方法の
詳細については、「一時的なセキュリティ認証情報のリクエスト (p. 357)」を参照してください。AWS 
マネジメントコンソールへのアクセスを取得するフェデレーションユーザーの詳細については、「SAML 
2.0 フェデレーティッドユーザーが AWS Management Consoleにアクセス可能にする (p. 232)」を参照
してください。

ID プロバイダーとフェデレーション
既にユーザー ID を AWS の外で管理している場合、AWS アカウント に IAM ユーザーを作成する代わり
に、IAM ID プロバイダーを利用できます。ID プロバイダー (IdP) を使用すると、AWS の外部のユーザー 
ID を管理して、これらの外部ユーザー ID にアカウント内の AWS リソースに対するアクセス許可を与え
ることができます。これは、会社に既に企業ユーザーディレクトリなどの独自の ID システムがある場合に
便利です。また、AWS リソースへのアクセスが必要なモバイルアプリやウェブアプリケーションを作成す
る場合にも便利です。

IAM ID プロバイダーを使用すると、カスタムサインインコードを作成したり独自のユーザー ID を管理し
たりする必要がありません。IdP では、これらを行うための環境が用意されています。外部ユーザーは、
よく知られた IdP (例: Login with Amazon、Facebook、Google) を使用してサインインします。これらの外
部 ID に、アカウントの AWS リソースを使用するアクセス許可を与えることができます。IAM ID プロバ
イダーは、アクセスキーなどの長期的セキュリティ認証情報をアプリケーションに配布したり組み込んだ
りする必要がないので、AWS アカウント の安全性の維持に役立ちます。
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IdP を使用するには、IAM ID プロバイダーエンティティを作成して、AWS アカウント と IdP の間に
信頼関係を確立します。IAMは、OpenID Connect (OIDC) または SAML 2.0 (Security Assertion Markup 
Language 2.0) と互換性のある IdP をサポートします。これら IdP の AWS での使用についての詳細は、
以下のセクションを参照してください。

• ウェブ ID フェデレーションについて (p. 200)
• SAML 2.0 ベースのフェデレーションについて (p. 206)

IAM ID プロバイダーエンティティを作成して、互換性のある IdP と AWS 間で信頼関係を確立する方法の
詳細については、「IAM ID プロバイダーの作成 (p. 210)」を参照してください。

ウェブ ID フェデレーションについて
モバイルデバイスで実行され、Amazon S3 および DynamoDB を使用してプレイヤーとスコアの情報を保
存するゲームのような、AWS リソースにアクセスするモバイルアプリを作成しているとします。

このようなアプリを記述する場合、AWS アクセスキーで署名する必要がある AWS サービスに対してリ
クエストを実行します。ただし、暗号化されたストアであっても、ユーザーがデバイスにダウンロード
するアプリに長期の AWS 認証情報を埋め込んだり配信したりしないことを強くお勧めします。代わり
に、ウェブ ID フェデレーションを使用して、必要に応じて一時的な AWS セキュリティ認証情報を動的に
要求するようにアプリを構築します。提供される一時的な認証情報は、モバイルアプリケーションで必要
とされるタスクの実行に必要なアクセス許可のみを持つ AWS ロールにマッピングされます。

ウェブ ID フェデレーションを使用すると、カスタムサインインコードを作成したり独自のユーザー ID を
管理したりする必要はありません。その代わりに、アプリのユーザーは、よく知られている外部 ID プロバ
イダー (IdP) (例: Login with Amazon、Facebook、Google などの OpenID Connect (OIDC) 互換の IdP) を
使用してサインインすることができます。認証トークンを受け取ったら、そのトークンを AWS アカウン
ト のリソースを使用するためのアクセス許可を持つ IAM ロールにマッピングし、AWS の一時的セキュリ
ティ認証情報に変換することができます。IdP を使用すると、アプリケーションで長期的なセキュリティ
認証情報を埋め込んで配布する必要がないため、AWS アカウント の安全性の維持に役立ちます。

ほとんどのシナリオでは、Amazon Cognito を使用することをお勧めします。Amazon Cognito は ID ブ
ローカーとして機能し、ユーザーの代わりに多くのフェデレーション作業を行うからです。詳細について
は、以下のセクション「モバイルアプリのための Amazon Cognito の使用 (p. 200)」を参照してくださ
い。

Amazon Cognito を使用しない場合は、コードを記述して、ウェブ IdP (例: Facebook) とやり取り
し、AssumeRoleWithWebIdentity API を呼び出して、これらの IdP から取得した認証トークンを一時
的な AWS セキュリティ認証情報と交換する必要があります。既存のアプリで既にこのアプローチを使用
している場合は、それを使い続けることができます。

トピック
• モバイルアプリのための Amazon Cognito の使用 (p. 200)
• モバイルアプリへのウェブ ID フェデレーション API オペレーションの使用 (p. 202)
• ウェブ ID フェデレーションを使用したユーザーの識別 (p. 204)
• ウェブアイデンティティフェデレーションに関するその他のリソース (p. 205)

モバイルアプリのための Amazon Cognito の使用

ウェブ ID フェデレーションの推奨される使い方は、Amazon Cognito を使用することです。たとえば、
開発者の Adele は、モバイルデバイス用のゲームを開発しています。スコアやプロファイルのようなユー
ザーデータは Amazon S3 と Amazon DynamoDB に保存します。Adele はこのデータを 1 台のデバイスに
ローカルで保存して、Amazon Cognito を使って他のデバイス間で同期を取ることもできます。セキュリ
ティおよびメンテナンス上の理由により、長期的な AWS セキュリティ認証情報をこのゲームで配布する
ことはできません。また、このゲームが多数のユーザーを集めることもわかっています。以上のような理
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由から、IAM でプレーヤーごとに新しいユーザー ID を作成することはしません。代わりに、ユーザーが
よく知られた外部 ID プロバイダー (IdP) (Login with Amazon、Facebook、Google など) や任意の OpenID 
Connect (OIDC) 互換の IdP ですでに確立した ID を使用してサインインできるようにゲームを開発しま
す。ゲームでは、このようなプロバイダーの認証メカニズムを活用して、ユーザーの ID を検証できます。

モバイルアプリから自分の AWS リソースにアクセスできるようにするために、Adele はまず自分の選
択した IdP に開発者 ID を登録します。また、これらのプロバイダーそれぞれについてアプリケーショ
ンを設定します。ゲーム用の Amazon S3 バケットおよび DynamoDB テーブルを含む AWS アカウント 
で、Amazon Cognito を使用して、ゲームに必要なアクセス許可を厳密に定義する IAM ロールを作成しま
す。OIDC IdP を使用している場合は、IAM OIDC ID プロバイダーのエンティティも作成して、AWS アカ
ウント 内の Amazon Cognito ID プールと IdP の間に信頼を確立します。

アプリのコードでは、前の手順で設定した IdP のサインインインターフェイスを呼び出します。IdP が
ユーザーのサインイン操作をすべて処理し、アプリは OAuth アクセストークンまたは OIDC ID トークン
をプロバイダーから取得します。アプリは、この認証情報を、AWS アクセスキー ID、シークレットアク
セスキー、およびセッショントークンで構成される一時的セキュリティ認証情報のセットと交換できま
す。その後、アプリはこれらの認証情報を使用して、AWS によって提供されるウェブサービスにアクセス
できます。アプリは、引き受けるロールで定義されているアクセス権限に制限されます。

以下の図は、この処理の流れを単純化して示しており、IdP として Login with Amazon を使用していま
す。ステップ 2 については、アプリで、Facebook、Google、その他の OIDC 互換 IdP を利用することも
できますが、この図には示していません。

1. 顧客はモバイルデバイスでアプリを起動します。アプリはユーザーにサインインするように求めます。
2. アプリは Login with Amazon を使用して、ユーザーの認証情報を承認します。
3. このアプリは Amazon Cognito API オペレーションの GetId と GetCredentialsForIdentity を

使用して、Login with Amazon ID トークンを Amazon Cognito トークンに置き換えます。Login with 
Amazon プロジェクトを信頼するように設定されている Amazon Cognito は、一時的なセッション認証
情報として AWS STS と交換するトークンを生成します。

4. このアプリで Amazon Cognito から一時的なセキュリティ認証情報を受信します。
また、アプリは Amazon Cognito のベーシック (クラシック) ワークフローを使用し
て、AssumeRoleWithWebIdentity を使用する AWS STS からトークンを取得します。詳細について
は、「Amazon Cognito 開発者ガイド」の「ID プール (フェデレーション ID) 認証フロー」を参照して
ください。
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5. アプリは一時的なセキュリティ証明書を使用して、アプリの動作に必要ないずれの AWS リソースにも
アクセスできます。一時的なセキュリティ証明書に関連付けられたロールとその割り当てられたポリ
シーによって、アクセス可能なリソースが決まります。

以下のプロセスに従って、Amazon Cognito を使用してユーザーを認証してアプリに AWS リソースに対す
るアクセス許可を付与するように、アプリを設定します。このシナリオを実行するための具体的な手順に
ついては、Amazon Cognito のドキュメントを参照してください。

1. (オプション) Login with Amazon、Facebook、Google、または他の任意の OpenID Connect (OIDC) 
互換 IdP で開発者としてサインアップし、プロバイダーで 1 つ以上のアプリを設定します。Amazon 
Cognito ではユーザーの認証されていない (ゲスト) アクセスがサポートされているので、この手順はオ
プションです。

2. AWS Management Console の Amazon Cognito に移動します。Amazon Cognito ウィザードを使用し
て ID プールを作成します。これは、アプリのために Amazon Cognito がエンドユーザー ID を整理して
おくために使用するコンテナです。ID プールは、アプリ間で共有できます。ID プールをセットアップ
すると、Amazon Cognito ユーザーのアクセス許可を定義する 1 つまたは 2 つの IAM ロールが Amazon 
Cognito によって作成されます (1 つは認証された ID 用、2 つ目は認証されていない「ゲスト」ID 用)。

3. AWS Amplify をアプリと統合して、Amazon Cognito の使用に必要なファイルをインポートします。
4. ID プールの ID、AWS アカウント 番号、および ID プールに関連付けたロールの Amazon リソース

ネーム (ARN) を渡して、Amazon Cognito 認証情報プロバイダーのインスタンスを作成します。AWS 
Management Console の Amazon Cognito ウィザードによって、作業の開始に役立つサンプルコードが
提供されます。

5. アプリが AWS リソースにアクセスするときに、認証情報プロバイダーインスタンスをクライアントオ
ブジェクトに渡します。このオブジェクトが一時的なセキュリティ認証情報をクライアントに渡しま
す。認証情報のアクセス権限は、前に定義したロールに基づいています。

詳細については、次を参照してください。

• AWS Amplify Framework Documentation に (Android) でサインインします。
• AWS Amplify Framework Documentation に (iOS) でサインインします。

モバイルアプリへのウェブ ID フェデレーション API オペレーションの使用

最良の結果を得るには、ほぼすべてのウェブ ID フェデレーションシナリオで Amazon Cognito を認証ブ
ローカーとして使用してください。Amazon Cognito は使いやすく、匿名 (認証されていない) アクセスの
ような追加機能が用意されていて、複数のデバイスおよびプロバイダーにわたってユーザーデータが同期
されます。ただし、手動で AssumeRoleWithWebIdentity API を呼び出すことによってウェブ ID フェ
デレーションを使用するアプリを既に作成してある場合は、それを使用し続けることができ、アプリは引
き続き正常に動作します。

Note

ウェブ ID フェデレーションの仕組みを理解する一助として、Web Identity Federation Playground
を利用できます。」は、インタラクティブなウェブサイトで、Login with Amazon、Facebook、
または Google を介して認証を行い、一時的なセキュリティ認証情報を取得し、その認証情報を
使用して AWS にリクエストを行うプロセスを体験できます。

Amazon Cognito を使用せずに WebID フェデレーションを使用するプロセスは、次の一般的な概要に従い
ます。

1. 外部 ID プロバイダー (IdP) に開発者としてサインアップし、IdP に対してアプリを設定して、アプリ
の一意の ID を受け取ります。（異なる IdP は、このプロセスに異なる用語を使用します。この概要で
は、IdP を使用してアプリを識別するプロセスに configure (設定)  という用語を使用します。） 各 IdP 
からはそれぞれ固有のアプリ ID を受け取るため、複数の IdP に対して同じアプリを設定した場合、ア
プリには複数のアプリ ID が与えられます。プロバイダーごとに複数のアプリを設定できます。
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以下の外部リンクで、一般的ないつくかの ID プロバイダー (IdP) の利用方法に関する情報を入手できま
す。
• Login with Amazon 開発者センター
• Facebook 開発者サイトの「アプリまたはウェブサイトに Facebook ログインを追加する」
• Google 開発者サイトの「ログインでの OAuth 2.0 の使用 (OpenID Connect) 」

Important

Google、Facebook、または Amazon Cognito の OIDC IDプロバイダーを使用する場合
は、AWS Management Console に個別の IAM ID プロバイダーを作成しないでください。AWS 
にはこれらの OIDC IDプロバイダーが組み込まれており、使用できます。次の手順をスキップ
して、ID プロバイダーを使用して新しいロールの作成に直接移動します。

2. OIDC と互換性のある Google、Facebook、または Amazon Cognito 以外の IdP を使用する場合
は、IAM ID プロバイダーのエンティティを作成します。

3. IAM で、1 つ以上のロールを作成します (p. 264)。ロールごとに、だれがそのロールを引き受ける
ことができるか（信頼ポリシー）、アプリのユーザーがどのアクセス権限を持つか（アクセス権限
ポリシー）を定義します。通常は、アプリがサポートする IdP ごとに 1 つのロールを作成します。
たとえば、ユーザーが Login with Amazon を使用してサインインするアプリで想定されるロール、
ユーザーが Facebook を使用してサインインする同じアプリの 2 つ目のロール、およびユーザーが 
Google を使用してサインインするアプリの 3 つ目のロールを作成します。信頼関係の確立用に、IdP 
(Amazon.com など) を Principal (信頼されるエンティティ) として指定し、IdP 提供のアプリ ID と一
致する Condition を含めます。異なるプロバイダーのロールの例は、サードパーティー ID プロバイ
ダー (フェデレーション) 用のロールの作成 (p. 264)で説明されています。

4. アプリケーションで、IdP に対してユーザーを認証します。この具体的な方法は、どの IdP を使用して
いるか (Login with Amazon、Facebook、または Google)、どのプラットフォームでアプリを実行してい
るかの両方によって変わります。たとえば、Android アプリと iOS アプリや JavaScript ベースのウェブ
アプリとでは、認証方法が異なることがあります。

一般的に、ユーザーがまだサインインしていない場合、IdP はサインインページを表示するように対処
します。IdP はユーザーを認証した後、ユーザーに関する情報と共に認証トークンをアプリに返しま
す。含まれる情報は、IdP が公開する情報と、ユーザーが共有する情報によって異なります。この情報
はアプリで利用できます。

5. アプリで、アプリで、AssumeRoleWithWebIdentity アクションを署名なしで呼び出して、一時的な
セキュリティクレデンシャルをリクエストします。リクエストでは、IdP の認証トークンを渡し、その 
IdP 用に作成した IAM ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。AWS は、トークンが信
頼されていて有効であることを確認します。確認できた場合、リクエストで指定したロールのアクセス
許可が割り当てられた一時的セキュリティ認証情報をアプリに返します。応答には、IdP がユーザーに
関連付けた一意のユーザー ID など、ユーザーに関する IdP からのメタデータも含まれます。

6. AssumeRoleWithWebIdentity レスポンスからの一時的セキュリティ認証情報を使用して、アプリか
ら AWS API オペレーションへの署名付きリクエストを行います。IdP からのユーザー ID を使用してア
プリでユーザーを区別できます—たとえば、ユーザー ID をプレフィックスまたはサフィックスとして
含む Amazon S3 フォルダにオブジェクトを配置できます。これにより、そのフォルダをロックするア
クセス制御ポリシーを作成して、その ID を持つユーザーに対してのみフォルダへのアクセスを許可で
きます。詳細については、このトピックで後述する「ウェブ ID フェデレーションを使用したユーザー
の識別 (p. 204)」を参照してください。

7. アプリで一時的なセキュリティ認証情報がキャッシュに格納されるようにすることで、アプリから 
AWS へのリクエストがあるたびに、新しい証明書を取得する必要がなくなります。デフォルトで、認
証情報は 1 時間有効です。認証情報が失効すると (または失効前に)、AssumeRoleWithWebIdentity
を呼び出して新しい 1 組の一時的なセキュリティ認証情報を取得します。IdP とそのトークンの管理
方法によっては、AssumeRoleWithWebIdentity を新しく呼び出す前に、IdP のトークンを更新す
る必要があります。IdP のトークンも通常は一定期間後に失効するためです。AWS SDK for iOS また
は AWS SDK for Android を使用する場合は、AmazonSTSCredentialsProvider アクションを使用できま
す。このアクションは IAM の一時的な認証情報を管理し、必要に応じて更新します。
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ウェブ ID フェデレーションを使用したユーザーの識別

IAM でアクセスポリシーを作成するときに、設定されたアプリと、外部 ID プロバイダー (IdP) を使用して
認証されたユーザーの ID に基づいてアクセス権限を指定できると、便利です。たとえば、ウェブ ID フェ
デレーションを使用するモバイルアプリは、次のような形式で Amazon S3 に情報を保存することができ
ます。

myBucket/app1/user1
myBucket/app1/user2
myBucket/app1/user3
...
myBucket/app2/user1
myBucket/app2/user2
myBucket/app2/user3
...

また、さらに、これらのパスをプロバイダー別に区別することもできます。その場合、形式は次のように
なります（場所をとらないように 2 つのプロバイダーだけを示します）。

myBucket/Amazon/app1/user1
myBucket/Amazon/app1/user2
myBucket/Amazon/app1/user3
...
myBucket/Amazon/app2/user1
myBucket/Amazon/app2/user2
myBucket/Amazon/app2/user3

myBucket/Facebook/app1/user1
myBucket/Facebook/app1/user2
myBucket/Facebook/app1/user3
...
myBucket/Facebook/app2/user1
myBucket/Facebook/app2/user2
myBucket/Facebook/app2/user3
...

この形式では、app1 と app2 は、ゲームなどの異なるアプリを表し、アプリのユーザーごとに個別
のフォルダが作成されます。app1 と app2 の値は、ユーザーが割り当てたわかりやすい名前 (たとえ
ば、mynumbersgame) でも、アプリを設定したときにプロバイダーが割り当てたアプリ ID でもかまいま
せん。パスにプロバイダー名を含める場合は、それも Cognito、Amazon、Facebook、Google のよう
な、わかりやすい名前にできます。

アプリケーション名は静的な値であるため、通常、AWS Management Console を使って app1 と app2
用のフォルダーを作成できます。プロバイダー名も静的な値であるため、これはプロバイダー名をパス
に含める場合も同様です。これに対して、ユーザー固有のフォルダー (user1、user2、user3 など) 
は、AssumeRoleWithWebIdentity にリクエストして返された SubjectFromWebIdentityToken 値
にあるユーザー ID を使用して、実行時にアプリ側で作成する必要があります。

個々のユーザーにリソースへの排他的アクセスを許可するポリシーを作成するには、アプリ名およびプロ
バイダー名も含めて（使用している場合）、完全に一致するフォルダー名を使用します。続いて、プロバ
イダーから返されるユーザー ID を参照する、次のようなプロバイダー固有のコンテキストキーの値を含め
ます。

• cognito-identity.amazonaws.com:sub

• www.amazon.com:user_id

• graph.facebook.com:id

• accounts.google.com:sub
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OIDC プロバイダーの場合は、以下の例のように、OIDC プロバイダーの完全修飾 URL とサブコンテキス
トキーを使用します。

• server.example.com:sub

次の例は、バケットのプレフィックスが文字列に一致する場合にのみ、Amazon S3 のバケットへのアクセ
スを許可するアクセス許可ポリシーを示します。

myBucket/Amazon/mynumbersgame/user1

この例では、ユーザーが Login with Amazon を使用してサインインし、mynumbersgame というをアプリ
を使用していると仮定しています。ユーザーの一意の ID は、user_id と呼ばれる属性として表示されま
す。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::myBucket"], 
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["Amazon/mynumbersgame/
${www.amazon.com:user_id}/*"]}} 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:DeleteObject" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::myBucket/amazon/mynumbersgame/${www.amazon.com:user_id}", 
        "arn:aws:s3:::myBucket/amazon/mynumbersgame/${www.amazon.com:user_id}/*" 
      ] 
    } 
  ]
}

Amazon Cognito、Facebook、Google、または別の OpenID 接続互換 IdP を使用してサインインするユー
ザーにも同様のポリシーを作成します。これらのポリシーでは、パスの一部に別のプロバイダー名を使用
し、また別のアプリ ID を使用します。

ポリシーの条件チェックで利用可能なウェブ ID フェデレーションのキーの詳細については、「AWS ウェ
ブ ID フェデレーションで利用可能なキー (p. 1286)」を参照してください。

ウェブアイデンティティフェデレーションに関するその他のリソース

ウェブアイデンティティフェデレーションの詳細を理解するのに、次のリソースが役に立ちます。

• 「Android ガイド」の「Amplify ライブラリ」にある Amazon Cognito アイデンティティ および「Swift 
ガイド」の「Amplify ライブラリ」にある Amazon Cognito アイデンティティ

• Web Identity Federation Playground は、インタラクティブなウェブサイトで、Login with 
Amazon、Facebook、または Google を介して認証を行い、一時的セキュリティ認証情報を取得し、そ
の認証情報を使用して AWS にリクエストを行うプロセスを体験できます。

• AWS .NET開発ブログの.NET 用　AWS SDK を使用するエントリウェブ ID フェ
デレーションは、Facebook で ウェブ IDフェデレーションを使用する方法を説明
し、AssumeRoleWithWebIdentity を呼び出す方法と、その API 呼び出しからの一時的なセキュリ
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ティクレデンシャルを使用して S3 バケットにアクセスする方法を示すC＃のコードスニペットが含まれ
ています。

• 記事「モバイルアプリケーションを使用したウェブ ID フェデレーション」では、ウェブ ID フェデレー
ションについて説明し、ウェブ ID フェデレーションを使用して Amazon S3 のコンテンツにアクセスす
る例を挙げています。

SAML 2.0 ベースのフェデレーションについて
AWS は SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language) を使用した ID フェデレーションをサポートしま
す。これは、多くの ID プロバイダー (IdP) により使用されているオープンスタンダードです。この機能は
フェデレーティッドシングルサインオン (SSO) を有効にします。したがって、組織内の全員について IAM 
ユーザーを作成しなくても、ユーザーは AWS Management Console にログインしたり、AWS API オペ
レーションを呼び出したりできるようになります。SAML を使用すると、カスタム ID プロキシコードの書
き込みの代わりに IdP のサービスを使用できるため、AWS を使用してフェデレーションを構成するプロセ
スを簡素化できます。

IAM フェデレーションは次のユースケースをサポートします。

• 組織のユーザーまたはアプリケーションが AWS API オペレーションを呼び出すことを許可するフェデ
レーティッドアクセス (p. 206)。組織で生成した SAML アサーションを (認証レスポンスの一部とし
て) 使用して、一時的セキュリティ認証情報を取得します。このシナリオは、「一時的なセキュリティ
認証情報のリクエスト (p. 357)」および「ウェブ ID フェデレーションについて (p. 200)」で説明さ
れているような、IAM でサポートされている他のフェデレーションのシナリオに似ています。ただし、
認証と認可のチェックの実行時は、組織の SAML 2.0 ベースの IdP によってその詳細の多くが処理され
ます。これは、このトピックで説明するシナリオです。

• 組織から AWS Management Console へのウェブベースのシングルサインオン (SSO) (p. 232)。ユー
ザーが SAML 2.0 互換 IdP でホストされる組織のポータルにサインインして、AWS に移動するオプショ
ンを選択すると、追加でサインインの情報を入力しなくてもコンソールにリダイレクトされます。サー
ドパーティーの SAML IdP を使用してコンソールへの SSO アクセスを確立するか、外部ユーザーのコ
ンソールアクセスを有効にするカスタム IdP を作成することができます。カスタム IdP の構築の詳細に
ついては、「カスタム ID ブローカーに対する AWS コンソールへのアクセスの許可 (p. 235)」を参照
してください。

SAML ベースのフェデレーションを使用した AWS への API アクセス

自分のコンピューターからバックアップフォルダにデータをコピーする方法を従業員に提供すると仮定
します。ユーザーが、自分のコンピューターで実行できるアプリケーションを構築します。バックエンド
で、アプリケーションは S3 バケットのオブジェクトを読み書きします。ユーザーは AWS に直接アクセス
できません。代わりに、次のプロセスを使用します。
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1. 組織のユーザーが、クライアントアプリを使用して、組織の IdP に認証を要求します。
2. IdP がユーザーを組織の ID ストアに対して認証します。
3. IdP はユーザーに関する情報を使用して SAML アサーションを構築し、クライアントアプリにアサー

ションを送信します。
4. クライアントアプリが、AWS STS AssumeRoleWithSAML API を呼び出して、SAML プロバイダーの 

ARN、引き受けるロールの ARN、および IdP からの SAML アサーションを渡します。
5. API は一時的なセキュリティ認証情報を含むレスポンスをクライアントアプリに返します。
6. クライアントアプリでは、一時的なセキュリティ証明書を使用して Amazon S3 API オペレーションを

呼び出します。

SAML 2.0 ベースのフェデレーション設定の概要

前述のシナリオと図に示すように SAML 2.0 ベースのフェデレーションを使用するには、事前に組織の 
IdP と AWS アカウント を設定して相互に信頼する必要があります。この信頼を設定するための一般的な
プロセスを次の手順で説明します。組織内に、Microsoft Active Directory フェデレーションサービス (AD 
FS、Windows Server の一部)、Shibboleth など、SAML 2.0 をサポートする IdP (p. 224)、または互換性
のある他の SAML 2.0 プロバイダーを用意する必要があります。

組織の IdP と AWS が互いを信頼するように設定するには

1. 組織の IdP を使用し、サービスプロバイダー (SP) として AWS を登録します。https://region-
code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml から SAML メタデータドキュメ
ントを使用する

実行可能な region-code 値のリストについては、「AWS サインインエンドポイント」の [Region]
(リージョン) 列を参照します。

任意で、https://signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml から SAML メタ
データドキュメントが使用できます。

2. 組織の IdP を使用して、AWS の IAM ID プロバイダーとして IdP を記述できる同等のメタデータ XML 
ファイルを生成します。これには、発行元名、作成日、失効日、AWS が組織からの認証応答 (アサー
ション) を検証するために使用するキーを含める必要があります。
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3. IAM コンソールで、SAML ID プロバイダーのエンティティを作成します。このプロセスの一環とし
て、組織の IdP によって生成された SAML メタデータドキュメントを Step 2 でアップロードしま
す。詳細については、「IAM SAML ID プロバイダーの作成 (p. 219)」を参照してください。

4. IAM で、 1 つ以上の ロールを作成します。ロールの信頼ポリシーで SAML プロバイダーを、組織
と AWS 間の信頼関係を確立するプリンシパルとして設定します。ロールのアクセス許可ポリシー
は、AWS で組織のユーザーが実行できることを設定します。詳細については、「サードパーティー 
ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成 (p. 264)」を参照してください。

5. 組織の IdP で、組織のユーザーまたはグループを IAM ロールにマッピングするアサーションを定義し
ます。組織内の異なるユーザーとグループは、異なる IAM ロールにマップされている場合があること
に注意してください。マッピングを実行するための正確な手順は、使用している IdP によって異なり
ます。ユーザーのフォルダに関する Amazon S3 の前述のシナリオ (p. 206)では、すべてのユーザー
を Amazon S3 アクセス許可を提供する同じロールにマッピングすることができます。詳細について
は、「認証レスポンスの SAML アサーションを設定する (p. 227)」を参照してください。

IdP が AWS コンソールに SSO を有効にすると、コンソールセッションの最大継続時間を設定できま
す。詳細については、「SAML 2.0 フェデレーティッドユーザーが AWS Management Consoleにアク
セス可能にする (p. 232)」を参照してください。

Note

SAML 2.0 フェデレーションの AWS 実装では、IAM ID プロバイダーと AWS 間の暗号化 
SAML アサーションはサポートされていません。ただし、お客様のシステムと AWS 間のト
ラフィックは暗号化 (TLS) チャネルを介して送信されます。

6. 作成中のアプリケーションで、AWS Security Token ServiceAssumeRoleWithSAML API を呼び出
し、ステップ「Step 3」で作成した SAML プロバイダーの ARN に渡します。ロールの ARN はステッ
プ「Step 4」で作成したものとし、現在のユーザーに関する SAML アサーションは IdP から取得した
ものとします。AWS では、ロールを引き受けるリクエストは SAML プロバイダーで参照される IdP 
からのリクエストであることを確認します。

詳細については、https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/ 
API_AssumeRoleWithSAML.html API リファレンス の「AWS Security Token 
ServiceAssumeRoleWithSAML」を参照してください。

7. リクエストが成功すると、API から一時的セキュリティ認証情報一式が返され、アプリケーション
ではこれを利用して AWS に対して署名付きリクエストを作成します。前のシナリオで説明したよう
に、アプリケーションは、現在のユーザーの情報を取得し、Amazon S3 のユーザー固有のフォルダに
アクセスできます。

AWS リソースへの SAML フェデレーションアクセスを許可するロールの概要

IAM で作成したロールは、組織のどのフェデレーティッドユーザーが AWS での操作を許可されるかを定
義します。ロールの信頼ポリシーを作成するときは、前に Principal として作成した SAML プロバイ
ダーを指定します。さらに、特定の SAML 属性に一致するユーザーにのみロールへのアクセスを許可する
ように、Condition 付きの信頼ポリシーのスコープを設定できます。たとえば、次のサンプルポリシー
に示されているように、 (https://openidp.feide.no によってアサートされるように) SAML の所属が staff
であるユーザーのみロールにアクセスできるように指定できます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/
ExampleOrgSSOProvider"}, 
    "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML", 
    "Condition": { 
      "StringEquals": { 
        "saml:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml", 
        "saml:iss": "https://openidp.feide.no" 
      }, 
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      "ForAllValues:StringLike": {"saml:edupersonaffiliation": ["staff"]} 
    } 
  }]
}

ポリシーでチェック可能な SAML キーの詳細については、「SAML ベースの AWS STS フェデレーション
に利用可能なキー (p. 1289)」を参照してください。

https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml で saml:aud 属
性のリージョナルエンドポイントを含めることができます。実行可能な region-code 値のリストについ
ては、「AWS サインインエンドポイント」の [Region] (リージョン) 列を参照します。

ロールのアクセス許可ポリシーでは、ロールに付与するアクセス許可を自由に指定します。たとえば、組
織のユーザーが Amazon Elastic Compute Cloud インスタンスを管理できる場合、AmazonEC2FullAccess
管理ポリシーのように、アクセス許可ポリシーで明示的に Amazon EC2 アクションを許可します。

SAML ベースのフェデレーションでユーザーを一意に識別する

IAM でアクセスポリシーを作成するときに、ユーザーの ID に基づいてアクセス許可を指定できると、便利
です。たとえば、SAML を使用してフェデレーションされたユーザーの情報は、アプリケーションで以下
のような構造体を使用して Amazon S3 に保存することをお勧めします。

myBucket/app1/user1
myBucket/app1/user2
myBucket/app1/user3

バケット (myBucket) およびフォルダ (app1) は静的な値であるため、Amazon S3 コンソールまたは 
AWS CLI で作成できます。ただし、ユーザー固有のフォルダ (user1、user2、user3 など) は、ユー
ザーが最初にフェデレーションプロセスを通してサインインするまでユーザーを特定する値がわからない
ため、実行時にコードを使用して作成する必要があります。

リソース名の一部としてユーザー固有の詳細を参照するポリシーを記述するには、ユーザー ID がポリ
シー条件で使用できる SAML キーで利用可能である必要があります。IAM ポリシーで使用する SAML 
2.0 ベースのフェデレーションでは、次のキーを使用できます。以下のキーによって返される値を使用し
て、Amazon S3 フォルダなどのリソースの一意のユーザー ID を作成できます。

• saml:namequalifier.Issuer のレスポンス値 (saml:iss)、AWS アカウント ID および IAM の 
SAML プロバイダーのわかりやすい名前 (ARN の最後の部分) の文字列を連結したハッシュ値。アカウン
ト ID および SAML プロバイダーのわかりやすい名前の連結はキー saml:doc として、IAM のポリシー
で使用できます。アカウント ID とプロバイダー名は、「123456789012/provider_name」のように「/」
で区切る必要があります。詳細については、「saml:doc」の SAML ベースの AWS STS フェデレー
ションに利用可能なキー (p. 1289) キーを参照してください。

NameQualifier と Subject の組み合わせを使用して、フェデレーティッドユーザーを一意に識別で
きます。次の擬似コードは、この値の計算方法を示します。この擬似コードで + は連結を表し、SHA1
は SHA-1 を使用してメッセージダイジェストを生成する関数を、Base64 は Base-64 でエンコードさ
れたバージョンのハッシュ出力を生成する関数を示します。

Base64 ( SHA1 ( "https://example.com/saml" + "123456789012" + "/
MySAMLIdP" ) )

SAML ベースのフェデレーションで利用可能なポリシーキーの詳細については、「SAML ベースの AWS 
STS フェデレーションに利用可能なキー (p. 1289)」を参照してください。

• saml:sub（文字列）。* これはクレームの件名です。組織内の個々のユーザーを一意に識別する値が含
まれます（例: _cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3）。

• saml:sub_type（文字列）。このキーは、persistent、transient、または SAML アサー
ションで使用されている Format および Subject 要素の完全な NameID URI とすることができま
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す。persistent の値は、すべてのセッションでユーザーの saml:sub 値が同じことを意味します。
値が transient の場合、ユーザーの saml:sub 値はセッションごとに異なります。NameID 要素の
Format 属性の詳細については、「認証レスポンスの SAML アサーションを設定する (p. 227)」を参
照してください。

以下の例は前述のキーを使用して Amazon S3 のユーザー固有のフォルダにアクセス許可を付与するた
めのアクセスポリシーを示します。ポリシーは、Amazon S3 オブジェクトが saml:namequalifier
と saml:sub の両方を含むプレフィックスを使用して特定されていることを前提としていましま
す。Condition 要素には、saml:sub_type が persistent に設定されていることを確認するテストが
含まれることに注意してください。transient" に設定されている場合、ユーザーの saml:sub 値はセッ
ションごとに異なる可能性があるため、値の組み合わせを使用してユーザー固有のフォルダを識別するこ
とはできません。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject", 
      "s3:PutObject", 
      "s3:DeleteObject" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:s3:::exampleorgBucket/backup/${saml:namequalifier}/${saml:sub}", 
      "arn:aws:s3:::exampleorgBucket/backup/${saml:namequalifier}/${saml:sub}/*" 
    ], 
    "Condition": {"StringEquals": {"saml:sub_type": "persistent"}} 
  }
}

IdP からポリシーキーにアサーションをマッピングする方法については、「認証レスポンスの SAML ア
サーションを設定する (p. 227)」を参照してください。

IAM ID プロバイダーの作成
Note

人間のユーザーが AWS にアクセスする際は、一時的な認証情報の使用を必須とすることをお勧
めします。AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の使用を検討したこと
のある場合 IAM Identity Center を使用すると、複数の AWS アカウント へのアクセスを一元的に
管理できます。ユーザーには、割り当てられたすべてのアカウントに対する MFA で保護された 
Single Sign-On によるアクセスを、1 つの場所から提供することができます。IAM Identity Center 
では、 その内部でユーザー ID の作成および管理を行います。あるいは、既存の SAML 2.0 互
換 ID プロバイダーにも簡単に接続することができます。詳細については、「AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」
(IAM Identity Center とは?) を参照してください。

外部 ID プロバイダー (IdP) を使用して、AWS 外のユーザー ID を管理できます。外部 IdP は、OpenID 
Connect (OIDC) または Security Assertion Markup Language (SAML) のいずれかを使用して ID 情
報を AWS に提供できます。よく知られている OIDC ID プロバイダーの例としては、Login with 
Amazon、Facebook、Google といった認証プロバイダーを挙げることができます。よく知られている 
SAML ID プロバイダーの例としては、Shibboleth や Active Directory Federation Services を挙げることが
できます。

外部 IdP サービスとの連携を設定する場合、IAM の ID プロバイダーを作成し、外部 IdP とその設定につ
いて AWS に通知します。これにより、AWS アカウント と外部 IdP の間の「信頼」が確立されます。次
のトピックでは、IAM の ID プロバイダーを作成する方法について、外部 IdP タイプごとに詳しく説明し
ています。
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トピック
• OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーの作成 (p. 211)
• IAM SAML ID プロバイダーの作成 (p. 219)

OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーの作成

IAM OIDC ID プロバイダーは OpenID Connect (OIDC) 標準 (例: Google または Salesforce) をサポートす
る ID プロバイダー (IdP) サービスを表す IAM のエンティティです。OIDC 互換 IdP と AWS アカウント 
の間で信頼性を確立するときに IAM OIDC ID プロバイダーを使用します。このプロバイダーは、AWS リ
ソースへのアクセスを必要とするモバイルアプリやウェブアプリケーションを作成するときに、カスタム
サインインコードの作成や独自のユーザー ID の管理をしない場合に役立ちます。このシナリオの詳細につ
いては、「the section called “ウェブ ID フェデレーションについて” (p. 200)」を参照してください。

AWS Management Console、AWS Command Line Interface、Tools for Windows PowerShell、または IAM 
API を使用して、IAM OIDC ID プロバイダーを作成および管理できます。

IAM OIDC ID プロバイダーを作成したら、1 つ以上の IAM ロールを作成する必要があります。ロールは 
AWS のアイデンティティであり、それ自体には (ユーザーのような) 認証情報がありません。しかし、こ
の例で、ロールが動的に割り当てられるフェデレーティッドユーザーは、組織の IdP から認証されます。
このロールで、組織の IdP が AWS にアクセスするための一時的なセキュリティ認証情報をリクエストで
きるようにします。ロールに割り当てられているポリシーは、フェデレーティッドユーザーが AWS で実
行できることを決定します。サードパーティー ID プロバイダーのロールを作成するには、「サードパー
ティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成 (p. 264)」をご参照ください。

トピック
• OIDC プロバイダーの作成と管理 (コンソール) (p. 211)
• IAM OIDC ID プロバイダーの作成と管理 (AWS CLI) (p. 213)
• OIDC ID プロバイダーの作成と管理 (AWS API) (p. 214)
• OpenID Connect ID プロバイダーのサムプリントの取得 (p. 216)

OIDC プロバイダーの作成と管理 (コンソール)

AWS Management Console で IAM OIDC ID プロバイダーを作成および管理するには、次の手順に従いま
す。

Important

Google、Facebook、または Amazon Cognito の OIDC ID プロバイダーを使用している場合は、
この手順を使用して別の IAM ID プロバイダーを作成しないでください。これらの OIDC ID プロ
バイダーは、AWS にすでに組み込まれており、使用できます。代わりに、「ウェブ ID または 
OpenID Connect フェデレーション用のロールの作成 (コンソール) (p. 266)」の手順に従って ID 
プロバイダーの新しいロールを作成します。

IAM OIDC ID プロバイダーを作成するには (コンソール)

1. IAM OIDC ID プロバイダーを作成する前に、アプリケーションを IdP に登録してクライアント ID を
受け取る必要があります。クライアント ID (対象者とも呼ばれます) は、アプリを IdP に登録したとき
に発行されるアプリの一意の識別子です。クライアント ID を取得する方法の詳細については、IdP の
ドキュメントを参照してください。

Note

AWS は、IdPs サーバー証明書を検証するために証明書のサムプリントを使用する代わり
に、信頼された証明機関 (CA) のライブラリを通じて一部の OIDC ID プロバイダ (IdP) との通
信を保護します。これらの OIDC IdP には、Google、Auth0、Amazon S3 バケットを使用し
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て JSON ウェブキーセット (JWKS) エンドポイントをホストするものが含まれます。このよ
うな場合、従来のサムプリントは設定に残りますが、検証には使用されなくなります。

2. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
3. ナビゲーションペインで、[Identity providers] (ID プロバイダー) を選択し、[Add provider] (プロバイ

ダーを追加) を選択します。
4. [Configure provider] (プロバイダーの設定) で、[OpenID Connect] を選択します。
5. [プロバイダーの URL] には IdP の URL を入力します。URL は次の制限に準拠する必要があります。

• URL では大文字と小文字は区別されます。
• URL は https:// で始まる必要があります。
• URL にポート番号を含めることはできません。
• AWS アカウント 内で、各 IAM OIDC ID プロバイダーは一意の URL を使用する必要があります。

6. [Get thumbprint] (サムプリントを取得) を選択して、IdP のサーバー証明書を検証します。この方法の
詳細は、「OpenID Connect ID プロバイダーのサムプリントの取得 (p. 216)」を参照してください。

7. [対象者] には、IdP に登録して Step 1 で受け取ったアプリケーションのクライアント ID を入力しま
す。このアプリケーションは AWS に対するリクエストを実行します。この IdP のクライアント ID 
(対象者) が他にも存在する場合は、後でプロバイダーの詳細ページで追加できます。

8. (オプション) [Add tags (タグの追加)] では、キーバリューのペアを追加して IdP の特定と整理を行
うことができます。タグを使用して、AWS リソースへのアクセスを制御することもできます。IAM 
OIDC ID プロバイダーのタグ付けの詳細については、「OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーのタ
グ付け (p. 337)」を参照してください。[Add tag] (タグを追加) を選択します。タグキーバリューの
ペアごとに値を入力します。

9. 入力した情報を確認します。完了したら、[Add provider] (プロバイダーを追加) を選択します。
10. ID プロバイダーに IAM ロールを割り当てて、ID プロバイダーによって管理される外部ユーザー ID 

にアカウント内の AWS リソースへのアクセス許可を与えます。ID フェデレーション用のロールの
作成の詳細については、「サードパーティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作
成 (p. 264)」をご参照ください。

IAM OIDC ID プロバイダーのサムプリントを追加または削除するには (コンソール)

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Identity providers (ID プロバイダー)] を選択します。その後、更新する 

IAM ID プロバイダーの名前を選択します。
3. [Thumbprints] (サムプリント) セクションで、[Manage] (管理) を選択します。新しいサムプリント値

を入力するには、[Add thumbprint] (サムプリントを追加) を選択します。サムプリントを削除するに
は、削除するサムプリントの横にある [Remove] (削除) を選択します。

Note

IAM OIDC ID プロバイダーには少なくとも 1 つのサムプリントが必要であり、最大 5 つのサ
ムプリントを指定できます。

完了したら、[Save changes] (変更を保存) を選択します。

IAM OIDC ID プロバイダーの対象者を追加するには (コンソール)

1. ナビゲーションペインで、[Identity providers] (ID プロバイダー) を選択し、更新する IAM ID プロバイ
ダーの名前を選択します。

2. [Audiences] (対象者) セクションで [Actions] (アクション) を選択し、[Add audience] (対象者を追加) 
を選択します。

3. IdP に登録して Step 1 で受け取ったアプリケーションのクライアント ID を入力します。このアプリ
ケーションは AWS に対するリクエストを実行します。その後、[Add audiences] (対象者を追加) を選
択します。
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Note

IAM OIDC ID プロバイダーには少なくとも 1 名の閲覧者が必要であり、最大 100 名まで指定
できます。

IAM OIDC ID プロバイダーの対象者を削除するには (コンソール)

1. ナビゲーションペインで、[Identity providers] (ID プロバイダー) を選択し、更新する IAM ID プロバイ
ダーの名前を選択します。

2. [Audiences] (対象者) セクションで、削除する対象者の横にあるラジオボタンを選択し、[Actions] (ア
クション) を選択します。

3. [Remove audience] (対象者を削除) を選択します。新しいウィンドウが開きます。
4. 対象者を削除すると、対象者とフェデレートする ID は対象者に関連付けられたロールを引き受けるこ

とができません。ウィンドウで、警告を読み、フィールドに単語 remove を入力して対象者を削除す
ることを確認します。

5. 対象者を削除するには、[Remove] (削除) を選択します。

IAM OIDC ID プロバイダーを削除するには (コンソール)

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Identity providers (ID プロバイダー)] を選択します。
3. 削除する IAM ID プロバイダーの横にあるチェックボックスをオンにします。新しいウィンドウが開き

ます。
4. フィールドに単語 delete を入力して、プロバイダーを削除することを確認します。その後、[Delete]

(削除) をクリックします。

IAM OIDC ID プロバイダーの作成と管理 (AWS CLI)

以下の AWS CLI コマンドを使用して IAM OIDC ID プロバイダーを作成および管理できます。

IAM OIDC ID プロバイダーを作成するには (AWS CLI)

1. (オプション) AWS アカウントのすべての IAM OIDC ID プロバイダーを一覧表示するには、次のコマ
ンドを実行します。

• aws iam list-open-id-connect-providers

2. 新しい IAM OIDC ID プロバイダーを作成するには、次のコマンドを実行します。

• aws iam create-open-id-connect-provider

既存の IAM OIDC ID プロバイダー (AWS CLI) のサーバー証明書のサムプリントのリストを更新す
るには

• IAM OIDC ID プロバイダーのサーバー証明書のサムプリントのリストを更新するには、次のコマンド
を実行します。

• aws iam update-open-id-connect-provider-thumbprint

既存の IAM OIDC ID プロバイダー (AWS CLI) にタグを付けるには

• 既存の IAM OIDC ID プロバイダーにタグを付けるには、次のコマンドを実行します。
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• aws iam tag-open-id-connect-provider

既存の IAM OIDC ID プロバイダー (AWS CLI) のタグを一覧表示するには

• 既存の IAM OIDC ID プロバイダーのタグを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

• aws iam list-open-id-connect-provider-tags

IAM OIDC ID プロバイダー (AWS CLI) のタグを削除するには

• 既存の IAM OIDC ID プロバイダーのタグを削除、次のコマンドを実行します。

• aws iam untag-open-id-connect-provider

既存のIAM OIDC ID プロバイダーのクライアント ID を追加または削除するには (AWS CLI)

1. (オプション) AWS アカウントのすべての IAM OIDC ID プロバイダーのリストを取得するには、次の
コマンドを実行します。

• aws iam list-open-id-connect-providers

2. (オプション) IAM OIDC ID プロバイダーの詳細情報を取得するには、次のコマンドを実行します。

• aws iam get-open-id-connect-provider

3. 既存の IAM OIDC ID プロバイダーに新しいクライアント ID を追加するには、次のコマンドを実行し
ます。

• aws iam add-client-id-to-open-id-connect-provider

4. 既存の IAM OIDC ID プロバイダーからクライアント ID を削除するには、次のコマンドを実行しま
す。

• aws iam remove-client-id-from-open-id-connect-provider

IAM OIDC ID プロバイダーを削除するには (AWS CLI)

1. (オプション) AWS アカウントのすべての IAM OIDC ID プロバイダーのリストを取得するには、次の
コマンドを実行します。

• aws iam list-open-id-connect-providers

2. (オプション) IAM OIDC ID プロバイダーの詳細情報を取得するには、次のコマンドを実行します。

• aws iam get-open-id-connect-provider

3. IAM OIDC ID プロバイダーを削除するには、次のコマンドを実行します。

• aws iam delete-open-id-connect-provider

OIDC ID プロバイダーの作成と管理 (AWS API)

以下の IAM API コマンドを使用して OIDC プロバイダーを作成および管理できます。

IAM OIDC ID プロバイダーを作成するには (AWS API)

1. (オプション) AWS アカウントのすべての IAM OIDC ID プロバイダーのリストを取得するには、次の
オペレーションを呼び出します。
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• ListOpenIDConnectProviders

2. 新しい IAM OIDC ID プロバイダーを作成するには、次のオペレーションを呼び出します。

• CreateOpenIDConnectProvider

既存の IAM OIDC ID プロバイダーのサーバー証明書のサムプリントのリストを更新するには 
(AWS API)

• IAM OIDC ID プロバイダーのサーバー証明書のサムプリントのリストを更新するには、次のオペレー
ションを呼び出します。

• UpdateOpenIDConnectProviderThumbprint

既存の IAM OIDC ID プロバイダーにタグを付けるには (AWS API)

• 既存の IAM OIDC ID プロバイダーにタグを付けるには、次のオペレーションを呼び出します。

• TagOpenIDConnectProvider

既存の IAM OIDC ID プロバイダーのタグを一覧表示するには (AWS API)

• 既存の IAM OIDC ID プロバイダーのタグを一覧表示するには、次のオペレーションを呼び出します。

• ListOpenIDConnectProviderTags

既存の IAM OIDC ID プロバイダーのタグを削除するには (AWS API)

• 既存の IAM OIDC ID プロバイダーのタグを削除するには、次のオペレーションを呼び出します。

• UntagOpenIDConnectProvider

既存の IAM OIDC ID プロバイダーのクライアント ID を追加または削除するには (AWS API)

1. (オプション) AWS アカウントのすべての IAM OIDC ID プロバイダーのリストを取得するには、次の
オペレーションを呼び出します。

• ListOpenIDConnectProviders

2. (オプション) IAM OIDC ID プロバイダーの詳細情報を取得するには、次のオペレーションを呼び出し
ます。

• GetOpenIDConnectProvider

3. 既存の IAM OIDC ID プロバイダーに新しいクライアント ID を追加するには、次のオペレーションを
呼び出します。

• AddClientIDToOpenIDConnectProvider

4. 既存の IAM OIDC ID プロバイダーからクライアント ID を削除するには、次のオペレーションを呼び
出します。

• RemoveClientIDFromOpenIDConnectProvider
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IAM OIDC ID プロバイダーを削除するには (AWS API)

1. (オプション) AWS アカウントのすべての IAM OIDC ID プロバイダーのリストを取得するには、次の
オペレーションを呼び出します。

• ListOpenIDConnectProviders
2. (オプション) IAM OIDC ID プロバイダーの詳細情報を取得するには、次のオペレーションを呼び出し

ます。

• GetOpenIDConnectProvider
3. IAM OIDC ID プロバイダーを削除するには、次のオペレーションを呼び出します。

• DeleteOpenIDConnectProvider

OpenID Connect ID プロバイダーのサムプリントの取得

IAM で OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーを作成 (p. 211)する場合、ID プロバイダー (IdP) のサム
プリントを提供する必要があります。IAM では、外部 ID プロバイダー (IdP) が使用する証明書に署名した
最上位中間認証局 (CA) のサムプリントが必要です。拇印は、OIDC 互換 IdPの証明書を発行するために使
用された CAの 証明書の署名です。IAM の OIDC ID プロバイダーを作成する場合、その IdP からの ID を
信頼し、AWS アカウント へのアクセス権限を与えることになります。CA の証明書のサムプリントを提供
することにより、CA によって発行された証明書を、登録されているものと同じ DNS 名で信頼します。こ
れにより、IdP の署名証明書を更新したときに各アカウントの信頼を更新する必要がなくなります。

Important

ほとんどの場合、フェデレーションサーバーは 2 つの異なる証明書を使用します。

• 1 つ目は、AWS と IdP との間に HTTPS 接続を確立します。この証明書は、AWS Certificate 
Manager などのよく知られたパブリックルート CA によって発行されているはずです。これに
より、クライアントは証明書の信頼性とステータスを確認できます。

• 2 つ目はトークンの暗号化に使用され、プライベートまたはパブリックのルート CA によって
署名されているはずです。

IAM OIDC IDプロバイダーは、AWS Command Line Interface、Tools for Windows PowerShell、または
IAM API  (p. 213)を使用して作成できます これらのメソッドを使用するときは、サムプリントを手動で
取得し、AWS に送信する必要があります。IAM コンソール (p. 211)を使用して OIDC ID プロバイダーを
作成すると、コンソールはサムプリントの取得を試みます。あわせて、OIDC IdP のサムプリントを手動で
取得し、コンソールで正しいサムプリントが取得されていることを確認することをお勧めします。

OIDC プロバイダーのサムプリントを取得するには、ウェブブラウザと OpenSSL コマンドラインツール
を使用します。詳細については、次のセクションを参照してください。

OIDC IdP のサムプリントを取得するには

1. OIDC IdP のサムプリントを取得する前に、OpenSSL コマンドラインツールを取得する必要があり
ます。このツールを使用して、OIDC IdP の証明書チェーンをダウンロードし、証明書チェーンで
最終的な証明書のサムプリントを作成します。OpenSSL のインストールと設定が必要な場合は、
「OpenSSL のインストール (p. 218)」および「OpenSSL の設定 (p. 219)」の手順に従います。

Note

AWS は、IdPs サーバー証明書を検証するために証明書のサムプリントを使用する代わり
に、信頼された証明機関 (CA) のライブラリを通じて一部の OIDC ID プロバイダ (IdP) との通
信を保護します。これらの OIDC IdP には、Google、Auth0、Amazon S3 バケットを使用し
て JSON ウェブキーセット (JWKS) エンドポイントをホストするものが含まれます。このよ
うな場合、従来のサムプリントは設定に残りますが、検証には使用されなくなります。
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2. 次のように、OIDC IdP の URL (https://server.example.com など) で開始し、/.well-
known/openid-configuration を追加して IdP の設定ドキュメントの URL (以下参照) を作成しま
す。

https://server.example.com/.well-known/openid-configuration

この URL をウェブブラウザで開き、server.example.com を IdP のサーバー名に置き換えます。
3. 表示されたドキュメントで、ウェブブラウザを使用します。検索機能を使用して、テキスト

"jwks_uri" を検索します。テキスト "jwks_uri" の直後のコロン (:) の後に URL がありま
す。URL の完全修飾ドメイン名をコピーします。https:// または最上位ドメインより後のパスは含
めないでください。

{ 
 "issuer": "https://accounts.example.com", 
 "authorization_endpoint": "https://accounts.example.com/o/oauth2/v2/auth", 
 "device_authorization_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/device/code", 
 "token_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/token", 
 "userinfo_endpoint": "https://openidconnect.exampleapis.com/v1/userinfo", 
 "revocation_endpoint": "https://oauth2.exampleapis.com/revoke", 
 "jwks_uri": "https://www.exampleapis.com/oauth2/v3/certs",
... 
       

4. OpenSSL コマンドラインツールを使用して、次のコマンドを実行します。keys.example.com
を、Step 3 で取得したドメイン名に置き換えます。

openssl s_client -servername keys.example.com -showcerts -connect keys.example.com:443

5. コマンドウィンドウで、次の例のような証明書が表示されるまでスクロールアップします。複数の証
明書が表示される場合は、表示される最後 (コマンド出力の最後) の証明書を見つけます。これには認
証機関チェーンの最上位中間 CA の証明書が含まれています。

-----BEGIN CERTIFICATE----- 
 MIICiTCCAfICCQD6m7oRw0uXOjANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMC 
 VVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6 
 b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25zb2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAd 
 BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFtYXpvbi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN 
 MTIwNDI0MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAldBMRAwDgYD 
 VQQHEwdTZWF0dGxlMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAsTC0lBTSBDb25z 
 b2xlMRIwEAYDVQQDEwlUZXN0Q2lsYWMxHzAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFt 
 YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ 
 21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLYgVIk60CpiwsZ3G93vUEIO3IyNoH/f0wYK8m9T 
 rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITxOUSQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE 
 Ibb3OhjZnzcvQAaRHhdlQWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4 
 nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwaxlAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb 
 FFBjvSfpJIlJ00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp378OD8uTs7fLvjx79LjSTb 
 NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE= 
 -----END CERTIFICATE-----

証明書 (-----BEGIN CERTIFICATE----- および -----END CERTIFICATE----- 行を含む) をコ
ピーして、テキストファイルに貼り付けます。次に、certificate.crt という名前でファイルを保
存します。

6. OpenSSL コマンドラインツールを使用して、次のコマンドを実行します。

openssl x509 -in certificate.crt -fingerprint -sha1 -noout

コマンドウィンドウには、次の例のような証明書サムプリントが表示されます。
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SHA1 Fingerprint=99:0F:41:93:97:2F:2B:EC:F1:2D:DE:DA:52:37:F9:C9:52:F2:0D:9E

この文字列からコロン（:）を削除して、次のような最終的なサムプリントを作成します。

990F4193972F2BECF12DDEDA5237F9C952F20D9E

7. AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、または IAM API を使用して IAM OIDC ID プロバイダーを
作成する場合は、プロバイダーの作成時にこのサムプリントを提供します。

IAM コンソールで IAM OIDC ID プロバイダーを作成する場合は、OIDC プロバイダーの作成時にコン
ソールの [プロバイダー情報の検証] ページに表示されるサムプリントと、このサムプリントを比較し
ます。

Important

取得したサムプリントが、コンソールに表示されるサムプリントに一致しない場合は、コ
ンソールで OIDC プロバイダーを作成しないでください。代わりに、しばらく待ってから 
OIDC プロバイダーの作成を再試行します。これにより、プロバイダーを作成する前に、サ
ムプリントが確実に一致するようになります。再試行してもサムプリントが一致しない場合
は、IAM フォーラムを使用して AWS にお問い合わせください。

OpenSSL のインストール

まだ OpenSSL がインストールされていない場合は、このセクションの手順に従います。

Linux または Unix で OpenSSL をインストールするには

1. OpenSSL: ソース、Tarballs(https://openssl.org/source/) にアクセスします。
2. 最新のソースをダウンロードし、パッケージを構築します。

Windows へ OpenSSL をインストールするには

1. OpenSSL: バイナリディストリビューション(https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries) にアクセスし
て、Windows バージョンをインストールできるサイトの一覧を参照してください。

2. 選択したサイトの指示に従って、インストールを開始します。
3. Microsoft Visual C++ 2008 再頒布可能パッケージをインストールするように求められ、それがまだシ

ステムにインストールされていない場合は、ご使用の環境に適したダウンロードリンクを選択して
ください。「Microsoft Visual C++ 2008 再配布可能セットアップウィザード」の指示に従ってくださ
い。

Note

Microsoft Visual C++ 2008 再頒布可能ファイルがシステムに既にインストールされている
かどうかわからない場合は、最初に OpenSSL をインストールしてみてください。Microsoft 
Visual C++ 2008 再頒布可能ファイルがまだインストールされていない場合、OpenSSL イ
ンストーラーに警告が表示されます。インストールする OpenSSL のバージョンと一致する
アーキテクチャ (32 ビットまたは 64 ビット) をインストールすることを確認します。

4. Microsoft Visual C++ 2008 再頒布可能ファイルをインストールしたら、ご使用の環境に適したバー
ジョンの OpenSSL バイナリを選択し、ファイルをローカルに保存します。OpenSSL のセットアップ
ウィザードを起動します。

5. 「OpenSSL のセットアップウィザード」の指示に従ってください。

218

http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=76
https://openssl.org/source/
https://wiki.openssl.org/index.php/Binaries


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ID プロバイダーとフェデレーション

OpenSSL の設定

OpenSSL コマンドを使用する前に、OpenSSL がインストールされている場所に関する情報が含まれるよ
うに、オペレーティングシステムを構成する必要があります。

Linux または Unix で OpenSSL を設定するには

1. コマンドラインで、OpenSSL_HOME 変数を OpenSSL のインストール場所に設定します。

$ export OpenSSL_HOME=path_to_your_OpenSSL_installation

2. OpenSSL インストールを含めるパスを設定します。

$ export PATH=$PATH:$OpenSSL_HOME/bin

Note

export コマンドを使用して環境変数に加えた変更は、現在のセッションでのみ有効です。
環境変数をシェル設定ファイルで設定することで、環境変数に永続的な変更を加えることが
できます。詳細については、「インスタンスのオペレーティングシステムに関するドキュメ
ント」を参照してください。

Windows での OpenSSL を設定するには

1. [コマンドプロント] ウィンドウを開きます。
2. OpenSSL_HOME 変数を OpenSSL のインストール場所に設定します。

C:\> set OpenSSL_HOME=path_to_your_OpenSSL_installation

3. OpenSSL_CONF 変数を OpenSSL インストールの設定ファイルの場所に設定します。

C:\> set OpenSSL_CONF=path_to_your_OpenSSL_installation\bin\openssl.cfg

4. OpenSSL インストールを含めるパスを設定します。

C:\> set Path=%Path%;%OpenSSL_HOME%\bin

Note

コマンドプロンプトウィンドウで Windows 環境変数に加えた変更は、現在のコマンドライ
ンセッションでのみ有効です。環境変数をシステムプロパティとして設定することで、環境
変数を永続的に変更することができます。正確な手順は、使用している Windows のバージョ
ンによって異なります。（たとえば、Windows 7では、[コントロールパネル]、[システムと
セキュリティ]、[システム]の順に開きます。次に、[システムの詳細設定]、[詳細設定]タブ、
[環境変数]を選択します。） 詳細については、「Windows dドキュメント」を参照してくだ
さい。

IAM SAML ID プロバイダーの作成

IAM SAML 2.0 ID プロバイダーは、SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language 2.0) 基準をサポート
する外部 ID プロバイダー (IdP) を記述する IAM のエンティティです。SAML 互換 IdP 間 (Shibboleth か 
Active Directory フェデレーションサービスと AWS など) の信頼を確立し、組織内のユーザーが AWS リ
ソースにアクセスできるようにする場合は、IAM ID プロバイダーを使用します。IAM の SAML プロバイ
ダーは IAM 信頼ポリシーでプリンシパルとして使用されます。
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このシナリオの詳細については、「SAML 2.0 ベースのフェデレーションについて (p. 206)」を参照して
ください。

AWS Management Console または AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、または AWS API 呼び出し
を使用して IAM ID プロバイダーを作成および管理できます。

SAML プロバイダーを作成した後、IAM ロールを作成する必要があります。ロールは AWS のアイデン
ティティであり、それ自体には (ユーザーのような) 認証情報がありません。しかし、この例で、ロール
が動的に割り当てられるフェデレーティッドユーザーは、組織の IdP から認証されます。このロールで、
組織の IdP が AWS にアクセスするための一時的なセキュリティ認証情報をリクエストできるようにしま
す。ロールに割り当てられているポリシーは、フェデレーティッドユーザーが AWS で実行できることを
決定します。SAML フェデレーション用のロールを作成するには、「サードパーティー ID プロバイダー 
(フェデレーション) 用のロールの作成 (p. 264)」を参照してください。

ロールを作成した後、最後に AWS およびフェデレーティッドユーザーが使用するロールに関する情報で 
IdP を設定し、SAML の信頼を完了します。これを、IdP と AWS 間の証明書利用者の設定といいます。証
明書利用者の信頼を設定するには、「証明書利用者の信頼およびクレームの追加によって SAML 2.0 IdP 
を設定する (p. 223)」を参照してください。

トピック
• IAM ID プロバイダーの作成と管理 (コンソール) (p. 220)
• IAM SAML ID プロバイダーの作成と管理 (AWS CLI) (p. 221)
• IAM SAML ID プロバイダーの作成と管理 (AWS API) (p. 222)
• 証明書利用者の信頼およびクレームの追加によって SAML 2.0 IdP を設定する (p. 223)
• サードパーティーの SAML ソリューションプロバイダーと AWS の統合 (p. 224)
• 認証レスポンスの SAML アサーションを設定する (p. 227)

IAM ID プロバイダーの作成と管理 (コンソール)

AWS Management Console を使用して、IAM SAML ID プロバイダーの作成および削除を行うことができ
ます。

IAM SAML ID プロバイダーを作成するには (コンソール)

1. IAM SAML ID プロバイダーを作成する前に、IdP から取得した SAML メタデータドキュメントが必要
です。このドキュメントには発行者の名前、失効情報、およびキーが含まれており、これらを使用し
て、IdP から受け取った SAML 認証レスポンス (アサーション) を検証できます。メタデータドキュメ
ントを生成するには、組織の IdP として使用されている ID 管理ソフトウェアを使用します。必要な 
SAML メタデータドキュメントの生成方法を含め、使用可能な多くの IdP を AWS と連携するように
設定するステップについては、「サードパーティーの SAML ソリューションプロバイダーと AWS の
統合 (p. 224)」を参照してください。

Important

このメタデータファイルには発行者の名前、失効情報、およびキーが含まれており、これら
を使用して、IdP から受け取った SAML 認証レスポンス (アサーション) を検証できます。
メタデータファイルはバイトオーダーマーク (BOM) なしで UTF-8 形式でエンコードする
必要があります。BOM を削除するには、Notepad++ などのテキスト編集ツールを使用して 
UTF-8 としてファイルをエンコードできます。
SAML メタデータドキュメントの一部として含まれている x.509 証明書では、少なくとも 
1024 ビットのキーサイズを使用する必要があります。また、x.509 証明書には、拡張領域が
繰り返されていないことが必要です。拡張領域は使用できますが、証明書に 1 回しか出現で
きません。x.509 証明書がいずれかの条件を満たしていない場合、IdP の作成は失敗し、「メ
タデータを解析できない」エラーが返されます。

2. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。
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3. ナビゲーションペインで、[Identity providers] (ID プロバイダー) を選択し、[Add provider] (プロバイ
ダーを追加) を選択します。

4. [Configure provider] (プロバイダーの設定) で、[SAML] を選択します。
5. ID プロバイダーの名前を入力します。
6. [Metadata document] (メタデータドキュメント) で、[Choose file] (ファイルを選択) を選択し、Step 1

でダウンロードした SAML メタデータドキュメントを指定します。
7. (オプション) [Add tags (タグの追加)] では、キーバリューのペアを追加して IdP の特定と整理を行う

ことができます。タグを使用して、AWS リソースへのアクセスを制御することもできます。SAML ID 
プロバイダーのタグ付けの詳細については、「IAM SAML ID プロバイダーのタグ付け (p. 339)」を
参照してください。

[Add tag] (タグを追加) を選択します。タグキーバリューのペアごとに値を入力します。
8. 入力した情報を確認します。完了したら、[Add provider] (プロバイダーを追加) を選択します。
9. ID プロバイダーに IAM ロールを割り当てて、ID プロバイダーによって管理される外部ユーザー ID 

にアカウント内の AWS リソースへのアクセス許可を与えます。ID フェデレーション用のロールの
作成の詳細については、「サードパーティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作
成 (p. 264)」をご参照ください。

SAML プロバイダーを削除するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[Identity providers (ID プロバイダー)] を選択します。
3. 削除する ID プロバイダーの横にあるラジオボタンをオンにします。
4. [Delete] (削除) をクリックします。新しいウィンドウが開きます。
5. フィールドに単語 delete を入力して、プロバイダーを削除することを確認します。その後、[Delete]

(削除) をクリックします。

IAM SAML ID プロバイダーの作成と管理 (AWS CLI)

AWS CLI を使用して SAML プロバイダーを作成および管理できます。

IAM ID プロバイダーを作成する前に、IdP から取得した SAML メタデータドキュメントが必要です。こ
のドキュメントには発行者の名前、失効情報、およびキーが含まれており、これらを使用して、IdP から
受け取った SAML 認証レスポンス (アサーション) を検証できます。メタデータドキュメントを生成する
には、組織の IdP として使用されている ID 管理ソフトウェアを使用します。必要な SAML メタデータド
キュメントの生成方法を含め、使用可能な多くの IdP を AWS と連携するように設定するステップについ
ては、「サードパーティーの SAML ソリューションプロバイダーと AWS の統合 (p. 224)」を参照して
ください。

Important

このメタデータファイルには発行者の名前、失効情報、およびキーが含まれており、これらを使
用して、IdP から受け取った SAML 認証レスポンス (アサーション) を検証できます。メタデー
タファイルはバイトオーダーマーク (BOM) なしで UTF-8 形式でエンコードする必要がありま
す。BOM を削除するには、Notepad++ などのテキスト編集ツールを使用して UTF-8 としてファ
イルをエンコードできます。
SAML メタデータドキュメントの一部として含まれている x.509 証明書では、少なくとも 1024 
ビットのキーサイズを使用する必要があります。また、x.509 証明書には、拡張領域が繰り返
されていないことが必要です。拡張領域は使用できますが、証明書に 1 回しか出現できませ
ん。x.509 証明書がいずれかの条件を満たしていない場合、IdP の作成は失敗し、「メタデータを
解析できない」エラーが返されます。
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IAM ID プロバイダーを作成してメタデータドキュメントをアップロードするには (AWS CLI)

• 実行するコマンド: aws iam create-saml-provider

IAM ID プロバイダーの新規メタデータドキュメントをアップロードするには (AWS CLI)

• 実行するコマンド: aws iam update-saml-provider

既存の IAM ID プロバイダー (AWS CLI) にタグを付けるには

• 実行するコマンド: aws iam tag-saml-provider

既存の IAM ID プロバイダー (AWS CLI) のタグを一覧表示するには

• 実行するコマンド: aws iam list-saml-provider-tags

既存の IAM ID プロバイダー (AWS CLI) のタグを削除するには

• 実行するコマンド: aws iam untag-saml-provider

IAM SAML ID プロバイダーを削除するには (AWS CLI)

1. (オプション) すべてのプロバイダーに関する ARN、作成日、失効などの情報を表示するには、次のコ
マンドを実行します。

• aws iam list-saml-providers
2. (オプション) 特定のプロバイダーに関する ARN、作成日、失効などの情報を表示するには、次のコマ

ンドを実行します。

• aws iam get-saml-provider
3. IAM ID プロバイダーを削除するには、次のコマンドを実行します。

• aws iam delete-saml-provider

IAM SAML ID プロバイダーの作成と管理 (AWS API)

AWS API を使用して SAML プロバイダーを作成および管理できます。

IAM ID プロバイダーを作成する前に、IdP から取得した SAML メタデータドキュメントが必要です。こ
のドキュメントには発行者の名前、失効情報、およびキーが含まれており、これらを使用して、IdP から
受け取った SAML 認証レスポンス (アサーション) を検証できます。メタデータドキュメントを生成する
には、組織の IdP として使用されている ID 管理ソフトウェアを使用します。必要な SAML メタデータド
キュメントの生成方法を含め、使用可能な多くの IdP を AWS と連携するように設定するステップについ
ては、「サードパーティーの SAML ソリューションプロバイダーと AWS の統合 (p. 224)」を参照して
ください。

Important

メタデータファイルはバイトオーダーマーク (BOM) なしで UTF-8 形式でエンコードする必要
があります。また、SAML メタデータドキュメントの一部として含まれている X.509 証明書で
は、少なくとも 1024 ビットのキーサイズを使用する必要があります。キーサイズがこれより小
さい場合、IdP の作成は「メタデータを解析できない」エラーで失敗します。BOM を削除するに
は、Notepad++ などのテキスト編集ツールを使用して UTF-8 としてファイルをエンコードできま
す。
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IAM ID プロバイダーを作成してメタデータドキュメントをアップロードするには (AWS API)

• 呼び出すオペレーション: CreateSAMLProvider

IAM ID プロバイダーの新規メタデータドキュメントをアップロードするには (AWS API)

• 呼び出すオペレーション: UpdateSAMLProvider

既存の IAM ID プロバイダーにタグを付けるには (AWS API)

• 呼び出すオペレーション: TagSAMLProvider

既存の IAM ID プロバイダーのタグを一覧表示するには (AWS API)

• 呼び出すオペレーション: ListSAMLProviderTags

既存の IAM ID プロバイダーのタグを削除するには (AWS API)

• 呼び出すオペレーション: UntagSAMLProvider

IAM ID プロバイダーを削除するには (AWS API)

1. (オプション) すべての IdP に関する ARN、作成日、失効などの情報を表示するには、次のオペレー
ションを呼び出します。

• ListSAMLProviders
2. (オプション) 特定のプロバイダーに関する ARN、作成日、失効などの情報を表示するには、次のオペ

レーションを呼び出します。

• GetSAMLProvider
3. IdP を削除するには、次のオペレーションを呼び出します。

• DeleteSAMLProvider

証明書利用者の信頼およびクレームの追加によって SAML 2.0 IdP を設定する

IAM ID プロバイダー、および SAML アクセス用のロールを作成すると、外部 ID プロバイダー (IdP) の詳
細とそのユーザーが許可されているアクションが AWS に通知されます。次のステップでは、IdP に対し、
サービスプロバイダーとしての AWS について通知します。これは、IdP と AWS の間に証明書利用者の信
頼を追加することと呼ばれます。証明書利用者の信頼を追加するための正確なプロセスは、使用する IdP 
によって異なります。詳細については、使用している ID 管理ソフトウェアのドキュメントを参照してくだ
さい。

多くの IdP が URL の指定を許可しています。IdP はこの URL から、証明書利用者の情報と証明書
が含まれる XML ドキュメントを読み取ることができます。AWS については、https://region-
code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml または https://
signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml を使用します。実行可能な region-code
値のリストについては、「AWS サインインエンドポイント」の [Region] (リージョン) 列を参照します。

URL を直接指定できない場合は、XML ドキュメントを前述の URL からダウンロードし、ダウンロードし
た XML ドキュメントを IdP ソフトウェアにインポートします。

また、IdP で、AWS を証明書利用者として指定する適切なクレームルールを作成する必要がありま
す。IdPが AWS エンドポイントにSAML応答を送信すると、1つ以上のクレームを含む SAML アサーショ
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ンが含まれます。クレームとは、ユーザーとそのグループに関する情報です。クレームルールはその情報
を SAML 属性にマッピングします。これにより、AWS が IAM ポリシー内でフェデレーティッドユーザー
のアクセス許可を確認するのに必要な属性が、IdP からの SAML 認証レスポンスに確実に含まれます。詳
細については、次のトピックを参照してください。

• AWS リソースへの SAML フェデレーションアクセスを許可するロールの概要 (p. 208). このトピック
では、IAM ポリシー内の SAML 固有のキーの使用について説明するほか、そのキーを使用して SAML 
フェデレーティッドユーザーの権限を制限する方法について説明します。

• 認証レスポンスの SAML アサーションを設定する (p. 227). このトピックでは、ユーザーに関する情報
を含む SAML クレームを設定する方法について説明します。クレームは SAML アサーションにバンド
ルされ、AWS に送信される SAML レスポンスに含まれます。AWS ポリシーによって必要とされる情報
が、AWS が認識して使用できる形式で SAML アサーションに含まれていることを確認する必要があり
ます。

• サードパーティーの SAML ソリューションプロバイダーと AWS の統合 (p. 224)。このトピックに
は、サードパーティの組織から提供されている、ID ソリューションを AWS と統合する方法に関するド
キュメントへのリンクが記載されています。

サードパーティーの SAML ソリューションプロバイダーと AWS の統合
Note

人間のユーザーが AWS にアクセスする際は、一時的な認証情報の使用を必須とすることをお勧
めします。AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の使用を検討したこと
のある場合 IAM Identity Center を使用すると、複数の AWS アカウント へのアクセスを一元的に
管理できます。ユーザーには、割り当てられたすべてのアカウントに対する MFA で保護された 
Single Sign-On によるアクセスを、1 つの場所から提供することができます。IAM Identity Center 
では、 その内部でユーザー ID の作成および管理を行います。あるいは、既存の SAML 2.0 互
換 ID プロバイダーにも簡単に接続することができます。詳細については、「AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」
(IAM Identity Center とは?) を参照してください。

以下のリンクは、AWS フェデレーションで動作するようにサードパーティーの SAML 2.0 ID プロバイ
ダー (IdP) ソリューションを設定するために役立ちます。

Tip

AWS サポートエンジニアは、ビジネスおよびエンタープライズサポートプランを利用し、サード
パーティー製のソフトウェアを一部の統合タスクで実行しているお客様をサポートできます。サ
ポートされているプラットフォームおよびアプリケーションの最新のリストについては、「AWS 
サポート FAQ」の「サポート済みのサードパーティーソフトウェア」を参照してください。

ソリューション 詳細情報

Auth0 Amazon Web Services との統合 – Auth0 ドキュメントウェブサ
イトにあるこのページには、AWS Management Console でシ
ングルサインオン (SSO) を設定する方法を説明するリソースへ
のリンクがあり、JavaScript の例が含まれています。セッショ
ンタグ (p. 346)を渡すように Auth0 を設定できます。詳細に
ついては、「Auth0 Announces Partnership with AWS for IAM 
Session Tags」を参照してください。

Azure Active Directory (Azure AD) チュートリアル: Azure AD SSO と AWS Single-Account 
Access の統合 — Microsoft のウェブサイトにあるこのチュー
トリアルは、SAML フェデレーションを使用して、Azure AD 
を ID プロバイダー (IdP) として設定する方法を説明します。

Centrify AWS への SSO に SAML を使用するように Centrify を設定
する – Centrify のウェブサイトのこのページでは、AWS への 
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ソリューション 詳細情報
SSO に SAML を使用するように Centrify を設定方法について
説明しています。

CyberArk CyberArk User Portal から SAML のシングルサインオン (SSO) 
経由でログインしているユーザーが、Amazon Web Services 
(AWS) へアクセスできるように、CyberArk を設定します。

ForgeRock ForgeRock アイデンティティプラットフォームは、AWS と
統合されています。セッションタグ (p. 346)を渡すように 
ForgeRock を設定できます。詳細については、「Attribute 
Based Access Control for Amazon Web Services」を参照して
ください。

Google Workspace Amazon Web Services クラウドアプリケーション – Google 
Workspace 管理者ヘルプサイトのこの記事は、AWS をサービ
スプロバイダーとし、Google Workspace をSAML 2.0 IdP とし
て構成する方法について説明しています。

IBM セッションタグ (p. 346)を渡すように IBM を設定できます。
詳細については、「IBM Cloud Identity IDaaS one of first to 
support AWS session tags」を参照してください。

JumpCloud Amazon AWS で Single Sign On (SSO) の IAM ロールを介して
アクセス権を付与する – JumpCloud ウェブサイトのこの記事
では、AWS のために IAM ロールに基づいて SSO を設定して
有効にする方法について説明します。

Matrix42 MyWorkspace 入門ガイド – このガイドでは、AWS Identity 
サービスを Matrix42 MyWorkspace と統合する方法について説
明します。

Microsoft Active Directory フェデレー
ションサービス (AD FS)

フィールドノート: AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) と Active Directory Federation Service の
統合 — この AWS アーキテクチャブログの記事では、AD FS 
と AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) (IAM Identity Center) 間の認証フローについて説明して
います。IAM Identity Center では、SAML 2.0 による ID フェ
デレーションがサポートされており、AD FS ソリューション
との統合が可能です。ユーザーは企業の認証情報を持つ IAM 
Identity Center ポータルにサインインできるので、IAM Identity 
Center で個別に認証情報を管理するオーバーヘッドを削減で
きます。またセッションタグ (p. 346)を渡すように AD FS を
設定できます。詳細については、「Use attribute-based access 
control with AD FS to simplify IAM permissions management」
を参照してください。

AWS コンソールアクセスを許可するための PowerShell のオー
トメーション - Sivaprasad Padisetty のブログのこの投稿で
は、Active Directory および AD FS をセットアップするプロ
セスをオートメーションするために Windows PowerShell コ
マンドを使用する方法が説明されています。また、AWS での 
SAML フェデレーションの有効化についても説明します。

miniOrange AWS の SSO – miniOrange ウェブサイトのこのページでは、
エンタープライズ向けの AWS への安全なアクセスと、AWS 
アプリケーションへのアクセスの完全コントロールを確立する
方法が説明されています。
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ソリューション 詳細情報

Okta Okta を使用した  コマンドラインインターフェイスの統合 – 
Okta サポートサイトのこのページから、AWS で使用するよう
に Okta を設定する方法について参照できます。セッションタ
グ (p. 346)を渡すように Okta を設定できます。詳細につい
ては、「Okta and AWS Partner to Simplify Access Via Session 
Tags」を参照してください。

Okta AWS アカウントフェデレーション – Okta ウェブサイトにある
このセクションは、AWS の IAM Identity Center をセットアッ
プして有効にする方法を説明します。

OneLogin OneLogin Knowledgebase で「SAML AWS」を検索し、単一
ロールや複数ロールのシナリオで、OneLogin と AWS 間で 
IAM Identity Center の機能をセットアップする方法を説明する
記事の一覧を表示します。セッションタグ (p. 346)を渡すよ
うに OneLogin を設定できます。詳細については、「OneLogin 
and Session Tags: Attribute-Based Access Control for AWS 
Resources」を参照してください。

Ping Identity PingFederate AWS Connector – PingFederate AWS Connector 
の詳細を表示します。これは、シングルサインオン (SSO) と接
続のプロビジョニングを簡単にセットアップするためのクイッ
ク接続テンプレートです。AWS との統合に関するドキュメン
トを読み、最新の PingFederate AWS Connector をダウンロー
ドします。セッションタグ (p. 346)を渡すように Ping ID を
設定できます。詳細については、「Announcing Ping Identity 
Support for Attribute-Based Access Control in AWS」を参照し
てください。

RadiantLogic Radiant Logic Technology Partners – Radiant Logic の 
RadiantOne Federated Identity Service を AWS に統合する
と、SAML ベースの SSO のための ID ハブを提供できます。

RSA RSA Link は、情報の共有とディスカッションを促進するオン
ラインコミュニティにあります。セッションタグ (p. 346)を
渡すように RSA を設定できます。詳細については、「Simplify 
Identity Access and Assurance Decisions on AWS with RSA 
SecurID and Session Tags」を参照してください。

Salesforce.com Salesforce から AWS への SSO を設定する方法 – 
Salesforce.com 開発者サイトのこの操作手順記事で
は、Salesforce で ID プロバイダー (IdP) をセットアップ
し、AWS をサービスプロバイダーとして設定する方法が説明
されています。

SecureAuth AWS - SecureAuth SAML SSO – SecureAuth ウェブサイトのこ
の記事では、SecureAuth アプライアンス用に SAML と AWS 
の統合をセットアップする方法について説明されています。

Shibboleth AWS Management Console への SSO に Shibboleth を使
用する方法 – AWS セキュリティブログのこのエントリに
は、Shibboleth をセットアップして AWS の ID プロバイダー
として設定する方法をステップバイステップで示したチュー
トリアルがあります。セッションタグ (p. 346)を渡すように 
Shibboleth を設定できます。
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詳細については、AWS ウェブサイトの「IAM パートナー」ページを参照してください。

認証レスポンスの SAML アサーションを設定する

組織内でユーザーの ID が確認されると、外部 ID プロバイダー (IdP) によって https://region-
code.signin.aws.amazon.com/saml の AWS SAML エンドポイントに認証レスポンスが送信されま
す。潜在的な region-code の差し替えリストについては、「AWS Sign-In endpoints」( サインインエン
ドポイント) の [Region] (リージョン) 列を参照してください。このレスポンスは、HTTP POST Binding for 
SAML 2.0 標準に従った SAML トークンを含み、さらに以下の要素またはクレームを含む POST リクエス
トであることが必要です。これらのクレームを SAML 互換 IdP に設定します。これらのクレームの入力方
法については、IdP のドキュメントを参照してください。

IdP が AWS へのクレームを含むレスポンスを送信すると、多くの受信クレームは AWS コンテキストキー
にマッピングされます。これらのコンテキストキーは Condition 要素を使用して IAM ポリシーにチェッ
クインすることができます。使用可能なマッピングの一覧は、「SAML 属性の AWS 信頼ポリシーコンテ
キストキーへのマッピング (p. 230)」に掲載されています。

Subject および NameID

例を以下に示します。マークされた値を独自の値に置き換えます。SubjectConfirmation 属性
と SubjectConfirmationData 属性の両方が含まれる NotOnOrAfter 要素を持つ Recipient
要素が 1 つだけ必要です。これらの属性には、AWS エンドポイント https://region-
code.signin.aws.amazon.com/saml と一致する値が含まれます。実行可能な region-code 値のリ
ストについては、「AWS サインインエンドポイント」の [Region] (リージョン) 列を参照します。AWS の
値については、次の例に示すように https://signin.aws.amazon.com/static/saml も使用でき
ます。シングルサインオンのやり取りでサポートされている名前の識別子の形式については、Oracle Sun 
OpenSSO エンタープライズ管理リファレンスを参照してください。

<Subject> 
  <NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-
format:persistent">_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3</NameID> 
  <SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"> 
    <SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2013-11-05T02:06:42.876Z" Recipient="https://
signin.aws.amazon.com/saml"/> 
  </SubjectConfirmation>
</Subject>

AudienceRestriction および Audience

セキュリティ上の理由から、IdP が AWS に送信する SAML アサーションに AWS を対象者として含め
る必要があります。Audience 要素の値で、https://region-code.signin.aws.amazon.com/
saml または urn:amazon:webservices を指定します。実行可能な region-code 値のリストについ
ては、「AWS サインインエンドポイント」の [Region] (リージョン) 列を参照します。Audience の場合
は、https://signin.aws.amazon.com/static/saml の値も使用できます。次の SAML アサーショ
ンからの XML スニペットの例は、このキーを IdP で指定する方法を示しています。どちらかのサンプル
がお客様のユースケースに適用されます。

<Conditions> 
  <AudienceRestriction> 
    <Audience>https://signin.aws.amazon.com/saml</Audience> 
  </AudienceRestriction>
</Conditions>

<Conditions> 
  <AudienceRestriction> 
    <Audience>urn:amazon:webservices</Audience> 
  </AudienceRestriction>
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</Conditions>

Important

IdPからの SAML アサーションの SAML AudienceRestriction 値は、IAMポリシーでテストで
きる saml:aud コンテキストキーにマップされません。代わりに、saml:aud コンテキストキー
は SAML受取人属性から取得されます。これは、たとえば accounts.google.com:aud による 
OIDC オーディエンスフィールドと同等の SAML であるためです。

PrincipalTag SAML 属性

（オプション） Name 属性が https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
PrincipalTag:{TagKey} に設定された Attribute 要素を使用できます。この要素を使用する
と、SAML アサーションでセッションタグとして属性を渡すことができます。セッションタグの詳細につ
いては、「AWS STS でのセッションタグの受け渡し (p. 346)」を参照してください。

属性をセッションタグとして渡すには、タグの値を指定する AttributeValue 要素を含めます。たとえ
ば、タグのキーバリューのペア Project = Marketing と CostCenter = 12345 を渡すには、次の属性
を使用します。タグごとに個別の Attribute 要素を含めます。

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Project"> 
  <AttributeValue>Marketing</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:CostCenter"> 
  <AttributeValue>12345</AttributeValue>
</Attribute>

上記のタグを推移的として設定するには、Attribute 属性を Name に設定した別の https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys 要素を含めます。これは、セッションタ
グを推移的として設定するオプションの多値属性です。推移タグは、SAML セッションを使用して AWS 
で別のロールを引き受けるときに保持されます。これは、ロールの連鎖 (p. 185)と呼ばれます。たとえ
ば、Principal タグ と CostCenter タグの両方を推移的として設定するには、次の属性を使用してキー
を指定します。

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys"> 
  <AttributeValue>Project</AttributeValue> 
  <AttributeValue>CostCenter</AttributeValue>
</Attribute>

Role SAML 属性

Name 属性が https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role に設定された Attribute 要素
を使用できます。この要素には、IdP によってユーザーがマッピングされている IAM SAML ID プロバイ
ダーおよびロールおよびを一覧表示する AttributeValue 要素が 1 つ以上含まれます。IAM ロールと 
IAM ID プロバイダーは、AssumeRoleWithSAMLに渡される RoleArn パラメーターと PrincipalArn パ
ラメーターと同じ形式でコンマ区切りの ARN のペアとして指定されます。この要素には、少なくとも 1 
つのロールとプロバイダーのペア（AttributeValue 要素）を含める必要があり、複数のペアを含める
ことができます。要素に複数のペアを含める場合、ユーザーが WebSSO を使用して AWS Management 
Console にサインインすると、引き受けるロールを選択する画面が表示されます。

Important

Name タグの Attribute 属性の値は大文字と小文字が区別されます。これは厳密に https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role に設定する必要があります。

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role"> 
  <AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name1,arn:aws:iam::account-
number:saml-provider/provider-name</AttributeValue> 
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  <AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name2,arn:aws:iam::account-
number:saml-provider/provider-name</AttributeValue> 
  <AttributeValue>arn:aws:iam::account-number:role/role-name3,arn:aws:iam::account-
number:saml-provider/provider-name</AttributeValue>
</Attribute>

RoleSessionName SAML 属性

Name 属性が https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName に設定された
Attribute 要素を使用できます。この要素には、ロールが引き継がれたときに発行される一時的な認
証情報の識別子を提供する AttributeValue 要素が1つ含まれています。これを使用して、アプリケー
ションを使用しているユーザーに一時的な認証情報を関連付けることができます。この要素は、AWS 
Management Consoleでユーザー情報を表示するときに使用されます。AttributeValue 要素の値は 
2～64 文字で、英数字、アンダースコア、および . , + = @ - (ハイフン).のみを含めることができます。
スペースを含めることはできません。通常、この値はユーザー ID (johndoe) またはメールアドレス 
(johndoe@example.com) です。ユーザーの表示名 (John Doe) のように、スペースを含む値とすること
はできません。

Important

Name タグの Attribute 属性の値は大文字と小文字が区別されます。これは厳密に https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName に設定する必要があります。

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/RoleSessionName"> 
  <AttributeValue>user-id-name</AttributeValue>
</Attribute>

SessionDuration SAML 属性

（オプション） Name 属性が https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration"
に設定された Attribute 要素を使用できます。この要素には、ユーザーが新しい一時的な認証情報を
リクエストする前に、ユーザーが AWS Management Console にアクセスできる時間を指定する 1 つ
の AttributeValue 要素が含まれます。値は、セッションの秒数を表す整数です。値の範囲は 900 
秒 (15 分) から 43200 秒 (12 時間) です。この属性が存在しない場合は、認証情報は 1 時間有効です 
(DurationSeconds API の AssumeRoleWithSAML パラメータのデフォルト値)。

この属性を使用するには、AWS Management Console でコンソールのサインインウェブエンドポイント
を通じて https://region-code.signin.aws.amazon.com/saml へのシングルサインオンアクセス
を提供する SAML プロバイダーを設定する必要があります。実行可能な region-code 値のリストにつ
いては、「AWS サインインエンドポイント」の [Region] (リージョン) 列を参照します。任意で次のURL
https://signin.aws.amazon.com/static/saml が使用できます。この属性が AWS Management 
Console にのみセッションを拡張することに注意してください。他の認証情報の存続期間を延長すること
はできません。ただし、AssumeRoleWithSAML API コール中に存在する場合は、セッション期間を短
縮するために使用できます。呼び出しによって返される認証情報のデフォルトの有効期間は 60 分です。

また、SessionNotOnOrAfter 属性も定義されている場合は、2つの属性の小さい方の
値、SessionDuration または SessionNotOnOrAfter がコンソールセッションの最大期間を確立する
ことにも注意してください。

コンソールセッションを拡張された期間有効にする場合、認証情報が侵害されるリスクが高まります。こ
のリスクを軽減するには、IAM コンソールの [Role Summary] ページで、[Revoke Sessions] を選択して、
どのロールのアクティブなコンソールセッションもすぐに無効にできます。詳細については、「IAM ロー
ルの一時的なセキュリティ認証情報の取り消し (p. 306)」を参照してください。

Important

Name タグの Attribute 属性の値は大文字と小文字が区別されます。これは厳密に https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration に設定する必要があります。
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<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration"> 
  <AttributeValue>1800</AttributeValue>
</Attribute>

SourceIdentity SAML 属性

（オプション） Name 属性が https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity に設
定された Attribute 要素を使用できます。この要素には、1 つのIAM ロールを使用しているユーザーま
たはアプリケーションの識別子を提供する AttributeValue 要素が含まれています。SAML セッション
を使用して、ロールチェーン (p. 185)と呼ばれる AWS の別のロールを引き受ける場合、ソースIDの値は
保持されます。ソース ID の値は、ロールセッション中に実行されるすべてのアクションのリクエストに
存在します。設定される値は、ロールセッション中に変更できません。その後、管理者は AWS CloudTrail 
ログを使用して、ソース ID 情報をモニタリングおよび監査し、共有ロールでアクションを実行したユー
ザーを特定します。

AttributeValue 要素の値は 2～64 文字で、英数字、アンダースコア、および . , + = @ - (ハイフン).の
みを含めることができます。スペースを含めることはできません。値は通常、ユーザーID（johndoe）や
メールアドレス（johndoe@example.com）など、ユーザーに関連付けられている属性です。ユーザーの
表示名 (John Doe) のように、スペースを含む値とすることはできません。ソースアイデンティティの使
用の詳細については、「引き受けたロールで実行されるアクションのモニタリングと制御 (p. 374)」を参
照してください。

Important

SAML アサーションが SourceIdentity (p. 230) 属性を使用するように設定されている場合、
信頼ポリシーにも sts:SetSourceIdentity アクションを含める必要があります。ソースアイ
デンティティの使用の詳細については、「引き受けたロールで実行されるアクションのモニタリ
ングと制御 (p. 374)」を参照してください。

ソース ID 属性を渡すには、ソース ID の値を指定する AttributeValue 要素を含めます。たとえば、
ソース ID DiegoRamirez を渡すには次の属性を使用します。

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity"> 
  <AttributeValue>DiegoRamirez</AttributeValue> 
     

SAML 属性の AWS 信頼ポリシーコンテキストキーへのマッピング

このセクションの表では、よく使用される SAML 属性や、それらと AWS の信頼ポリシー条件コンテキス
トキーのマッピングを一覧で示します。これらのキーを使用して、ロールへのアクセスを制御できます。
そのためには、SAML アクセスリクエストに付随するアサーションに含まれる値とキーを比較します。

Important

これらのキーは、IAM 信頼ポリシー (誰がロールを利用するかを定義するポリシー) でのみ利用で
き、アクセス許可ポリシーには適用できません。

eduPerson および eduOrg 属性の表では、値は文字列または文字列のリストとして型付けされています。
文字列値の場合、StringEquals または StringLike 条件を使用して、IAM 信頼ポリシーでこれらの値
をテストできます。文字列のリストを含む値の場合、ForAnyValue および ForAllValues ポリシー set 
演算子 (p. 1204)を使用して、信頼ポリシーで値をテストできます。

Note

AWS コンテキストキーごとに含めることができるクレームは 1 つだけです。複数含めた場合
は、1 つのクレームのみが対応付けられます。
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eduPerson 属性と eduOrg 属性

eduPerson 属性または eduOrg 属性 (Name キー) この AWS コンテキス
トキー (FriendlyName
キー) へのマッピング

タイプ

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.1 eduPersonAffiliation 文字列のリスト

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.2 eduPersonNickname 文字列のリスト

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.3 eduPersonOrgDN 文字列

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.4 eduPersonOrgUnitDN 文字列のリスト

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.5 eduPersonPrimaryAffiliation文字列

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.6 eduPersonPrincipalName文字列

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.7 eduPersonEntitlement 文字列のリスト

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.8 eduPersonPrimaryOrgUnitDN文字列

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.9 eduPersonScopedAffiliation文字列のリスト

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.10 eduPersonTargetedID 文字列のリスト

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.1.1.11 eduPersonAssurance 文字列のリスト

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.2 eduOrgHomePageURI 文字列のリスト

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.3 eduOrgIdentityAuthNPolicyURI文字列のリスト

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.4 eduOrgLegalName 文字列のリスト

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.5 eduOrgSuperiorURI 文字列のリスト

urn:oid:1.3.6.1.4.1.5923.1.2.1.6 eduOrgWhitePagesURI 文字列のリスト

urn:oid:2.5.4.3 cn 文字列のリスト

Active Directory の属性

AD 属性 この AWS コンテキ
ストキーへのマッピ
ング

タイプ

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/name

name 文字列

http://schemas.xmlsoap.org/claims/
CommonName

commonName 文字列

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/givenname

givenName 文字列

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/surname

surname 文字列

http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/
identity/claims/emailaddress

mail 文字列
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AD 属性 この AWS コンテキ
ストキーへのマッピ
ング

タイプ

http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/
identity/claims/primarygroupsid

uid 文字列

X.500 属性

X.500 属性 この AWSコンテキストキーへ
のマッピング

タイプ

2.5.4.3 commonName 文字列

2.5.4.4 surname 文字列

2.4.5.42 givenName 文字列

2.5.4.45 x500UniqueIdentifier 文字列

0.9.2342.19200300100.1.1 uid 文字列

0.9.2342.19200300100.1.3 mail 文字列

0.9.2342.19200300.100.1.45 organizationStatus 文字列

SAML 2.0 フェデレーティッドユーザーが AWS Management 
Consoleにアクセス可能にする
フェデレーティッドユーザーが AWS Management Console にアクセスできるように、SAML 2.0 互換 ID 
プロバイダー (IdP) および AWS を設定するロールを使用します。このロールは、コンソールでタスクを
実行するユーザーアクセス権限を付与します。AWS にアクセスするためのその他の方法を SAML フェデ
レーティッドユーザーに付与する場合は、以下のトピックの 1 つを参照してください。

• AWS CLI: IAM ロール (AWS CLI) の切り替え (p. 289)
• IAM ロールへの切り替え (Tools for Windows PowerShell) (p. 294) Tools for Windows PowerShell
• AWS API:IAM ロール (AWS API) の切り替え (p. 295)

概要

次の図は、SAML 対応のシングルサインオンについて処理の流れを示しています。

Note

この SAML の使用方法の場合、ワークフローでユーザーに代わって AWS Management Console
を開くため、SAML 2.0 ベースのフェデレーションについて (p. 206) に示されている一般的
な使用方法とは異なります。これには、AssumeRoleWithSAML API を直接呼び出す代わり
に、AWS サインインエンドポイントを使用する必要があります。エンドポイントはユーザーの代
わりに API を呼び出し、URL を返すと、それによってユーザーのブラウザが AWS Management 
Consoleへ自動的にリダイレクトされます。
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この図表は以下のステップを示しています。

1. ユーザーは組織のポータルにアクセスして、AWS Management Console に移動するオプションを
選択します。一般的に、組織のポータルは、組織と AWS 間の信頼の交換を処理する IdP の機能で
す。たとえば、Active Directory フェデレーションサービスでは、ポータル URL は次のようになりま
す。https://ADFSServiceName/adfs/ls/IdpInitiatedSignOn.aspx

2. ポータルが組織内のユーザーの ID を確認します。
3. ポータルは、ユーザーを識別するアサーションを含む SAML アサーションレスポンスを生成し、ユー

ザーの属性を含めます。コンソールセッションが有効な期間を指定する SessionDuration という 
SAML アサーションの属性を含むよう IdP を設定できます。セッションタグ (p. 346)として属性を渡
すように IdP を設定することもできます。ポータルはこのレスポンスをクライアントブラウザに送信し
ます。

4. クライアントブラウザは AWS のシングルサインオンエンドポイントにリダイレクトされ、SAML ア
サーションを投稿します。

5. エンドポイントは、ユーザーの代わりに一時的なセキュリティ認証情報をリクエストし、コンソールの
サインイン URL を作成します。

6. AWS は、サインイン URL をクライアントにリダイレクトとして送信します。
7. クライアントのブラウザは AWS Management Consoleにリダイレクトされます。複数の IAM ロールに

対応付けられた属性を SAML 認証レスポンスが含む場合は、最初にコンソールへのアクセスするための
ロールを選択する画面が表示されます。

ユーザーの立場では、この処理を意識することはありません。ユーザーは組織の内部ポータルから AWS 
Management Console に移動するだけで、AWS 認証情報を指定する必要はありません。

以下のセクションでは、この動作を設定する方法の概要と、詳細なステップへのリンクをご紹介します。

ネットワークを AWS の SAML プロバイダーとして設定する

組織のネットワーク内で、組織の ID ストア (Windows Active Directory など) が、Windows Active 
Directory Federation Services や Shibboleth などの SAML ベースの IdP と連携するように設定しま
す。IdP を使用して、組織を IdP として記述し、認証キーを含むドキュメントメタデータを生成します。
また、AWS Management Console ルートユーザーに対するユーザーリクエストを AWS SAML エンドポ
イントにルーティングして、SAML アサーションを使って認証するように、組織のポータルを設定しま
す。metadata.xml ファイルを生成するための IdP の設定方法は、IdP によって異なります。手順につい
ては IdP の文書を参照してください。また、サードパーティーの SAML ソリューションプロバイダーと 
AWS の統合 (p. 224) には、サポートされる数多くの SAML プロバイダーのウェブドキュメントへのリ
ンクが掲載されています。
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IAMで SAML プロバイダーを作成するには

次に、AWS Management Console にサインインし、IAM コンソールへ移動します。ここで、新しい 
SAML プロバイダーを作成します。これは、組織の IdP に関する情報を保持する IAM のエンティティ
です。このプロセスの一環として、前のセクションで組織の IdP ソフトウェアによって生成されたメ
タデータドキュメントをアップロードします。詳細については、「IAM SAML ID プロバイダーの作
成 (p. 219)」を参照してください。

フェデレーションユーザーのアクセス許可を AWS で設定する

次のステップでは、IAM と組織の IdP の間の信頼関係を確立する IAM ロールを作成します。このロール
は、フェデレーションの目的で IdP をプリンシパル（信頼されたエンティティ）として識別します。ロー
ルは、組織の IdP によって認証されたユーザーが AWS で何を実行できるかも定義します。このロール
は、IAM コンソールを使用して作成できます。ロールを引き受けることができるユーザーを示す信頼ポ
リシーを作成するときは、前述の IAM で作成した SAML プロバイダーを指定します。また、ユーザーが
ロールを引き受けるために一致する必要がある 1 つ以上の SAML 属性も指定します。たとえば、SAML の
eduPersonOrgDN 値が ExampleOrg であるユーザーのみにサインインを許可するように指定できます。
ロールウィザードは、そのロールが AWS Management Consoleへのサインインだけで引き受けられるよう
に、saml:aud 属性をテストする条件を自動的に追加します。ロールの信頼ポリシーは次のようなもので
す。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/
ExampleOrgSSOProvider"}, 
    "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML", 
    "Condition": {"StringEquals": { 
      "saml:edupersonorgdn": "ExampleOrg", 
      "saml:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml" 
    }} 
  }]
}

https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml で saml:aud 属
性のリージョナルエンドポイントを含めることができます。実行可能な region-code 値のリストについ
ては、「AWS サインインエンドポイント」の [Region] (リージョン) 列を参照します。

ロールのアクセス許可ポリシー (p. 417)では、任意のロール、ユーザー、グループに付与するアクセス
許可を指定します。たとえば、組織のユーザーが Amazon EC2 インスタンスを管理することを許可する場
合、アクセス許可ポリシーで明示的に Amazon EC2 アクションを許可します。これは、Amazon EC2 Full 
Access 管理ポリシーなどの管理ポリシー (p. 532)を割り当てることでも行えます。

SAML IdP のロールの作成に関する詳細については、「SAML 2.0 フェデレーション用のロールの作成 (コ
ンソール) (p. 272)」を参照してください。

設定の完了と SAML アサーションの作成

https://region-code.signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml または
https://signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml にある saml-metadata.xml
ファイルをインストールし、AWS がお客様のサービスプロバイダーであることを SAML IdP に通知しま
す。実行可能な region-code 値のリストについては、「AWS サインインエンドポイント」の [Region]
(リージョン) 列を参照します。

ファイルのインストール方法は IdP によって異なります。プロバイダーによっては、URL の入力を選択
できる場合があります。この場合、IdP がお客様の代わりにファイルを取得してインストールします。ま
た、URL からファイルをダウンロードし、ローカルファイルとして指定する必要があるプロバイダーもあ
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ります。詳細については IdP の文書を参照してください。また、サードパーティーの SAML ソリューショ
ンプロバイダーと AWS の統合 (p. 224) には、サポートされる数多くの SAML プロバイダーのウェブド
キュメントへのリンクが掲載されています。

また、認証レスポンスの一部として、IdP から AWS へ SAML 属性として渡す情報も設定します。この情
報のほとんどは、ポリシーで評価できる条件コンテキストキーとして AWS に表示されます。これらの条
件キーにより、適切なコンテキストで許可されたユーザーのみに、AWS リソースにアクセスするアクセス
許可が付与されます。コンソールを使用するタイミングを制限する時間ウィンドウを指定できます。ユー
ザーが認証情報を更新する前にコンソールにアクセスできる最大時間（最大 12 時間）を指定できます。
詳細については、認証レスポンスの SAML アサーションを設定する (p. 227) を参照してください

カスタム ID ブローカーに対する AWS コンソールへのアクセス
の許可
組織のネットワークにサインインするユーザーに対して AWS Management Console への安全なアクセス
を許可するには、そのための URL を生成するコードを記述して実行できます。この URL は、AWS から
取得したサインイントークンを含み、それを使って AWS に対してユーザーを認証します。

Note

組織で、SAML と互換性のある ID プロバイダー (IdP) を使用している場合は、コードを記述せ
ずにコンソールにアクセスできます。これは、Microsoft の Active Directory フェデレーション
サービスやオープンソースの Shibboleth などのプロバイダーで機能します。詳細については、
「SAML 2.0 フェデレーティッドユーザーが AWS Management Consoleにアクセス可能にす
る (p. 232)」を参照してください。

組織のユーザーによる AWS Management Console へのアクセスを許可するには、以下の手順を実行する
カスタム ID ブローカーを作成できます。

1. ユーザーがローカル ID システムによって認証されていることを確認する。
2. AWS Security Token Service (AWS STS) の AssumeRole (推奨) または GetFederationToken API オペ

レーションを呼び出して、ユーザーの一時的セキュリティ認証情報を取得する。ロールを引き受ける別
の方法については、「IAM ロールを使用する (p. 278)」を参照してください。セキュリティ認証情報
を取得するときにオプションのセッションタグを渡す方法については、「AWS STS でのセッションタ
グの受け渡し (p. 346)」を参照してください。
• AssumeRole* API オペレーションのいずれかを使用してロールの一時的なセキュリティ認証情報を

取得した場合、この呼び出しに DurationSeconds パラメータを含めることができます。このパラ
メータは、ロールセッションの期間を 900 秒 (15 分) からそのロールの最大セッション期間設定まで
指定します。AssumeRole* オペレーションで DurationSeconds を使用する場合、長期的な認証
情報を持つ IAM ユーザーとして呼び出す必要があります。それ以外の場合は、ステップ 3 のフェデ
レーションエンドポイントへの呼び出しが失敗します。ロールの最大値を確認または変更する方法に
ついては、「ロールの最大セッション期間設定の表示 (p. 280)」を参照してください。

• GetFederationToken API オペレーションを使用して認証情報を取得するには、呼び出しに
DurationSeconds パラメータを含めることができます。このパラメータは、ロールセッションの
継続期間を指定します。値の範囲は 900 秒 (15 分) から 129,600 秒 (36 時間) です。この API コー
ルは、IAM ユーザーの AWS 長期的セキュリティ認証情報を使用することでのみ行うことができま
す。AWS アカウントのルートユーザー 認証情報を使用してこれらの呼び出しを行うこともできます
が、推奨されません。ルートユーザーとしてこの呼び出しを行うと、デフォルトのセッションの継続
期間は 1 時間です。900 秒 (15 分) から最長 3,600 秒 (1 時間) までセッションを指定できます。

3. AWS フェデレーションエンドポイントを呼び出し、一時的なセキュリティ認証情報を指定して、サイ
ンイントークンをリクエストする。

4. トークンを含むコンソールの URL を生成する:
• URL で AssumeRole* API オペレーションのいずれかを使用する場合、SessionDuration HTTP 

パラメータを含めることができます。このパラメータはコンソールセッションの継続期間を 900 秒 
(15 分) から 43200 秒 (12 時間) までの間で指定します。
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• URL で GetFederationToken API オペレーションを使用する場合、DurationSeconds パラメー
タを含めることができます。このパラメータは、フェデレーテッドコンソールセッションの継続期間
を指定します。値の範囲は 900 秒 (15 分) から 129,600 秒 (36 時間) です。

Note

• SessionDuration を使用して一時的な認証情報を取得した場合
は、GetFederationToken HTTP パラメータを使用しないでください。オペレーション
が失敗します。

• 1 つのロールの認証情報を使用して別のロールを引き受けることは、ロールの連
鎖 (p. 185)と呼ばれます。ロールの連鎖を使用すると、新しい認証情報は最長期間であ
る 1 時間に制限されます。ロールを使用して EC2 インスタンスで実行されるアプリケー
ションにアクセス許可を付与する (p. 297)場合、これらのアプリケーションにはこの制
限が適用されません。

5. URL をユーザーに渡すか、ユーザーに代わって URL を呼び出す。

フェデレーションエンドポイントによって渡される URL はその作成後から 15 分間、有効です。これ
は、URL に関連付けられた一時的セキュリティ認証情報の期間 (秒) とは異なります。これらの認証情報
は、認証情報の作成時から、作成時に指定した期間だけ有効です。

Important

URL は、関連付けられた一時的セキュリティ認証情報でアクセス許可を有効にした場合、AWS 
Management Console を介した AWS リソースへのアクセスを許可することを忘れないでくださ
い。そのため、この URL は機密情報として扱う必要があります。例えば、SSL 接続による 302 
HTTP レスポンスステータスコードを使用して、安全なリダイレクトによって URL を返すことを
お勧めします。302 HTTP レスポンスステータスコードの詳細については、「RFC 2616 セクショ
ン 10.3.3」を参照してください。

シングルサインオンソリューションの実装方法を示すサンプルアプリケーションを確認するには、AWS 
Management Console サンプルコードとライブラリの「AWS のフェデレーションプロキシのサンプルユー
スケース」を参照してください。

これらのタスクを完了するために、AWS Identity and Access Management (IAM) と AWS Security Token 
Service (AWS STS) のHTTPS クエリ API を使用できます。または、Java、Ruby、C# などのプログラミ
ング言語を該当する AWS SDK と共に使用できます。これらの方法のそれぞれについて、以下のセクショ
ンで説明します。

トピック
• IAM クエリ API オペレーションを使用したコード例 (p. 236)
• Python を使用したコード例 (p. 239)
• Java を使用したコード例 (p. 242)
• URL の作成方法を示す例 (Ruby) (p. 243)

IAM クエリ API オペレーションを使用したコード例

フェデレーションユーザーに対して AWS Management Console への直接アクセスを許可する URL を作成
できます。このタスクでは、IAM と AWS STS の HTTPS クエリ API を使用します。クエリリクエストの
詳細については、「クエリリクエストを行う」を参照してください。

Note

以下の手順は、テキスト文字列の例を含んでいます。読みやすくするために、長い例の一部では
改行が追加されています。これらの文字列をご自分で使用するときは、改行をすべて削除してく
ださい。
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フェデレーティッドユーザーに AWS Management Console からリソースに対するアクセスを許
可するには

1. ID および認証システムでユーザーを認証します。
2. ユーザーの一時的なセキュリティ認証情報を取得します。一時的な認証情報は、アクセスキー ID、

シークレットアクセスキー、およびセッショントークンで構成されています。一時的な認証情報の作
成方法の詳細については、「IAM の一時的な認証情報 (p. 355)」を参照してください。

一時的な認証情報を取得するには、AWS STS の AssumeRole API (推奨) または GetFederationToken
API を呼び出します。これらの API オペレーションの違いの詳細については、AWS セキュリティブ
ログの「AWS アカウントへのアクセスを安全に委任する API オプションの理解」を参照してくださ
い。

Important

GetFederationToken API を使用して一時的セキュリティ認証情報を作成する場合、ロー
ルを引き受けるユーザーに認証情報を提供するアクセス許可を指定する必要がありま
す。AssumeRole* で始まるいずれの API オペレーションでも、IAM ロールを使用してア
クセス許可を割り当てます。その他の API オペレーションでは、この方法は API によって
異なります。詳細については、「一時的なセキュリティ認証情報のアクセス権限を制御す
る (p. 371)」を参照してください。さらに、AssumeRole* API オペレーションを使用する
場合、長期的な認証情報を使用する IAM ユーザーとして呼び出す必要があります。それ以外
の場合は、ステップ 3 のフェデレーションエンドポイントへの呼び出しが失敗します。

3. 一時的なセキュリティ認証情報を取得した後、この情報から JSON セッション文字列を生成して、サ
インイントークンに置き換えられるようにします。以下の例は、認証情報のエンコード方法を示して
います。プレースホルダーテキストを、先ほどの手順で取得した認証情報の該当する値に置き換えま
す。

{"sessionId":"*** temporary access key ID ***",
"sessionKey":"*** temporary secret access key ***",
"sessionToken":"*** session token ***"}

4. 前の手順からのセッション文字列を URL エンコードします。エンコードする情報は機密であるた
め、このエンコードにウェブサービスを利用しないことをお勧めします。代わりに、開発ツールキッ
トのローカルにインストールされた関数または機能を使用して、この情報を安全にエンコードしま
す。Python では urllib.quote_plus 関数、Java では URLEncoder.encode 関数、Ruby では
CGI.escape 関数を使用できます。このトピックの後の例を参照してください。

5. Note

ここで AWS は POST リクエストをサポートします。

AWS フェデレーションエンドポイントにリクエストを送信します。

https://region-code.signin.aws.amazon.com/federation

実行可能な region-code 値のリストについては、「AWS サインインエンドポイント」の [Region]
(リージョン) 列を参照します。任意で、以下のデフォルトの AWS サインイン フェデレーション エン
ドポイントが使用できます。

https://signin.aws.amazon.com/federation

以下の例のように、リクエストには、Action および Session パラメータを含める必要がありま
す。AssumeRole* API オペレーションを (オプションで) 使用する場合は、SessionDuration
HTTP パラメータを含める必要があります。

Action = getSigninToken
SessionDuration = time in seconds
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Session = *** the URL encoded JSON string created in steps 3 & 4 ***

Note

このステップで以下の手順は、GET リクエストを使用する場合にのみ機能します。

SessionDuration HTTP パラメータは、コンソールセッションの継続期間を指定します。これ
は、DurationSeconds パラメータを使用して指定する一時的な認証情報の期間とは異なりま
す。SessionDuration の最大値を 43200 (12 時間) に指定できます。SessionDuration パラメー
タがない場合は、セッションはステップ 2 で AWS STS から取得した認証情報の期間 (デフォルトは 1 
時間) をデフォルトに設定します。DurationSeconds パラメータを使用した期間の指定方法の詳細
については、AssumeRole API のドキュメントを参照してください。1 時間より長いコンソールセッ
ションを作成する機能は、フェデレーションエンドポイントの getSigninToken オペレーションに
組み込まれます。

Note

• SessionDuration を使用して一時的な認証情報を取得した場合
は、GetFederationToken HTTP パラメータを使用しないでください。オペレーション
が失敗します。

• 1 つのロールの認証情報を使用して別のロールを引き受けることは、ロールの連
鎖 (p. 185)と呼ばれます。ロールの連鎖を使用すると、新しい認証情報は最長期間である 
1 時間に制限されます。ロールを使用して EC2 インスタンスで実行されるアプリケーショ
ンにアクセス許可を付与する (p. 297)場合、これらのアプリケーションにはこの制限が適
用されません。

長時間にわたってコンソールセッションを有効にすると、認証情報が漏洩するリスクが高くなりま
す。このリスクを軽減するには、IAM コンソールページの [ロールの概要] で、[セッションの無効化] 
を選択して、どのロールのアクティブなコンソールセッションもすぐに無効にできます。詳細につい
ては、「IAM ロールの一時的なセキュリティ認証情報の取り消し (p. 306)」を参照してください。

以下に示しているのは、リクエストの具体的な例です。ここでは読みやすいように改行しています
が、リクエストは 1 行の文字列として送信する必要があります。

https://signin.aws.amazon.com/federation
?Action=getSigninToken
&SessionDuration=1800
&Session=%7B%22sessionId%22%3A+%22ASIAJUMHIZPTOKTBMK5A%22%2C+%22sessionKey%22
%3A+%22LSD7LWI%2FL%2FN%2BgYpan5QFz0XUpc8s7HYjRsgcsrsm%22%2C+%22sessionToken%2
2%3A+%22FQoDYXdzEBQaDLbj3VWv2u50NN%2F3yyLSASwYtWhPnGPMNmzZFfZsL0Qd3vtYHw5A5dW
AjOsrkdPkghomIe3mJip5%2F0djDBbo7SmO%2FENDEiCdpsQKodTpleKA8xQq0CwFg6a69xdEBQT8
FipATnLbKoyS4b%2FebhnsTUjZZQWp0wXXqFF7gSm%2FMe2tXe0jzsdP0O12obez9lijPSdF1k2b5
PfGhiuyAR9aD5%2BubM0pY86fKex1qsytjvyTbZ9nXe6DvxVDcnCOhOGETJ7XFkSFdH0v%2FYR25C
UAhJ3nXIkIbG7Ucv9cOEpCf%2Fg23ijRgILIBQ%3D%3D%22%7D

フェデレーションエンドポイントからの応答は、SigninToken 値を含む JSON ドキュメントです。
実際には次のようになります。

{"SigninToken":"*** the SigninToken string ***"}

6. Note

ここで AWS は POST リクエストをサポートします。

最後に、フェデレーションユーザーが AWS Management Console へのアクセスに使用できる URL を
作成します。URL は、「Step 5 (p. 237)」で使用した同じフェデレーション URL エンドポイントに
以下のパラメータを追加したものです。
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?Action = login
&Issuer = *** the form-urlencoded URL for your internal sign-in page ***
&Destination = *** the form-urlencoded URL to the desired AWS console page ***
&SigninToken = *** the value of SigninToken received in the previous step ***

Note

このステップの以下の手順は、GET API を使用する場合にのみ機能します。

以下の例は、最終的な URL がどのようになるかを示します。URL は、作成時から 15 分間、有効で
す。URL 内に組み込まれた一時的なセキュリティ認証情報とコンソールセッションは、認証情報の初
回リクエスト時に SessionDuration HTTP パラメータで指定した期間、有効です。

https://signin.aws.amazon.com/federation
?Action=login
&Issuer=https%3A%2F%2Fexample.com
&Destination=https%3A%2F%2Fconsole.aws.amazon.com%2F
&SigninToken=VCQgs5qZZt3Q6fn8Tr5EXAMPLEmLnwB7JjUc-SHwnUUWabcRdnWsi4DBn-dvC
CZ85wrD0nmldUcZEXAMPLE-vXYH4Q__mleuF_W2BE5HYexbe9y4Of-kje53SsjNNecATfjIzpW1
WibbnH6YcYRiBoffZBGExbEXAMPLE5aiKX4THWjQKC6gg6alHu6JFrnOJoK3dtP6I9a6hi6yPgm
iOkPZMmNGmhsvVxetKzr8mx3pxhHbMEXAMPLETv1pij0rok3IyCR2YVcIjqwfWv32HU2Xlj471u
3fU6uOfUComeKiqTGX974xzJOZbdmX_t_lLrhEXAMPLEDDIisSnyHGw2xaZZqudm4mo2uTDk9Pv
9l5K0ZCqIgEXAMPLEcA6tgLPykEWGUyH6BdSC6166n4M4JkXIQgac7_7821YqixsNxZ6rsrpzwf
nQoS14O7R0eJCCJ684EXAMPLEZRdBNnuLbUYpz2Iw3vIN0tQgOujwnwydPscM9F7foaEK3jwMkg
Apeb1-6L_OB12MZhuFxx55555EXAMPLEhyETEd4ZulKPdXHkgl6T9ZkIlHz2Uy1RUTUhhUxNtSQ
nWc5xkbBoEcXqpoSIeK7yhje9Vzhd61AEXAMPLElbWeouACEMG6-Vd3dAgFYd6i5FYoyFrZLWvm
0LSG7RyYKeYN5VIzUk3YWQpyjP0RiT5KUrsUi-NEXAMPLExMOMdoODBEgKQsk-iu2ozh6r8bxwC
RNhujg

Python を使用したコード例
以下の例は、Python を使用して、プログラムでフェデレーションユーザーに AWS Management Console 
への直接アクセスを許可する URL を作成する方法を示します。ここでは、以下の 2 つの例を示します。

• GET リクエスト経由で AWS にフェデレートします
• POST リクエスト経由で AWS にフェデレートします

どちらの例でも、AWS SDK for Python (Boto3) や AssumeRole API を使用して、一時的なセキュリティ認
証情報を取得します。

GET リクエストの使用

import urllib, json, sys
import requests # 'pip install requests'
import boto3 # AWS SDK for Python (Boto3) 'pip install boto3'

# Step 1: Authenticate user in your own identity system.

# Step 2: Using the access keys for an IAM user in your AWS #####,
# call "AssumeRole" to get temporary access keys for the federated user

# Note: Calls to AWS STS AssumeRole must be signed using the access key ID  
# and secret access key of an IAM user or using existing temporary credentials.
# The credentials can be in Amazon EC2 instance metadata, in environment variables,  
# or in a configuration file, and will be discovered automatically by the  
# client('sts') function. For more information, see the Python SDK docs:
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html#STS.Client.assume_role
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sts_connection = boto3.client('sts')

assumed_role_object = sts_connection.assume_role( 
    RoleArn="arn:aws:iam::account-id:role/ROLE-NAME", 
    RoleSessionName="AssumeRoleSession",
)

# Step 3: Format resulting temporary credentials into JSON
url_credentials = {}
url_credentials['sessionId'] = assumed_role_object.get('Credentials').get('AccessKeyId')
url_credentials['sessionKey'] = 
 assumed_role_object.get('Credentials').get('SecretAccessKey')
url_credentials['sessionToken'] = 
 assumed_role_object.get('Credentials').get('SessionToken')
json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials)

# Step 4. Make request to AWS federation endpoint to get sign-in token. Construct the 
 parameter string with
# the sign-in action request, a 12-hour session duration, and the JSON document with 
 temporary credentials  
# as parameters.
request_parameters = "?Action=getSigninToken"
request_parameters += "&SessionDuration=43200"
if sys.version_info[0] < 3: 
    def quote_plus_function(s): 
        return urllib.quote_plus(s)
else: 
    def quote_plus_function(s): 
        return urllib.parse.quote_plus(s)
request_parameters += "&Session=" + quote_plus_function(json_string_with_temp_credentials)
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters
r = requests.get(request_url)
# Returns a JSON document with a single element named SigninToken.
signin_token = json.loads(r.text)

# Step 5: Create URL where users can use the sign-in token to sign in to  
# the console. This URL must be used within 15 minutes after the
# sign-in token was issued.
request_parameters = "?Action=login"  
request_parameters += "&Issuer=Example.org"  
request_parameters += "&Destination=" + quote_plus_function("https://
console.aws.amazon.com/")
request_parameters += "&SigninToken=" + signin_token["SigninToken"]
request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation" + request_parameters

# Send final URL to stdout
print (request_url)

POST リクエストの使用

import urllib, json, sys
import requests # 'pip install requests'
import boto3 # AWS SDK for Python (Boto3) 'pip install boto3'
import os
from selenium import webdriver # 'pip install selenium', 'brew install chromedriver'

# Step 1: Authenticate user in your own identity system.

# Step 2: Using the access keys for an IAM user in your AAWS #####,
# call "AssumeRole" to get temporary access keys for the federated user

# Note: Calls to AWS STS AssumeRole must be signed using the access key ID  
# and secret access key of an IAM user or using existing temporary credentials.
# The credentials can be in Amazon EC2 instance metadata, in environment variables,  
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# or in a configuration file, and will be discovered automatically by the  
# client('sts') function. For more information, see the Python SDK docs:
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html#STS.Client.assume_role
if sys.version_info[0] < 3: 
    def quote_plus_function(s): 
        return urllib.quote_plus(s)
else: 
    def quote_plus_function(s): 
        return urllib.parse.quote_plus(s)

sts_connection = boto3.client('sts')

assumed_role_object = sts_connection.assume_role( 
    RoleArn="arn:aws:iam::account-id:role/ROLE-NAME", 
    RoleSessionName="AssumeRoleDemoSession",
)

# Step 3: Format resulting temporary credentials into JSON
url_credentials = {}
url_credentials['sessionId'] = assumed_role_object.get('Credentials').get('AccessKeyId')
url_credentials['sessionKey'] = 
 assumed_role_object.get('Credentials').get('SecretAccessKey')
url_credentials['sessionToken'] = 
 assumed_role_object.get('Credentials').get('SessionToken')
json_string_with_temp_credentials = json.dumps(url_credentials)

# Step 4. Make request to AWS federation endpoint to get sign-in token. Construct the 
 parameter string with
# the sign-in action request, a 12-hour session duration, and the JSON document with 
 temporary credentials  
# as parameters.
request_parameters = {}
request_parameters['Action'] = 'getSigninToken'
request_parameters['SessionDuration'] = '43200'
request_parameters['Session'] = json_string_with_temp_credentials

request_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation"
r = requests.post( request_url, data=request_parameters)

# Returns a JSON document with a single element named SigninToken.
signin_token = json.loads(r.text)

# Step 5: Create a POST request where users can use the sign-in token to sign in to  
# the console. The POST request must be made within 15 minutes after the
# sign-in token was issued.
request_parameters = {}
request_parameters['Action'] = 'login'
request_parameters['Issuer']='Example.org'
request_parameters['Destination'] = 'https://console.aws.amazon.com/'
request_parameters['SigninToken'] =signin_token['SigninToken']

jsrequest = '''
var form = document.createElement('form');
form.method = 'POST';
form.action = '{request_url}';
request_parameters = {request_parameters}
for (var param in request_parameters) {{ 
    if (request_parameters.hasOwnProperty(param)) {{ 
        const hiddenField = document.createElement('input'); 
        hiddenField.type = 'hidden'; 
        hiddenField.name = param; 
        hiddenField.value = request_parameters[param]; 
        form.appendChild(hiddenField); 
    }}
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}}
document.body.appendChild(form);
form.submit();
'''.format(request_url=request_url, request_parameters=request_parameters)

driver = webdriver.Chrome()
driver.execute_script(jsrequest);

Java を使用したコード例
以下の例は、Java を使用して、プログラムでフェデレーションユーザーに AWS Management Console へ
の直接アクセスを許可する URL を作成する方法を示します。以下のコード例では、AWS SDK for Java を
使用しています。

import java.net.URLEncoder;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
// Available at http://www.json.org/java/index.html
import org.json.JSONObject;
import com.amazonaws.auth.AWSCredentials;
import com.amazonaws.auth.BasicAWSCredentials;
import com.amazonaws.services.securitytoken.AWSSecurityTokenServiceClient;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.Credentials;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.GetFederationTokenRequest;
import com.amazonaws.services.securitytoken.model.GetFederationTokenResult;

/* Calls to AWS STS API operations must be signed using the access key ID  
   and secret access key of an IAM user or using existing temporary  
   credentials. The credentials should not be embedded in code. For  
   this example, the code looks for the credentials in a  
   standard configuration file.
*/
AWSCredentials credentials =  
  new PropertiesCredentials( 
         AwsConsoleApp.class.getResourceAsStream("AwsCredentials.properties"));

AWSSecurityTokenServiceClient stsClient =  
  new AWSSecurityTokenServiceClient(credentials);

GetFederationTokenRequest getFederationTokenRequest =  
  new GetFederationTokenRequest();
getFederationTokenRequest.setDurationSeconds(1800);
getFederationTokenRequest.setName("UserName");

// A sample policy for accessing Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) in the 
 console.

String policy = "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":[{\"Action\":\"sns:*\"," + 
  "\"Effect\":\"Allow\",\"Resource\":\"*\"}]}";

getFederationTokenRequest.setPolicy(policy);

GetFederationTokenResult federationTokenResult =  
  stsClient.getFederationToken(getFederationTokenRequest);

Credentials federatedCredentials = federationTokenResult.getCredentials();

// The issuer parameter specifies your internal sign-in
// page, for example https://mysignin.internal.mycompany.com/.
// The console parameter specifies the URL to the destination console of the
// AWS Management Console. This example goes to Amazon SNS.  
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// The signin parameter is the URL to send the request to.

String issuerURL = "https://mysignin.internal.mycompany.com/";
String consoleURL = "https://console.aws.amazon.com/sns";
String signInURL = "https://signin.aws.amazon.com/federation"; 
   
// Create the sign-in token using temporary credentials,
// including the access key ID,  secret access key, and session token.
String sessionJson = String.format( 
  "{\"%1$s\":\"%2$s\",\"%3$s\":\"%4$s\",\"%5$s\":\"%6$s\"}", 
  "sessionId", federatedCredentials.getAccessKeyId(), 
  "sessionKey", federatedCredentials.getSecretAccessKey(), 
  "sessionToken", federatedCredentials.getSessionToken()); 
               
// Construct the sign-in request with the request sign-in token action, a
// 12-hour console session duration, and the JSON document with temporary  
// credentials as parameters.

String getSigninTokenURL = signInURL +  
                           "?Action=getSigninToken" + 
                           "&DurationSeconds=43200" +  
                           "&SessionType=json&Session=" +  
                           URLEncoder.encode(sessionJson,"UTF-8");

URL url = new URL(getSigninTokenURL);

// Send the request to the AWS federation endpoint to get the sign-in token
URLConnection conn = url.openConnection ();

BufferedReader bufferReader = new BufferedReader(new  
  InputStreamReader(conn.getInputStream()));   
String returnContent = bufferReader.readLine();

String signinToken = new JSONObject(returnContent).getString("SigninToken");

String signinTokenParameter = "&SigninToken=" + URLEncoder.encode(signinToken,"UTF-8");

// The issuer parameter is optional, but recommended. Use it to direct users
// to your sign-in page when their session expires.

String issuerParameter = "&Issuer=" + URLEncoder.encode(issuerURL, "UTF-8");

// Finally, present the completed URL for the AWS console session to the user

String destinationParameter = "&Destination=" + URLEncoder.encode(consoleURL,"UTF-8");
String loginURL = signInURL + "?Action=login" + 
                     signinTokenParameter + issuerParameter + destinationParameter;

URL の作成方法を示す例 (Ruby)
以下の例は、Ruby を使用して、プログラムでフェデレーションユーザーに AWS Management Console へ
の直接アクセスを許可する URL を作成する方法を示します。このコード例では、AWS SDK for Ruby を使
用しています。

require 'rubygems'
require 'json'
require 'open-uri'
require 'cgi'
require 'aws-sdk'

# Create a new STS instance
#  
# Note: Calls to AWS STS API operations must be signed using an access key ID  
# and secret access key. The credentials can be in EC2 instance metadata  
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# or in environment variables and will be automatically discovered by
# the default credentials provider in the AWS Ruby SDK.  
sts = Aws::STS::Client.new()

# The following call creates a temporary session that returns  
# temporary security credentials and a session token.
# The policy grants permissions to work
# in the AWS SNS console.

session = sts.get_federation_token({ 
  duration_seconds: 1800, 
  name: "UserName", 
  policy: "{\"Version\":\"2012-10-17\",\"Statement\":{\"Effect\":\"Allow\",\"Action\":
\"sns:*\",\"Resource\":\"*\"}}",
})

# The issuer value is the URL where users are directed (such as
# to your internal sign-in page) when their session expires.
#
# The console value specifies the URL to the destination console.
# This example goes to the Amazon SNS console.
#
# The sign-in value is the URL of the AWS STS federation endpoint.
issuer_url = "https://mysignin.internal.mycompany.com/"
console_url = "https://console.aws.amazon.com/sns"
signin_url = "https://signin.aws.amazon.com/federation"

# Create a block of JSON that contains the temporary credentials
# (including the access key ID, secret access key, and session token).
session_json = { 
  :sessionId => session.credentials[:access_key_id], 
  :sessionKey => session.credentials[:secret_access_key], 
  :sessionToken => session.credentials[:session_token]
}.to_json

# Call the federation endpoint, passing the parameters
# created earlier and the session information as a JSON block.  
# The request returns a sign-in token that's valid for 15 minutes.
# Signing in to the console with the token creates a session  
# that is valid for 12 hours.
get_signin_token_url = signin_url +  
                       "?Action=getSigninToken" +  
                       "&SessionType=json&Session=" +  
                       CGI.escape(session_json)

returned_content = URI.parse(get_signin_token_url).read

# Extract the sign-in token from the information returned
# by the federation endpoint.
signin_token = JSON.parse(returned_content)['SigninToken']
signin_token_param = "&SigninToken=" + CGI.escape(signin_token)

# Create the URL to give to the user, which includes the
# sign-in token and the URL of the console to open.
# The "issuer" parameter is optional but recommended.
issuer_param = "&Issuer=" + CGI.escape(issuer_url)
destination_param = "&Destination=" + CGI.escape(console_url)
login_url = signin_url + "?Action=login" + signin_token_param +  
  issuer_param + destination_param

サービスリンクロールの使用
サービスにリンクされたロールは、AWS のサービスに直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールで
す。サービスにリンクされたロールは、サービスによって事前定義されており、お客様の代わりにサービ

244



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
サービスにリンクされたロール

スから他の AWS サービスを呼び出す必要のあるアクセス権限がすべて含まれています。このリンクされ
たサービスでも、サービスにリンクされたロールを作成、変更、削除する方法を定義しています。サービ
スによって、ロールが自動的に作成または削除される場合があります。そのため、ウィザードの一部、ま
たはサービスのプロセスとして、ロールを作成、変更、削除できる場合があります。または、ロールを作
成または削除するには、IAM を使用する必要がある場合があります。どの方法を使用するにしても、サー
ビスにリンクされたロールを使用すると、サービスが自動でアクションを完了させるのに、 アクセス許可
を手動で追加する必要がないため、サービスの設定プロセスが簡単になります。

Note

サービスロールは、サービスにリンクされたロールとは異なることに注意してください。サービ
スロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ル です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」
を参照してください。サービスリンクロールは、AWS のサービス にリンクされているサービス
ロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受ける
ことができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービスに
よって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、
編集することはできません。

リンクされたサービスで、そのサービスにリンクされたロールのアクセス許可を定義します。特に定義さ
れている場合を除き、ロールは、そのサービスでのみ引き受けることができます。定義した許可には、信
頼ポリシーと許可ポリシーが含まれます。この許可ポリシーを他のIAM エンティティにアタッチすること
はできません。

ロールを削除する前に、最初に関連するリソースを削除する必要があります。これにより、リソースへの
意図しないアクセスによる許可の削除が防止され、 リソースは保護されます。

Tip

サービスにリンクされたロールを使用してサポートするサービスについては、「IAM と連携する 
AWS のサービス (p. 1137)」を参照し、[Service-Linked Role] (サービスにリンクされたロール) 
列が [Yes] (はい) になっているサービスを検索してください。サービスにリンクされたロールに
関するドキュメントをサービスで表示するには、[Yes] (はい) リンクを選択します。

サービスにリンクされたロールのアクセス許可
ユーザーまたはロールがサービスにリンクされたロールを作成または編集できるようにするには、IAM エ
ンティティ (ユーザーまたはロール) のアクセス許可を設定する必要があります。

Note

サービスにリンクされたロールの ARN にはサービスプリンシパルが含まれています。以下のポリ
シーでは SERVICE-NAME.amazonaws.com として示されています。サービスプリンシパルは推
量しないでください。サービスプリンシパルは、大文字と小文字が区別され、AWS のサービス間
で異なる場合があります。サービスのサービスプリンシパルを表示するには、そのサービスにリ
ンクされたロールのドキュメントを参照してください。

特定のサービスにリンクされたロールの作成を IAM エンティティに許可するには

サービスにリンクされたロールを作成する必要のある IAM エンティティに、次のポリシーを追加します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICE-
NAME.amazonaws.com/SERVICE-LINKED-ROLE-NAME-PREFIX*", 
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            "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "SERVICE-
NAME.amazonaws.com"}} 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:PutRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICE-
NAME.amazonaws.com/SERVICE-LINKED-ROLE-NAME-PREFIX*" 
        } 
    ]
}

IAM エンティティがサービスにリンクされた任意のロールを作成することを許可するには

サービスにリンクされたロール、または必要なポリシーを含む任意のサービスロールを作成する必要のあ
る IAM エンティティのアクセス許可ポリシーに、次のステートメントを追加します。このポリシーステー
トメントでは、IAM エンティティがポリシーをロールにアタッチすることは許可されません。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
}

IAM エンティティが任意のサービスロールの説明を編集することを許可するには

サービスにリンクされたロール、または任意のサービスロールの説明を編集する必要のある IAM エンティ
ティのアクセス許可ポリシーに、次のステートメントを追加します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:UpdateRoleDescription", 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
}

IAM エンティティがサービスにリンクされた特定のロールを削除することを許可するには

サービスにリンクされたロールを削除する必要のある IAM エンティティのアクセス許可ポリシーに、次の
ステートメントを追加します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/SERVICE-NAME.amazonaws.com/SERVICE-
LINKED-ROLE-NAME-PREFIX*"
}

IAM エンティティがサービスにリンクされた任意のロールを削除することを許可するには

サービスロールではなく、サービスにリンクされたロールを削除する必要のある IAM エンティティのアク
セス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
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    "Action": [ 
        "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/*"
}

既存のロールをサービスに渡すことを IAM エンティティに許可するには

一部の AWS サービスでは、新しいサービスにリンクされたロールを作成せずに、既存のロールをサービ
スに渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡すアクセス許可がユーザーに必要です。
ロールを渡す必要のある IAM エンティティのアクセス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加しま
す。このポリシーステートメントでは、エンティティは、渡すことができるロールのリストを表示できま
す。詳細については、「AWS のサービスにロールを渡すアクセス権限をユーザーに付与する (p. 284)」
を参照してください。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListRoles", 
        "iam:PassRole" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-for-XYZ"
}

サービスにリンクされたロールのアクセス許可の転送
サービスにリンクされたロールによって付与されたアクセス許可は、他のユーザーおよびロールに間接的
に転送できます。他のサービスでのオペレーションの実行をサービスに許可すると、元のサービスは今後
これらのアクセス許可を使用できます。別のユーザーまたはロールが、元のサービスでアクションを実行
するアクセス許可を持っている場合、元のサービスは、そのロールを引き受けて他のサービスのリソース
にアクセスすることができます。つまり、他のユーザーまたはロールは、他のサービスに間接的にアクセ
スできます。

たとえば、Amazon RDS DB インスタンスを作成すると、RDS によってサービスにリンクされたロール
が作成されます。このロールは、DB インスタンスを編集するたびに RDS がユーザーに代わって Amazon 
EC2、Amazon SNS、Amazon SNS、Amazon CloudWatch Logs、Amazon Kinesis を呼び出すことを許可
します。自分のアカウントまたは別のアカウントのユーザーとロールがその Amazon RDS インスタンスに
アクセスすることを許可するポリシーを作成した場合、RDS はそのロールを引き続き使用して、代わりに 
EC2、SNS、CloudWatch Logs、および Kinesis に変更を加えることができます。新しいユーザーまたは
ロールは、それらの他のサービスのリソースを間接的に編集できます。

Important

サービスにリンクされたロールのアクセス許可を転送するときは、「混乱した Deputy」による権
限昇格のリスクがあることに注意してください。そのリスクを軽減する方法の詳細については、
「サービス間の混乱した Deputy の防止」を参照してください。

サービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを作成するメソッドは、サービスによって異なります。場合によっては、
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。たとえば、サービス特定のアクショ
ン (リソースの作成) を完了すると、サービスによって、サービスにリンクされたロールが作成される場合
があります。または、サービスにリンクされたロールのサポートを開始する前からサービスを使用してい
た場合は、アカウントにロールが自動的に作成される場合があります。詳細については、「AWS アカウン
トに新しいロールが表示される (p. 1108)」を参照してください。

また、サービスにリンクされたロールは、サービスコンソール、API、CLI を使用して、手動で作成できる
場合があります。サービスにリンクされたロールを使用してサポートするサービスについては、「IAM と
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連携する AWS のサービス (p. 1137)」を参照し、[Service-Linked Role] (サービスにリンクされたロール) 
列が [Yes] (はい) になっているサービスを検索してください。サービスにリンクされたロールをサービス
で作成できるかどうかを確認するには、「はい」リンクを選択して、該当サービスのサービスにリンクさ
れたロールに関するドキュメントを参照してください。

ロールの作成がサービスでサポートされていない場合は、IAM を使用して、サービスにリンクされたロー
ルを作成できます。

Important

サービスにリンクされたロールでは、AWS アカウント の IAM ロールの制限に向かってカウント
されますが、このロールは制限を超えてもアカウントに作成することができます。この制限を超
える可能性があるのは、サービスにリンクされたロールのみです。

サービスにリンクされたロールの作成 (コンソール)

IAM のサービスにリンクされたロールを作成する前に、サービスにリンクされたロールがサービスで自動
的に作成されるかどうかを確認します。さらに、サービスのコンソール、API、または CLI からロールを
作成できるかどうかも確認します。

サービスにリンクされたロールを作成するには (コンソール)

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

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。続いて、[Create role]
(ロールの作成) を選択します。

3. [AWS のサービス] ロールタイプを選択します。
4. サービスのユースケースを選択します。ユースケースは、サービスに必要な信頼ポリシーを含めるよ

うに定義されています。続いて、[Next (次へ)] を選択します。
5. ロールにアタッチするアクセス権限ポリシーを 1 つ以上選択します。選択したユースケースに基づ

き、サービスで以下のいずれかを行う場合があります。

• ロールで使用するアクセス権限を定義します。
• 制限されたアクセス権限からの選択を許可します。
• すべてのアクセス権限からの選択を許可します。
• この時点でポリシーを選択できないようにし、ポリシーを作成してからロールにアタッチします。

ロールに許可する許可を割り当てるポリシーの横にあるチェックボックスを選択し、[Next] (次へ) を
選択します。

Note

設定したアクセス権限は、ロールを使用するすべてのエンティティで有効となります。デ
フォルトでは、ロールにはいずれのアクセス権限もありません。

6. [ロール名] で、ロール名のカスタマイズの度合いはサービスによって定義されます。サービスのロー
ル名が定義されている場合、このオプションを変更することはできません。その他の場合、サービス
はロールのプレフィックスを定義し、オプションのサフィックスを入力できるようにするかもしれま
せん。

可能であれば、ロールのデフォルト名に追加するサフィックスを入力します。このサフィックスは、
このロールの目的を識別するのに役立ちます。ロール名は AWS アカウント内で一意でなければなり
ません。大文字と小文字は区別されません。例えば、<service-linked-role-name>_SAMPLE と
<service-linked-role-name>_sample というロール名を両方作成することはできません。多く
のエンティティによりロールが参照されるため、作成後にロール名を変更することはできません。

7. (オプション) [Description] (説明) で、サービスにリンクされた新しいロールの説明を編集します。
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8. 作成中にサービスにリンクされたロールにタグ付けすることはできません。IAM におけるタグの使用
の詳細については、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照してください。

9. ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。

サービスにリンクされたロールの作成 (AWS CLI)
IAM でサービスにリンクされたロールを作成するには、リンクされたサービスで、サービスにリンクされ
たロールが自動的に作成されるかどうかと、サービスの CLI からロールを作成できるかどうかについて確
認します。サービス CLI がサポートされていない場合は、IAM コマンドを使用して、ロールを引き受ける
ためにサービスで必要な信頼ポリシーやインラインポリシーを含めて、サービスにリンクされたロールを
作成することができます。

サービスにリンクされたロールを作成するには (AWS CLI)

次のコマンドを実行します。

aws iam create-service-linked-role --aws-service-name SERVICE-NAME.amazonaws.com

サービスにリンクされたロールの作成 (AWS API)
IAM でサービスにリンクされたロールを作成するには、リンクされたサービスで、サービスにリンクされ
たロールが自動的に作成されるかどうかと、サービスの API からロールを作成できるかどうかについて確
認します。サービス API がサポートされていない場合は、AWS API を使用して、ロールを引き受けるため
にサービスで必要な信頼ポリシーやインラインポリシーを含めて、サービスにリンクされたロールを作成
することができます。

サービスにリンクされたロールを作成するには (AWS API)

CreateServiceLinkedRole API コールを使用します。リクエストで、サービス名 
(SERVICE_NAME_URL.amazonaws.com) を指定します。

たとえば、サービスにリンクされたロール ([Lex Bots]) を作成するには、lex.amazonaws.com を使用し
ます。

サービスにリンクされたロールの編集
サービスにリンクされたロールを編集するメソッドは、サービスによって異なります。一部のサービスで
は、サービスコンソール、API、CLI からサービスにリンクされたロールのアクセス権限を編集することが
できます。ただし、サービスにリンクされたロールを作成すると多くのエンティティによりロールが参照
されるため、ロール名を変更することはできません。ロールの説明は、IAM コンソール、API、CLI から編
集することができます。

サービスにリンクされたロールを使用してサポートするサービスについては、「IAM と連携する AWS の
サービス (p. 1137)」を参照し、[Service-Linked Role] (サービスにリンクされたロール) 列が [Yes] (はい) 
になっているサービスを検索してください。サービスにリンクされたロールをサービスで編集できるかど
うかを確認するには、「はい」リンクを選択して、該当サービスのサービスにリンクされたロールに関す
るドキュメントを参照してください。

サービスにリンクされたロールの説明の編集 (コンソール)
サービスにリンクされたロールの説明は、IAM コンソールを使用して編集できます。

サービスにリンクされたロールの説明を編集するには (コンソール)

1. IAM コンソールのナビゲーションペインで [ロール] を選択します。
2. 変更するロールの名前を選択します。
3. [Role description] の右端にある [Edit] を選択します。
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4. ボックスに新しい説明を入力し、[Save] を選択します。

サービスにリンクされたロールの説明の編集 (AWS CLI)
AWS CLI から IAM コマンドを使用して、サービスにリンクされたロールの説明を編集できます。

サービスにリンクされたロールの説明を変更するには (AWS CLI)

1. (オプション) ロールの現在の説明を表示するには、以下のコマンドを実行します。

aws iam get-role --role-name ROLE-NAME

CLI コマンドでは、ARN ではなくロール名を使用してロールを参照します。例えば、ロールの ARN 
が arn:aws:iam::123456789012:role/myrole である場合、そのロールを myrole と参照しま
す。

2. サービスにリンクされたロールの説明を更新するには、次のコマンドを実行します。

aws iam update-role --role-name ROLE-NAME --description OPTIONAL-DESCRIPTION

サービスにリンクされたロールの説明の編集 (AWS API)
サービスにリンクされたロールの説明は、AWS API を使用して編集できます。

サービスにリンクされたロールの説明を変更するには (AWS API)

1. (オプション) ロールの現在の説明を表示するには、次のオペレーションを呼び出し、ロールの名前を
指定します。

AWS API: GetRole
2. ロールの説明を更新するには、次のオペレーションを呼び出し、ロールの名前 (およびオプションの

説明) を指定します。

AWS API: UpdateRole

サービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールを作成するメソッドは、サービスによって異なります。場合によっては、
サービスにリンクされたロールを手動で削除する必要はありません。たとえば、サービス特定のアクショ
ン (リソースの削除) を完了すると、サービスによって、サービスにリンクされたロールが削除される場合
があります。

また、サービスにリンクされたロールは、サービスコンソール、API、または AWS CLI から手動で削除で
きる場合があります。

サービスにリンクされたロールを使用してサポートするサービスについては、「IAM と連携する AWS の
サービス (p. 1137)」を参照し、[Service-Linked Role] (サービスにリンクされたロール) 列が [Yes] (はい) 
になっているサービスを検索してください。サービスにリンクされたロールをサービスで削除できるかど
うかを確認するには、「はい」リンクを選択して、該当サービスのサービスにリンクされたロールに関す
るドキュメントを参照してください。

サービスがロールの削除をサポートしていない場合は、IAM コンソール、API、または AWS CLI からサー
ビスにリンクされたロールを削除できます。サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービス
が不要になった場合には、そのロールを削除することをお勧めします。そうすることで、使用していない
エンティティがアクティブにモニタリングされたり、メンテナンスされたりすることがなくなります。た
だし、削除する前に、サービスにリンクされたロールをクリーンアップする必要があります。

250

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/get-role.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/update-role.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_GetRole.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_UpdateRole.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
サービスにリンクされたロール

サービスにリンクされたロールのクリーンアップ
IAM を使用してサービスにリンクされたロールを削除するには、まずそのロールにアクティブなセッショ
ンがないことを確認し、そのロールで使用されているリソースをすべて削除する必要があります。

サービスにリンクされたロールにアクティブなセッションがあるかどうかを、IAM コンソールで
確認するには

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

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。サービスにリンクされた
ロールのチェックボックスではなく、ロールの名前を選択します。

3. 選択したロールの [概要] ページで、[アクセスアドバイザー] タブを選択します。
4. [アクセスアドバイザー] タブで、サービスにリンクされたロールの最新のアクティビティを確認しま

す。
Note

サービスがサービスにリンクされたロールを使用しているかどうかが不明な場合は、ロール
の削除を試みることができます。サービスがロールを使用している場合、削除は失敗し、
ロールが使用されているリージョンを表示できます。ロールが使用されている場合は、ロー
ルを削除する前にセッションが終了するのを待つ必要があります。サービスにリンクされた
ロールのセッションを取り消すことはできません。

サービスにリンクされたロールよって使用されているリソースを削除するには

サービスにリンクされたロールを使用してサポートするサービスについては、「IAM と連携する AWS の
サービス (p. 1137)」を参照し、[Service-Linked Role] (サービスにリンクされたロール) 列が [Yes] (はい) 
になっているサービスを検索してください。サービスにリンクされたロールをサービスで削除できるかど
うかを確認するには、「はい」リンクを選択して、該当サービスのサービスにリンクされたロールに関す
るドキュメントを参照してください。サービスにリンクされているロールが使用しているリソースを削除
する方法については、そのサービスのドキュメントを参照してください。

サービスにリンクされたロールの削除 (コンソール)
IAM コンソールを使用して、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (コンソール)

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

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで [ロール] を選択します。ロール名または行そのものではな
く、削除するロール名の横にあるチェックボックスをオンにします。

3. ページ上部にある [ロールのアクション] で [削除] を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、最終アクセス情報を確認します。これは、選択したそれぞれのロールの 

AWS サービスへの最終アクセス時間を示します。これは、そのロールが現在アクティブであるかどう
かを確認するのに役立ちます。先に進む場合は、[Yes, Delete] (はい、削除する) を選択し、削除する
サービスにリンクされたロールを送信します。

5. IAM コンソール通知を見て、サービスにリンクされたロールの削除の進行状況をモニタリングしま
す。IAM サービスにリンクされたロールの削除は非同期であるため、削除するロールを送信すると、
削除タスクは成功または失敗する可能性があります。

• タスクが成功した場合は、ロールがリストから削除され、成功の通知がページの上部に表示されま
す。

• タスクが失敗した場合は、通知から [View details] (詳細を表示) または [View Resources] (リソース
を表示) を選択して、削除が失敗した理由を知ることができます。ロールがサービスのリソースを
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使用しているために削除が失敗したとき、サービスがその情報を返す場合は、通知にはリソースの
リストが含まれます。次にリソースをクリーンアップ (p. 251)してから、削除リクエストをもう一
度送信できます。

Note

サービスが返す情報に応じて、このプロセスを何度も繰り返す必要があります。たとえ
ば、サービスにリンクされたロールが 6 つのリソースを使用しており、サービスはそのう
ち 5 つのリソースに関する情報を返すことがあります。5 つのリソースをクリーンアップ
して削除するロールを再度送信すると、削除は失敗し、残りの 1 つのリソースが報告され
ます。サービスはすべてのリソースを返しますが、そのうちいくつかはリソースを報告し
ない場合もあります。

• タスクが失敗し、通知にリソースのリストが含まれていない場合、サービスはその情報を返さない
可能性があります。サービスのリソースをクリーンアップする方法の詳細については、「IAM と連
携する AWS のサービス (p. 1137)」を参照してください。使用しているサービスをテーブルで見つ
け、「はい」リンクを選択すると、そのサービスのサービスにリンクされたロールに関するドキュ
メントが表示されます。

サービスにリンクされたロールの削除 (AWS CLI)

AWS CLI から IAM コマンドを使用して、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (AWS CLI)

1. 削除するロールの名前が分からない場合、以下のコマンドを入力してお客様のアカウントにあるロー
ルを表示します。

aws iam get-role --role-name role-name

CLI コマンドでは、ARN ではなくロール名を使用してロールを参照します。例えば、ロールの ARN 
が arn:aws:iam::123456789012:role/myrole である場合、そのロールを myrole と参照しま
す。

2. サービスにリンクされているロールは、使用されている、または関連するリソースがある場合は削除
できないため、削除リクエストを送信する必要があります。これらの条件が満たされない場合、その
リクエストは拒否される可能性があります。レスポンスから deletion-task-id を取得して、削除
タスクのステータスを確認する必要があります。サービスにリンクされたロールの削除リクエストを
送信するには、次のコマンドを入力します。

aws iam delete-service-linked-role --role-name role-name

3. 削除タスクのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します。

aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id

削除タスクのステータスは、 NOT_STARTED､IN_PROGRESS, SUCCEEDED､または FAILED となりま
す｡ 削除が失敗した場合は、失敗した理由がコールによって返され、トラブルシューティングが可
能になります。ロールがサービスのリソースを使用しているために削除が失敗したとき、サービス
がその情報を返す場合は、通知にはリソースのリストが含まれます。次にリソースをクリーンアッ
プ (p. 251)してから、削除リクエストをもう一度送信できます。

Note

サービスが返す情報に応じて、このプロセスを何度も繰り返す必要があります。たとえば、
サービスにリンクされたロールが 6 つのリソースを使用しており、サービスはそのうち 5 つ
のリソースに関する情報を返すことがあります。5 つのリソースをクリーンアップして削除
するロールを再度送信すると、削除は失敗し、残りの 1 つのリソースが報告されます。サー
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ビスはすべてのリソースを返しますが、そのうちいくつかはリソースを報告しない場合もあ
ります。リソースを報告しないサービスのリソースをクリーンアップする方法の詳細につい
ては、「IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)」を参照してください。使用している
サービスをテーブルで見つけ、「はい」リンクを選択すると、そのサービスのサービスにリ
ンクされたロールに関するドキュメントが表示されます。

サービスにリンクされたロールの削除 (AWS API)

AWS API を使用して、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (AWS API)

1. サービスにリンクされたロールの削除リクエストを送信するには、DeleteServiceLinkedRole を呼び出
します。リクエストで、ロール名を指定します。

サービスにリンクされているロールは、使用されている、または関連するリソースがある場合は削除
できないため、削除リクエストを送信する必要があります。これらの条件が満たされない場合、その
リクエストは拒否される可能性があります。レスポンスから DeletionTaskId を取得して、削除タ
スクのステータスを確認する必要があります。

2. 削除タスクのステータスを確認するには、GetServiceLinkedRoleDeletionStatus を呼び出します。リ
クエストで DeletionTaskId を指定します。

削除タスクのステータスは、 NOT_STARTED､IN_PROGRESS, SUCCEEDED､または FAILED となりま
す｡ 削除が失敗した場合は、失敗した理由がコールによって返され、トラブルシューティングが可
能になります。ロールがサービスのリソースを使用しているために削除が失敗したとき、サービス
がその情報を返す場合は、通知にはリソースのリストが含まれます。次にリソースをクリーンアッ
プ (p. 251)してから、削除リクエストをもう一度送信できます。

Note

サービスが返す情報に応じて、このプロセスを何度も繰り返す必要があります。たとえば、
サービスにリンクされたロールが 6 つのリソースを使用しており、サービスはそのうち 5 つ
のリソースに関する情報を返すことがあります。5 つのリソースをクリーンアップして削除
するロールを再度送信すると、削除は失敗し、残りの 1 つのリソースが報告されます。サー
ビスはすべてのリソースを返しますが、そのうちいくつかはリソースを報告しない場合もあ
ります。リソースを報告しないサービスのリソースをクリーンアップする方法の詳細につい
ては、「IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)」を参照してください。使用している
サービスをテーブルで見つけ、「はい」リンクを選択すると、そのサービスのサービスにリ
ンクされたロールに関するドキュメントが表示されます。

IAM ロールの作成
ロールを作成するには、AWS Management Console、AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、または 
IAM API を使用できます。

AWS Management Consoleを使用する場合は、ウィザードを使用し、一連のステップに従ってロールを作
成できます。AWS サービス向け、AWS アカウント 向け、またはフェデレーションユーザー向けのうち、
どのロールを作成するかによって、ウィザードの手順は少し異なります。

トピック
• IAM ユーザーにアクセス許可を委任するロールの作成 (p. 254)
• AWS のサービスにアクセス許可を委任するロールの作成 (p. 258)
• サードパーティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成 (p. 264)
• カスタム信頼ポリシーを使用したロールの作成 (コンソール) (p. 274)
• アクセス権を委任するポリシーの例 (p. 275)
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IAM ユーザーにアクセス許可を委任するロールの作成
IAM ロールを使用することで、お客様の AWS リソースに対するアクセス許可を委任できます。IAM ロー
ルにより、お客様の信頼するアカウントと他の AWS 信頼される アカウントとの信頼関係を確立できま
す。信頼するアカウントは、アクセスされるリソースを所有し、信頼されるアカウントは、リソースへ
のアクセスを必要とするユーザーを含みます。ただし、別のアカウントがお客様のアカウントのリソース
を所有する場合があります。たとえば、信頼するアカウントが、新しいリソースの作成 (Amazon S3 バ
ケットでの新しいオブジェクトの作成など) を、信頼されたアカウントに許可する場合があります。この
場合、リソースを作成したアカウントがリソースを所有します。さらに、リソースへのアクセスを誰に許
可するかも管理します。

信頼関係の作成後、IAM ユーザーまたは信頼されたアカウントのアプリケーションでは AWS Security 
Token Service (AWS STS) AssumeRole の API オペレーションを使用できます。このオペレーションから
提供される一時的なセキュリティ認証情報を使用して、お客様のアカウントの AWS リソースにアクセス
できます。

いずれものアカウントもお客様が管理できます。または、ユーザーが属するアカウントは第三者が管理で
きます。ユーザーが属する他のアカウントが管理対象外の AWS アカウント である場合は、externalId
属性を使用することもできます。外部 ID は、お客様とサードパーティーのアカウントの管理者との間で同
意した任意の単語または数値です。このオプションにより、リクエストに正しい sts:ExternalID が含
まれている場合にのみユーザーがロールを引き受けることができるという条件が、信頼ポリシーに自動的
に追加されます。詳細については、「AWS リソースへのアクセス権を第三者に付与するときに外部 ID を
使用する方法 (p. 192)」を参照してください。

ロールを使用してアクセス権限を委任する方法の詳細については、「ロールに関する用語と概
念 (p. 184)」を参照してください。サービスロールを使用して、サービスからアカウントのリソース
へのアクセスを許可する方法については、「AWS のサービスにアクセス許可を委任するロールの作
成 (p. 258)」を参照してください。

IAM ロールの作成（コンソール）

IAM ユーザーが引き受けるロールは、AWS Management Console を使用して作成できます。例えば、組
織で複数の AWS アカウント を使用して本稼働環境から開発環境を分離しているとします。この場合、開
発用アカウントのユーザーに対して、本番稼働用アカウントのリソースへのアクセスを許可するロールを
作成する方法の概要情報については、「個別の開発用アカウントと本稼働用アカウントを使用したシナリ
オ例 (p. 189)」を参照してください。

ロールを作成するには (コンソール)

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

2. コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。
3. [AWS アカウント] のロールタイプを選択します。
4. アカウントのロールを作成するには、[This account] (このアカウント) を選択します。別のアカウント

のロールを作成するには、[Another AWS アカウント] (別の ) を選択し、リソースへのアクセス許可を
付与する [Account ID] (アカウント ID) を入力します。

指定したアカウントの管理者は、そのアカウントのすべての IAM ユーザーに、このロールを引き受け
る許可を付与できます。そのためには、管理者から sts:AssumeRole アクションの許可を付与する
ユーザーまたはグループにポリシーを添付します。そのポリシーで、Resource としてロールの ARN 
を指定する必要があります。

5. 管理対象外のアカウントのユーザーにアクセス許可を付与し、このロールをユーザーがプログラムで
引き受ける場合は、[Require external ID] (外部 ID が必要) を選択します。外部 ID は、お客様とサード
パーティーのアカウントの管理者との間で同意した任意の単語または数値です。このオプションによ
り、リクエストに正しい sts:ExternalID が含まれている場合にのみユーザーがロールを引き受け
ることができるという条件が、信頼ポリシーに自動的に追加されます。詳細については、「AWS リ

254

https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/API_AssumeRole.html
https://console.aws.amazon.com/iam/
https://console.aws.amazon.com/iam/


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ロールの作成

ソースへのアクセス権を第三者に付与するときに外部 ID を使用する方法 (p. 192)」を参照してくだ
さい。

Important

このオプションを選択すると、AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、または AWS API 
からのみの、ロールへのアクセスが制限されます。これは、AWS コンソールを使用して、そ
の信頼ポリシーに externalId 条件が指定されているロールに切り替えることができないた
めです。ただし、該当する SDK を使用してスクリプトまたはアプリケーションを作成するこ
とで、この種のアクセスをプログラムから実行することができます。詳細とサンプルスクリ
プトについては、AWS Management Console セキュリティブログの「AWS へのクロスアカ
ウントアクセスを有効にする方法」を参照してください。

6. 多要素認証 (MFA) を使用してサインインするユーザーにロールを制限するには、[MFA が必要] オ
プションを選択します。これにより、MFA によるサインインの有無を確認する条件がロールの信頼
ポリシーに追加されます。ロールを引き受けるユーザーは、設定した MFA デバイスから一時的な
ワンタイムパスワードを使用してサインインする必要があります。MFA 認証のないユーザーはロー
ルを引き受けることができません。MFA の詳細については、「AWS での多要素認証 (MFA) の使
用 (p. 115)」を参照してください。

7. [Next] (次へ) をクリックします。
8. IAM には、アカウント内の AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーのリストがあります。ア

クセス許可ポリシーとして使用するポリシーを選択するか、[ポリシーの作成] を選択して新しいブ
ラウザタブを開き、新しいポリシーをゼロから作成します。詳細については、「IAM ポリシーの作
成 (p. 515)」を参照してください。ポリシーを作成したら、そのタブを閉じて元のタブに戻ります。
ロールを引き受けるユーザーに許可するアクセス許可ポリシーの横にあるチェックボックスをオンに
します。必要に応じて、この時点でポリシーを選択せずに、後でポリシーをロールにアタッチするこ
ともできます。デフォルトでは、ロールにはいずれのアクセス権限もありません。

9. (オプション) アクセス許可の境界 (p. 433)を設定します。これはアドバンスド機能です。

[Set permissions boundary (アクセス許可の境界の設定)] セクションを開き、[Use a permissions 
boundary to control the maximum role permissions (アクセス許可の境界を使用してロールのアクセス
許可の上限を設定する)] を選択します。アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択します。

10. [Next] (次へ) をクリックします。
11. [ロール名] に、ロールの名前を入力します。ロール名は AWS アカウント アカウント内で一意である

必要があります。大文字と小文字は区別されません。例えば、PRODROLE と prodrole というロール
名を両方作成することはできません。他の AWS リソースがロールを参照している場合があるため、
作成後はロールの名前を変更できません。

12. (オプション) [Description] (説明) には、新しいロールの説明を入力します。
13. [Step 1: Select trusted entities] (ステップ 1: 信頼済みエンティティの選択) または [Step 2: Add 

permissions] (ステップ 2: 権限の追加) のセクションで [Edit] (編集) を選択し、ロールのユースケース
と権限を変更します。

14. (オプション) タグをキーバリューのペアとしてアタッチして、メタデータをロールに追加しま
す。IAM におけるタグの使用の詳細については、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照して
ください。

15. ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。

Important

上記の手順は、必要となる設定の前半であることに注意してください。信頼されたアカウン
トの各ユーザーに対して、コンソールでロールを切り替えるか、プログラムでロールを引き
受けるためのアクセス許可も付与する必要があります。この手順の詳細については、「ロー
ルを切り替えるアクセス許可をユーザーに付与する (p. 281)」を参照してください。

255

http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-enable-cross-account-access-to-the-aws-management-console
http://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-enable-cross-account-access-to-the-aws-management-console


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ロールの作成

IAM ロール (AWS CLI) の作成

AWS CLI を使用したロールの作成には、複数のステップがあります。コンソールを使用してロールを作成
する場合、多くのステップは自動的に行われますが、AWS CLI を使用する場合は、各ステップを明示的
に実行する必要があります。ロールを作成して、これにアクセス許可ポリシーを割り当てる必要がありま
す。必要に応じて、ロールのアクセス許可の境界 (p. 433)を設定することもできます。

クロスアカウントアクセス用のロールを作成するには (AWS CLI)

1. ロール aws iam create-role を作成します。
2. マネージドアクセス許可ポリシー aws iam attach-role-policy をロールにアタッチします。

or

ロールのインラインアクセス許可ポリシーaws iam put-role-policy を作成します。
3. (オプション) タグ (aws iam tag-role) をアタッチして、カスタム属性をロールに追加します。

詳細については、「IAM ロールのタグの管理 (AWS CLI または AWS API) (p. 334)」を参照してくだ
さい。

4. (オプション) ロールのアクセス許可の境界 (p. 433) aws iam put-role-permissions-boundary を設定し
ます。

アクセス許可の境界では、ロールに許可されるアクセス許可の上限を設定します。アクセス許可の境
界は AWS のアドバンスド機能です。

次の例では、シンプルな環境でクロスアカウントロールを作成するための最初の 2 つのステップ (最も
一般的なステップ) を示します。この例では、123456789012 アカウントの任意のユーザーに、ロール
を引き受けて Amazon S3 バケット example_bucket を表示することを許可します。また、この例で
は、Windows を実行しているクライアントコンピュータを使用中であり、アカウントの認証情報とリー
ジョンを使ってコマンドラインインターフェイスを設定済みであることを前提とします。詳細について
は、「AWS コマンドラインインターフェイスの設定」を参照してください。

この例では、ロールの作成時に、次の信頼ポリシーを最初のコマンドに含めます。この信頼ポリシーで
は、123456789012 アカウントのユーザーに対して、AssumeRole オペレーションを使用してロールを
引き受けることを許可します。ただし、ユーザーが SerialNumber パラメータと TokenCode パラメー
タを使用して MFA 認証を提供することを条件とします。MFA の詳細については、「AWS での多要素認証 
(MFA) の使用 (p. 115)」を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }, 
          "Action": "sts:AssumeRole", 
          "Condition": { "Bool": { "aws:MultiFactorAuthPresent": "true" } } 
      } 
  ]
}

Important

Principal 要素に特定の IAM ロールまたはユーザーの ARN が含まれている場合、この ARN は
ポリシーの保存時に一意のプリンシパル ID に変換されます。これにより、第三者がロールやユー
ザーを削除して再作成することで、そのユーザーのアクセス許可をエスカレートするリスクを緩
和できます。通常、この ID はコンソールには表示されません。信頼ポリシーが表示されるとき
に、ARN への逆変換が行われるためです。ただし、ロールまたはユーザーを削除すると、プリン
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シパル ID はコンソールに表示されます。これは、AWS が ARN に ID をマッピングできなくなる
ためです。したがって、信頼ポリシーの Principal 要素で指し示しているユーザーまたはロー
ルを削除し、再作成する場合、ロールを編集して ARN を置き換える必要があります。

2 番目のコマンドを使用する場合、既存の管理ポリシーをロールにアタッチする必要があります。以下の
アクセス許可ポリシーでは、example_bucket Amazon S3 バケット に対して ListBucket アクション
のみを実行することを、ロールを引き受ける任意のユーザーに許可します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "s3:ListBucket", 
          "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket" 
      } 
  ]
}

この Test-UserAccess-Role ロールを作成するには、まず以前の信頼ポリシーを
trustpolicyforacct123456789012.json という名前でローカル policies ドライブの C: フォルダ
に保存する必要があります。次に、以前のアクセス許可ポリシーを PolicyForRole という名前のカスタ
マー管理ポリシーとして AWS アカウント に保存します。次に、以下のコマンドを使用してロールを作成
し、管理ポリシーをアタッチできます。

# Create the role and attach the trust policy file that allows users in the specified 
 account to assume the role.
$ aws iam create-role --role-name Test-UserAccess-Role --assume-role-policy-document 
 file://C:\policies\trustpolicyforacct123456789012.json

# Attach the permissions policy (in this example a managed policy) to the role to specify 
 what it is allowed to do.
$ aws iam attach-role-policy --role-name Test-UserAccess-Role --policy-arn 
 arn:aws:iam::123456789012:policy/PolicyForRole

Important

上記の手順は、必要となる設定の前半であることに注意してください。信頼されたアカウントに
属している個々のユーザーに、ロールを切り替えるアクセス権限を付与する必要もあります。こ
の手順の詳細については、「ロールを切り替えるアクセス許可をユーザーに付与する (p. 281)」
を参照してください。

ロールを作成し、このロールに AWS タスクの実行や AWS リソースへのアクセスに必要なアクセス許可
を付与すると、123456789012 アカウントのユーザーはこのロールを引き受けることができます。詳細に
ついては、「IAM ロール (AWS CLI) の切り替え (p. 289)」を参照してください。

IAM ロール（AWS API) の作成
AWS API からロールを作成するには、複数のステップが必要です。コンソールでロールを作成する場合は
多くのステップが自動的に実行されますが、API では各ステップを手動で明示的に実行する必要がありま
す。ロールを作成して、これにアクセス許可ポリシーを割り当てる必要があります。必要に応じて、ロー
ルのアクセス許可の境界 (p. 433)を設定することもできます。

コードでロールを作成するには (AWS API)

1. ロールとして CreateRole を作成します。

ロールの信頼ポリシーに対して、ファイルの場所を指定できます。
2. マネージドアクセス許可ポリシー AttachRolePolicy をロールにアタッチします。
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or

ロールのインラインアクセス許可ポリシー PutRolePolicy を作成します。

Important

上記の手順は、必要となる設定の前半であることに注意してください。信頼されたアカウン
トに属している個々のユーザーに、ロールを切り替えるアクセス権限を付与する必要もあり
ます。この手順の詳細については、「ロールを切り替えるアクセス許可をユーザーに付与す
る (p. 281)」を参照してください。

3. (オプション) タグ (TagRole) をアタッチして、カスタム属性をユーザーに追加します。

詳細については、「IAM ユーザーのタグの管理 ( AWS CLI または AWS API) (p. 332)」を参照して
ください。

4. (オプション) ロールのアクセス許可の境界 (p. 433) PutRolePermissionsBoundary を設定します。

アクセス許可の境界では、ロールに許可されるアクセス許可の上限を設定します。アクセス許可の境
界は AWS のアドバンスド機能です。

ロールを作成し、このロールに AWS タスクの実行や AWS リソースへのアクセスに必要なアクセス許
可を付与したら、アカウントのユーザーにアクセス許可を付与して、このロールを引き受けることを許
可する必要があります。ロールの引き受けに関する詳細については、「IAM ロール (AWS API) の切り替
え (p. 295)」を参照してください。

IAM ロール (AWS CloudFormation) の作成

AWS CloudFormation での IAM ロールの作成については、AWS CloudFormationユーザガイドの「リソー
スとプロパティのリファレンス 」および「例」を参照してください 。

AWS CloudFormation の IAM テンプレートの詳細については、「AWS CloudFormation ユーザガイド」の
「AWS Identity and Access Management テンプレートスニペット」を参照してください。

AWS のサービスにアクセス許可を委任するロールの作成
AWS の多くのサービスでは、ロールを使用して、ユーザーに代わって該当サービスが他のサービスのリ
ソースにアクセスすることを許可する必要があります。サービスがお客様に代わってアクションを実行す
るために引き受けるロールは、サービスロール (p. 185)と呼ばれます。ロールにサービスに対して特殊
な目的がある場合、そのロールは EC2 インスタンスのサービスロール (p. 185) (この例)、またはサービ
スにリンクされたロール (p. 185)として分類されます。どのサービスがサービスにリンクされたロールの
使用をサポートしているのか、またはサービスがあらゆる形式の一時的な認証情報をサポートしているの
か確認するには「IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)」をご覧ください。サービスがそれぞれロー
ルをどのように使用するのか把握するには、テーブル内のサービス名を選択し、そのサービスに関するド
キュメントをご覧ください。

ロールを使用してアクセス許可を委任する方法の詳細については、「ロールに関する用語と概
念 (p. 184)」を参照してください。

サービスロールのアクセス許可

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) がサービスロールを作成または編集できるようにするには、ア
クセス許可を設定する必要があります。

Note

サービスにリンクされたロールの ARN にはサービスプリンシパルが含まれています。以下のポリ
シーでは SERVICE-NAME.amazonaws.com として示されています。サービスプリンシパルは推
量しないでください。サービスプリンシパルは、大文字と小文字が区別され、AWS のサービス間
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で異なる場合があります。サービスのサービスプリンシパルを表示するには、そのサービスにリ
ンクされたロールのドキュメントを参照してください。

IAM エンティティが特定のサービスロールを作成することを許可するには

サービスロールを作成する必要のある IAM エンティティに、以下のポリシーを追加します。このポリシー
では、指定したサービスおよび特定の名前のサービスロールの作成を許可します。管理ポリシーまたはイ
ンラインポリシーをそのロールにアタッチできます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:PutRolePolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME" 
        } 
    ]
}

IAM エンティティが任意のサービスロールを作成することを許可するには

AWS では、管理者ユーザーのみにサービスロールの作成を許可することをお勧めします。ロールの作成
とポリシーの添付を許可されたユーザーは、自分のアクセス許可をエスカレートできます。代わりに、彼
らが必要とするロールの作成のみを許可したポリシーを作成するか、彼らの代わりに、管理者にサービス
ロールを作成させます。

管理者が AWS アカウント 全体にアクセスできるポリシーを添付するには、AdministratorAccess AWS 管
理ポリシーを使用します。

IAM エンティティにサービスロールの編集を許可するには

サービスロールを編集する必要のある IAM エンティティに、以下のポリシーを追加します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "EditSpecificServiceRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:DeleteRolePolicy", 
                "iam:DetachRolePolicy", 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetRolePolicy", 
                "iam:ListAttachedRolePolicies", 
                "iam:ListRolePolicies", 
                "iam:PutRolePolicy", 
                "iam:UpdateRole", 
                "iam:UpdateRoleDescription" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ViewRolesAndPolicies", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListRoles" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

IAM エンティティが特定のサービスロールを削除することを許可するには

指定したサービスロールを削除する必要のある IAM エンティティのアクセス許可ポリシーに、以下のス
テートメントを追加します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:DeleteRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/SERVICE-ROLE-NAME"
}

IAM エンティティがサービスロールを削除することを許可するには

AWS では、管理者ユーザーのみにサービスロールの削除を許可することをお勧めします。代わりに、彼
らが必要とするロールの削除のみを許可したポリシーを作成するか、彼らの代わりに、管理者にサービス
ロールを削除させます。

管理者が AWS アカウント 全体にアクセスできるポリシーを添付するには、AdministratorAccess AWS 管
理ポリシーを使用します。

AWS のサービス用ロールの作成 (コンソール)

サービス用のロールを作成するには、AWS Management Console を使用します。一部のサービスでは、複
数のサービスロールがサポートされているため、該当サービスの「AWS ドキュメント」を参照の上、選択
するユースケースを確認してください。必要な信頼ポリシーとアクセス権限ポリシーを割り当て、サービ
スがお客様に代わってロールを引き受ける方法について説明します。ロールのアクセス許可を管理するた
めに使用できるステップは、サービスでユースケースを定義する方法や、サービスにリンクされたロール
を作成するかどうかに応じて異なります。

AWS サービスのロールを作成するには (コンソール)

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

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。
3. [Select trusted entity] (信頼されたエンティティの選択) で、[AWS のサービス] を選択します。
4. サービスのユースケースを選択します。ユースケースは、サービスに必要な信頼ポリシーを含めるよ

うに定義されています。続いて、[Next (次へ)] を選択します。
5. 可能な場合は、アクセス許可ポリシーとして使用するポリシーを選択するか、[ポリシーの作成] を選

択して新しいブラウザタブを開き、新しいポリシーをゼロから作成します。詳細については、「IAM 
ポリシーの作成 (p. 515)」を参照してください。ポリシーを作成したら、そのタブを閉じて元のタブ
に戻ります。サービスに割り当てるアクセス許可ポリシーの横にあるチェックボックスをオンにしま
す。

選択したユースケースに基づき、サービスで以下のいずれかの実行が許可されることがあります。

• サービスがロールのアクセス許可を定義しているため、何もありません。
• 制限されたアクセス権限から選択します。
• すべてのアクセス権限から選択します。
• この時点でポリシーを選択できないようにし、ポリシーを作成してからロールにアタッチします。
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6. (オプション) アクセス許可の境界 (p. 433)を設定します。このアドバンスド機能は、サービスロール
で使用できますが、サービスにリンクされたロールではありません。

[Permissions boundary] (アクセス許可の境界) セクションを展開し、[Use a permissions boundary to 
control the maximum role permissions] (アクセス許可の境界を使用して、ロールのアクセス許可の上
限を設定する) を選択します。IAM には、アカウント内の AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリ
シーのリストがあります。アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択するか、[Create policy]
(ポリシーの作成) を選択して新しいブラウザタブを開き、新しいポリシーをゼロから作成します。詳
細については、「IAM ポリシーの作成 (p. 515)」を参照してください。ポリシーを作成したら、その
タブを閉じて元のタブに戻り、アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択します。

7. [Next] (次へ) をクリックします。
8. [ロール名] で、ロール名のカスタマイズの度合いはサービスによって定義されます。サービスのロー

ル名が定義されている場合、このオプションを変更することはできません。それ以外の場合、サービ
スでロールのプレフィックスが定義され、オプションのサフィックスを入力できる場合があります。
一部のサービスでは、ロールの名前全体を指定することができます。

可能な場合は、このロールの目的を識別するのに役立つロール名またはロール名サフィックスを入力
します。ロール名は AWS アカウント アカウント内で一意である必要があります。大文字と小文字は
区別されません。例えば、PRODROLE と prodrole というロール名を両方作成することはできませ
ん。他の AWS リソースがロールを参照している場合があるため、作成後はロールの名前を変更でき
ません。

9. (オプション) [Description] (説明) には、新しいロールの説明を入力します。
10. [Step 1: Select trusted entities] (ステップ 1: 信頼済みエンティティの選択) または [Step 2: Add 

permissions] (ステップ 2: 権限の追加) のセクションで [Edit] (編集) を選択し、ロールのユースケース
と権限を変更します。

11. (オプション) タグをキーバリューのペアとしてアタッチして、メタデータをロールに追加しま
す。IAM におけるタグの使用の詳細については、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照して
ください。

12. ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。

サービス用のロールを作成する (AWS CLI)

AWS CLI を使用したロールの作成には、複数のステップがあります。コンソールを使用してロールを作成
する場合、多くのステップは自動的に行われますが、AWS CLI を使用する場合は、各ステップを明示的
に実行する必要があります。ロールを作成して、これにアクセス許可ポリシーを割り当てる必要がありま
す。使用しているサービスが Amazon EC2 の場合は、インスタンスプロファイルも作成してロールを追加
する必要があります。必要に応じて、ロールのアクセス許可の境界 (p. 433)を設定することもできます。

AWS のサービスのロールを AWS CLI で作成するには

1. 次の create-role コマンドは、Test-Role という名前のロールを作成し、それに信頼ポリシーをア
タッチします。

aws iam create-role --role-name Test-Role --assume-role-policy-document 
file://Test-Role-Trust-Policy.json

2. マネージドアクセス許可ポリシー aws iam attach-role-policy をロールにアタッチします。

たとえば、次の attach-role-policy コマンドは、AWS と呼ばれる ReadOnlyAccess 管理ポリ
シーIAM ロールを ReadOnlyRole と呼ばれる IAM ロールロールにアタッチします。

aws iam attach-role-policy --policy-arn arn:aws:iam::aws:policy/
ReadOnlyAccess --role-name ReadOnlyRole

or

ロールのインラインアクセス許可ポリシーaws iam put-role-policy を作成します。
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インラインアクセス許可ポリシーの追加については、以下の例を参照してください。

aws iam put-role-policy --role-name Test-Role --policy-name ExamplePolicy --
policy-document file://AdminPolicy.json

3. (オプション) タグ (aws iam tag-role) をアタッチして、カスタム属性をロールに追加します。

詳細については、「IAM ロールのタグの管理 (AWS CLI または AWS API) (p. 334)」を参照してくだ
さい。

4. (オプション) ロールのアクセス許可の境界 (p. 433) aws iam put-role-permissions-boundary を設定し
ます。

アクセス許可の境界では、ロールに許可されるアクセス許可の上限を設定します。アクセス許可の境
界は AWS のアドバンスド機能です。

ロールを Amazon EC2 で使用する場合や、Amazon EC2 を使用する AWS の別のサービスで使用す
る場合は、ロールをインスタンスプロファイルに保存する必要があります。インスタンスプロファイ
ルは、Amazon EC2 インスタンスの起動時にインスタンスにアタッチできるロールのコンテナです。
インスタンスプロファイルに含めることができる ロールは 1 つのみであり、緩和できません。AWS 
Management Consoleを使用してロールを作成すると、ロールと同じ名前のインスタンスプロファイル
が自動的に作成されます。インスタンスプロファイルの詳細については、「インスタンスプロファイル
の使用 (p. 304)」を参照してください。ロールを使用して EC2 インスタンスを起動する方法について
は、Linuxインスタンス用AmazonEC2ユーザーガイドの「Amazon EC2リソースへのアクセスの制御」を
参照してください。

インスタンスプロファイルを作成し、これにロールを保存するには (AWS CLI)

1. インスタンスプロファイル aws iam create-instance-profile を作成します。
2. ロールをインスタンスプロファイル aws iam add-role-to-instance-profile に追加します。

次に示す AWS CLI のコマンド例では、ロールを作成してアクセス許可をアタッチする手順の最初の 2 つ
のステップを示します。また、インスタンスプロファイルを作成し、これにロールを追加する手順の最
初の 2 つのステップも示します。この信頼ポリシー例では、ロールを引き受けて Amazon S3 バケット
example_bucket を表示することを Amazon EC2 サービスに許可します。また、この例では、Windows 
を実行するクライアントコンピュータを使用中であり、アカウントの認証情報とリージョンを使ってコマ
ンドラインインターフェイスを設定済みであることを前提とします。詳細については、「AWS コマンドラ
インインターフェイスの設定」を参照してください。

この例では、ロールの作成時に、次の信頼ポリシーを最初のコマンドに含めます。この信頼ポリシーによ
り、Amazon EC2 サービスはロールを引き受けることを許可されます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"}, 
    "Action": "sts:AssumeRole" 
  }
}

2 番目のコマンドを使用する場合、アクセス許可ポリシーをロールにアタッチする必要があります。次の
アクセス許可ポリシーの例では、Amazon S3 バケット ListBucket に対して example_bucket アク
ションのみを実行することをロールに許可します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "s3:ListBucket", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket" 
  }
}

この Test-Role-for-EC2 ロールを作成するには、まず前の信頼ポリシー
を trustpolicyforec2.json という名前で、前のアクセス許可ポリシーを
permissionspolicyforec2.json という名前で、ローカル C: ドライブの policies ディレクトリに
保存する必要があります。次に、以下のコマンドを使用して、ロールの作成、ポリシーのアタッチ、イン
スタンスプロファイルの作成、およびインスタンスプロファイルへのロールの追加を行います。

# Create the role and attach the trust policy that allows EC2 to assume this role.
$ aws iam create-role --role-name Test-Role-for-EC2 --assume-role-policy-document file://C:
\policies\trustpolicyforec2.json

# Embed the permissions policy (in this example an inline policy) to the role to specify 
 what it is allowed to do.
$ aws iam put-role-policy --role-name Test-Role-for-EC2 --policy-name Permissions-Policy-
For-Ec2 --policy-document file://C:\policies\permissionspolicyforec2.json

# Create the instance profile required by EC2 to contain the role
$ aws iam create-instance-profile --instance-profile-name EC2-ListBucket-S3

# Finally, add the role to the instance profile
$ aws iam add-role-to-instance-profile --instance-profile-name EC2-ListBucket-S3 --role-
name Test-Role-for-EC2

EC2 インスタンスを起動するとき、AWS コンソールを使用する場合は、[インスタンスの詳細の設定] ペー
ジでインスタンスプロファイル名を指定します。aws ec2 run-instances CLI コマンドを使用する場
合は、--iam-instance-profile パラメータを指定します。

サービス用のロールを作成する (AWS API)

AWS API からロールを作成するには、複数のステップが必要です。コンソールでロールを作成する場合は
多くのステップが自動的に実行されますが、API では各ステップを手動で明示的に実行する必要がありま
す。ロールを作成して、これにアクセス許可ポリシーを割り当てる必要があります。使用しているサービ
スが Amazon EC2 の場合は、インスタンスプロファイルも作成してロールを追加する必要があります。必
要に応じて、ロールのアクセス許可の境界 (p. 433)を設定することもできます。

AWS のサービスのロールを作成するには (AWS API)

1. ロールとして CreateRole を作成します。

ロールの信頼ポリシーに対して、ファイルの場所を指定できます。
2. ロールに管理アクセス許可ポリシーをアタッチします: AttachRolePolicy

or

ロールのインラインアクセス許可ポリシー PutRolePolicy を作成します。
3. (オプション) タグ (TagRole) をアタッチして、カスタム属性をユーザーに追加します。

詳細については、「IAM ユーザーのタグの管理 ( AWS CLI または AWS API) (p. 332)」を参照して
ください。

4. (オプション) ロールのアクセス許可の境界 (p. 433) PutRolePermissionsBoundary を設定します。

アクセス許可の境界では、ロールに許可されるアクセス許可の上限を設定します。アクセス許可の境
界は AWS のアドバンスド機能です。
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ロールを Amazon EC2 で使用する場合や、Amazon EC2 を使用する AWS の別のサービスで使用する場合
は、ロールをインスタンスプロファイルに保存する必要があります。インスタンスプロファイルは、ロー
ルのコンテナとして機能します。各インスタンスプロファイルに含めることができるロールは 1 つのみで
あり、増やすことはできません。AWS Management Consoleでロールを作成すると、ロールと同じ名前の
インスタンスプロファイルが自動的に作成されます。インスタンスプロファイルの詳細については、「イ
ンスタンスプロファイルの使用 (p. 304)」を参照してください。ロールを使用して Amazon EC2 インス
タンスを起動する方法については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Amazon 
EC2 リソースへのアクセスの制御」を参照してください。

インスタンスプロファイルを作成し、これにロールを保存するには (AWS API)

1. インスタンスプロファイル CreateInstanceProfile を作成します。
2. ロールをインスタンスプロファイル AddRoleToInstanceProfile に追加します。

サードパーティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロー
ルの作成
AWS アカウント で IAM ユーザーを作成する代わりに、ID プロバイダーを使用できます。ID プロバイ
ダー (IdP) を使用すると、AWS の外部のユーザー ID を管理して、これらの外部ユーザー ID にアカウント
内の AWS リソースに対するアクセス許可を付与できます。フェデレーションおよび認証プロバイダーに
ついて詳しくは、「ID プロバイダーとフェデレーション (p. 199)」を参照してください。

フェデレーティッドユーザーのロールの作成 (コンソール)

フェデレーティッドユーザーのロールを作成する手順は、選択したサードパーティープロバイダーによっ
て異なります。

• ウェブ ID または OpenID Connect (OIDC) については、「ウェブ ID または OpenID Connect フェデレー
ション用のロールの作成 (コンソール) (p. 266)」を参照してください。

• SAML 2.0 については、「SAML 2.0 フェデレーション用のロールの作成 (コンソール) (p. 272)」を参
照してください。

フェデレーションアクセス用のロールの作成 (AWS CLI)

サポートされている ID プロバイダー (OIDC または SAML) 用のロールを AWS CLI から作成するステップ
は同じです。違いは、前提条件のステップで作成する信頼ポリシーの内容です。使用するプロバイダーの
タイプに合わせた前提条件セクションのステップに従って開始します。

• OIDC プロバイダーについては、「ウェブ ID または OIDC 用のロールを作成するための前提条
件 (p. 266)」を参照してください。

• SAML プロバイダーについては、「SAML 用のロールを作成するための前提条件 (p. 272)」を参照して
ください。

AWS CLI を使用したロールの作成には、複数のステップがあります。コンソールを使用してロールを作成
する場合、多くのステップは自動的に行われますが、AWS CLI を使用する場合は、各ステップを明示的
に実行する必要があります。ロールを作成して、これにアクセス許可ポリシーを割り当てる必要がありま
す。必要に応じて、ロールのアクセス許可の境界 (p. 433)を設定することもできます。

ID フェデレーションのロールを作成するには (AWS CLI)

1. ロール aws iam create-role を作成します。
2. アクセス許可ポリシー aws iam attach-role-policy をロールにアタッチします。

or
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ロールのインラインアクセス許可ポリシーaws iam put-role-policy を作成します。
3. (オプション) タグ (aws iam tag-role) をアタッチして、カスタム属性をロールに追加します。

詳細については、「IAM ロールのタグの管理 (AWS CLI または AWS API) (p. 334)」を参照してくだ
さい。

4. (オプション) ロールのアクセス許可の境界 (p. 433) aws iam put-role-permissions-boundary を設定し
ます。

アクセス許可の境界では、ロールに許可されるアクセス許可の上限を設定します。アクセス許可の境
界は AWS のアドバンスド機能です。

次の例では、シンプルな環境で ID プロバイダーのロールを作成するための最初の 2 つのステップ (最も
一般的なステップ) を示します。この例では、123456789012 アカウントの任意のユーザーに、ロール
を引き受けて Amazon S3 バケット example_bucket を表示することを許可します。また、この例で
は、Windows が動作しているコンピュータで AWS CLI を実行していること、さらに認証情報を使って 
AWS CLI を設定済みであることを前提とします。詳細については、「AWS Command Line Interface の設
定」を参照してください。

次の例では、ユーザーが Amazon Cognito を使用してサインインする場合のモバイルアプリ用の信頼ポリ
シーを示します。この例では、us-east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456 は Amazon Cognito に
よって割り当てられた ID プール ID を表します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Sid": "RoleForCognito", 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"}, 
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
        "Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-
east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}} 
    }
}

以下のアクセス許可ポリシーでは、Amazon S3 バケット example_bucket に対して ListBucket アク
ションのみを実行することを、ロールを引き受ける任意のユーザーに許可します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "s3:ListBucket", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket" 
  }
}

この Test-Cognito-Role ロールを作成するには、まず前の信頼ポリシーを
trustpolicyforcognitofederation.json という名前で、前のアクセス許可ポリシーを
permspolicyforcognitofederation.json という名前で、ローカル policies ドライブの C: フォ
ルダに保存する必要があります。次に、以下のコマンドを使用してロールを作成し、インラインポリシー
をアタッチできます。

# Create the role and attach the trust policy that enables users in an account to assume 
 the role.
$ aws iam create-role --role-name Test-Cognito-Role --assume-role-policy-document file://C:
\policies\trustpolicyforcognitofederation.json

# Attach the permissions policy to the role to specify what it is allowed to do.
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aws iam put-role-policy --role-name Test-Cognito-Role --policy-name Perms-Policy-For-
CognitoFederation --policy-document file://C:\policies\permspolicyforcognitofederation.json

フェデレーションアクセス用のロールの作成 (AWS API)
サポートされている ID プロバイダー (OIDC または SAML) 用のロールを AWS CLI から作成するステップ
は同じです。違いは、前提条件のステップで作成する信頼ポリシーの内容です。使用するプロバイダーの
タイプに合わせた前提条件セクションのステップに従って開始します。

• OIDC プロバイダーについては、「ウェブ ID または OIDC 用のロールを作成するための前提条
件 (p. 266)」を参照してください。

• SAML プロバイダーについては、「SAML 用のロールを作成するための前提条件 (p. 272)」を参照して
ください。

ID フェデレーションのロールを作成するには (AWS API)

1. ロールとして CreateRole を作成します。
2. アクセス許可ポリシーとして AttachRolePolicy をロールにアタッチします。

or

ロールのインラインアクセス許可ポリシー PutRolePolicy を作成します。
3. (オプション) タグ (TagRole) をアタッチして、カスタム属性をユーザーに追加します。

詳細については、「IAM ユーザーのタグの管理 ( AWS CLI または AWS API) (p. 332)」を参照して
ください。

4. (オプション) ロールのアクセス許可の境界 (p. 433) PutRolePermissionsBoundary を設定します。

アクセス許可の境界では、ロールに許可されるアクセス許可の上限を設定します。アクセス許可の境
界は AWS のアドバンスド機能です。

ウェブ ID または OpenID Connect フェデレーション用のロールの作成 (コンソー
ル)
AWS アカウント アカウントで AWS Identity and Access Management ユーザーを作成する代わりに、
ウェブ ID または OpenID Connect (OIDC) フェデレーション ID プロバイダーを使用できます。ID プロバ
イダー (IdP) を使用すると、AWS の外部のユーザー ID を管理して、これらの外部ユーザー ID にアカウン
ト内の AWS リソースに対するアクセス許可を付与できます。フェデレーションおよび IdPs (ID プロバイ
ダー) について詳しくは、「ID プロバイダーとフェデレーション (p. 199)」を参照してください。

ウェブ ID または OIDC 用のロールを作成するための前提条件

ウェブ ID フェデレーション用のロールを作成する前に、次の必要なステップを実行する必要があります。

ウェブ ID フェデレーション用のロールを作成する準備を行うには

1. フェデレーション OIDC ID を提供する 1 つ以上のサービスにサインアップします。AWS リソースに
アクセスする必要があるアプリを作成する場合は、プロバイダー情報も合わせてアプリを設定しま
す。サインアップすると、プロバイダーからアプリに固有のアプリケーション ID または対象者 ID が
提供されます。（プロバイダーが異なれば、このプロセスには異なる用語が使用されます。このガイ
ドでは、プロバイダーでアプリを識別するプロセスに設定という用語を使用します。） プロバイダー
ごとに複数のアプリを設定できます。または 1 つのアプリに複数のプロバイダーを設定できます。ID 
プロバイダーの使用に関する情報は以下で確認してください。

• Login with Amazon 開発者センター
• Facebook 開発者サイトの「アプリまたはウェブサイトに Facebook ログインを追加する」
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• Google 開発者サイトの「ログインでの OAuth 2.0 の使用 (OpenID Connect) 」
2. IdP から必要な情報を受け取ったら、IAM で IdP を作成します。詳細については、「OpenID Connect 

(OIDC) ID プロバイダーの作成 (p. 211)」を参照してください。

Important

Google、Facebook、または Amazon Cognito の OIDC IdP を使用している場合は、AWS 
Management Console に個別の IAM IdP を作成しないでください。これらの OIDC ID プロバ
イダーは、すでに AWS に組み込まれており、ユーザーが使用できます。この手順をスキッ
プして、次の手順で IdP を使用して新しいロールを作成します。

3. IdP 認証ユーザーが引き受けるロールのポリシーを準備します。すべてのロールに該当することです
が、モバイルアプリ用のロールにも 2 つのポリシーがあります。1 つは、ロールの引き受け先を指定
する信頼ポリシーです。もう 1 つはアクセス許可ポリシーです。このポリシーでは、モバイルアプリ
にアクセスを許可または拒否する AWS アクションやリソースを指定します。

ウェブ IdP については、Amazon Cognito を使用して ID を管理することをお勧めします。この場合、
次の例に示すような信頼ポリシーを使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"}, 
        "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-2:12345678-
abcd-abcd-abcd-123456"}, 
            "ForAnyValue:StringLike": {"cognito-identity.amazonaws.com:amr": 
 "unauthenticated"} 
        } 
    }
}

us-east-2:12345678-abcd-abcd-abcd-123456 は、Amazon Cognito が割り当てる ID プール 
ID に置き換えます。

ウェブ ID IdP を手動で設定する場合は、信頼ポリシーの作成時に以下の 3 つの値を使用して当該アプ
リにのみロールを引き受けることを許可します。

• Action 要素で、sts:AssumeRoleWithWebIdentity アクションを使用します。
• Principal 要素で、{"Federated":providerUrl/providerArn} 文字列を使用します。

• 一部の一般的な OIDC IdP の場合、providerUrl は URL です。以下の例では、いくつかの一般
的な IdP のプリンシパルを指定する方法を示します。

"Principal":{"Federated":"cognito-identity.amazonaws.com"}

"Principal":{"Federated":"www.amazon.com"}

"Principal":{"Federated":"graph.facebook.com"}

"Principal":{"Federated":"accounts.google.com"}

• 他の OIDC プロバイダーの場合は、次の例のように、Step 2 で作成した OIDC IdP の Amazon リ
ソースネーム (ARN) を使用します。

"Principal":{"Federated":"arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/
server.example.com"}

• Condition 要素で、StringEquals 条件を使用してアクセス許可を制限します。ID プール ID 
(Amazon Cognito の場合) またはアプリ ID (他のプロバイダーの場合) をテストします。この ID 
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プール ID は、IdP でアプリを設定したときに取得したアプリ ID と一致する必要があります。この 
ID 間の一致により、リクエストが自分のアプリからであることを確認できます。使用している IdP 
に応じて、以下の例に示すような、条件要素を作成します。

"Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-
east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}}

"Condition": {"StringEquals": {"www.amazon.com:app_id": 
"amzn1.application-oa2-123456"}}

"Condition": {"StringEquals": {"graph.facebook.com:app_id": 
"111222333444555"}}

"Condition": {"StringEquals": {"accounts.google.com:aud": 
"66677788899900pro0"}}

OIDC プロバイダーの場合は、次の例に示すように、OIDC IdP の完全修飾 URL と aud コンテキス
トキーを使用します。

"Condition": {"StringEquals": {"server.example.com:aud": 
"appid_from_oidc_idp"}}

Note

ロールの信頼ポリシーでプリンシパルとして指定する値は、IdP ごとに異なります。ウェブ 
ID または OIDC 用のロールで指定できるプリンシパルは 1 種類のみです。したがって、モバ
イルアプリで複数の IdP からのサインインをユーザーに許可する場合は、サポートする IdP 
ごとに別個のロールを作成します。IdP ごとに別個の信頼ポリシーを作成します。

ユーザーがモバイルアプリを使用して Login with Amazon からサインインする場合、次の例の信頼ポ
リシーが適用されます。この例では、amzn1.application-oa2-123456 は Login with Amazon を
使用するアプリを設定したときに Amazon が割り当てるアプリ ID を表します。

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [{ 
          "Sid": "RoleForLoginWithAmazon", 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": {"Federated": "www.amazon.com"}, 
          "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
          "Condition": {"StringEquals": {"www.amazon.com:app_id": "amzn1.application-
oa2-123456"}} 
      }] 
  } 
         

ユーザーがモバイルアプリを使用して Facebook からサインインする場合、次の例の信頼ポリシーが
適用されます。この例では、111222333444555 は Facebook が割り当てるアプリ ID を表します。

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [{ 
          "Sid": "RoleForFacebook", 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": {"Federated": "graph.facebook.com"}, 
          "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
          "Condition": {"StringEquals": {"graph.facebook.com:app_id": 
 "111222333444555"}} 
      }] 
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  } 
         

ユーザーがモバイルアプリを使用して Google からサインインする場合、次の例の信頼ポリシーが適
用されます。この例では、666777888999000 は Google が割り当てるアプリ ID を表します。

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [{ 
          "Sid": "RoleForGoogle", 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": {"Federated": "accounts.google.com"}, 
          "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
          "Condition": {"StringEquals": {"accounts.google.com:aud": "666777888999000"}} 
      }] 
  } 
         

ユーザーがモバイルアプリを使用して Amazon Cognito からサインインする場合、次の例の信頼ポリ
シーが適用されます。この例では、us-east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456 は Amazon 
Cognito が割り当てる ID プール ID を表します。

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [{ 
          "Sid": "RoleForCognito", 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": {"Federated": "cognito-identity.amazonaws.com"}, 
          "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
          "Condition": {"StringEquals": {"cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-
east:12345678-ffff-ffff-ffff-123456"}} 
      }] 
  } 
         

ウェブ ID または OIDC 用のロールの作成

前提条件を満たしたら、IAM でロールを作成できます。次の手順では、AWS Management Console で
ウェブ ID または OIDC フェデレーション用のロールを作成する方法について説明します。AWS CLI また
は AWS API からロールを作成するには、「サードパーティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用の
ロールの作成 (p. 264)」の手順を参照してください。

Important

Amazon Cognito を使用する場合は、Amazon Cognito コンソールを使用してロールをセットアッ
プします。それ以外の場合は、IAM コンソールを使用して、ウェブ ID フェデレーション用のロー
ルを作成できます。

ウェブ ID フェデレーション用に IAM ロールを作成するには

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

2. ナビゲーションペインで [ロール] を選択した後、[ロールの作成] を選択します。
3. [Web Identity] (ウェブ ID) ロールタイプを選択します。
4. [Identity provider] (ID プロバイダー) で、ロールの IdP を選択します。

• 個々のウェブ IdP 用のロールを作成する場合は、Login with Amazon、Facebook、Google のいずれ
かを選択します。
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Note

サポートする各 IdP に対して別々のロールを作成する必要があります。
• Amazon Cognito 用の高度なシナリオのロールを作成する場合は、Amazon Cognito を選択します。

Note

高度なシナリオで作業する場合に限り、Amazon Cognito で使用するロールを手動で作成
する必要があります。それ以外の場合は、Amazon Cognito で自動的にロールを作成でき
ます。Amazon Cognito の詳細については、[ Amazon Cognito Developer Guide ]の[Identity 
pools (federated) external identity providers]を参照してください。

5. アプリケーション用の ID を入力します。ID のラベルは、選択するプロバイダーによって異なりま
す。

• Login with Amazon 用のロールを作成する場合は、アプリ ID を [Application ID] (アプリケーション 
ID) ボックスに入力します。

• Facebook 用のロールを作成する場合は、アプリ ID を [Application ID] (アプリケーション ID) ボッ
クスに入力します。

• Google 用のロールを作成する場合は、対象者名を [Audience] (対象者) ボックスに入力します。
• Amazon Cognito 用のロールを作成する場合は、Amazon Cognito アプリケーション用に作成した ID 

プールの ID を、[Identity Pool ID] (ID プール ID) ボックスに入力します。
6. (オプション) [Condition](optional) (条件の追加) (オプション) を選択して、ロールによって付与された

アクセス許可を使用する前にアプリケーションのユーザーが満たしておく必要がある追加条件を作成
します。例えば、特定の IAM ユーザー ID にのみ AWS リソースに対するアクセス許可を付与する条
件を追加できます。

7. ウェブ ID 情報を確認し、[Next] (次へ) を選択します。
8. IAM には、アカウント内の AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーのリストがあります。アク

セス許可ポリシーとして使用するポリシーを選択するか、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択し
て新しいブラウザタブを開き、新しいポリシーをゼロから作成します。詳細については、「IAM ポリ
シーの作成 (p. 515)」を参照してください。ポリシーを作成したら、そのタブを閉じて元のタブに戻
ります。ウェブ ID ユーザーに許可するアクセス許可ポリシーの横にあるチェックボックスをオンにし
ます。必要に応じて、この時点でポリシーを選択せずに、後でポリシーをロールにアタッチすること
もできます。デフォルトでは、ロールにはいずれのアクセス権限もありません。

9. (オプション) アクセス許可の境界 (p. 433)を設定します。これはアドバンスド機能です。

[Permissions boundary] (アクセス許可の境界) セクションを開き、[Use a permissions boundary to 
control the maximum role permissions] (アクセス許可の境界を使用してロールのアクセス許可の上限
を設定する) を選択します。アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択します。

10. [Next] (次へ) をクリックします。
11. [Role name] (ロール名) に、ロールの名前を入力します。ロール名は AWS アカウント アカウント内

で一意である必要があります。大文字と小文字は区別されません。例えば、PRODROLE と prodrole
というロール名を両方作成することはできません。他の AWS リソースがロールを参照している場合
があるため、作成後はロールの名前を編集できません。

12. (オプション) [Description] (説明) には、新しいロールの説明を入力します。
13. [Step 1: Select trusted entities] (ステップ 1: 信頼済みエンティティの選択) または [Step 2: Add 

permissions] (ステップ 2: 権限の追加) のセクションで [Edit] (編集) を選択し、ロールのユースケース
と権限を変更します。

14. (オプション) ロールにメタデータを追加するには、キーバリューのペアとしてタグを添付しま
す。IAM におけるタグの使用の詳細については、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照して
ください。

15. ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。
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GitHub OIDC ID プロバイダーのロールの設定

GitHub を OIDC IdP として使用する場合、ベストプラクティスは、IAM IdP に関連付けられたロー
ルを引き受けることができるエンティティを制限することです。信頼ポリシーに条件ステートメント
を含めると、ロールを特定の GitHub Organization、リポジトリ、またはブランチに制限できます。
ロールの制限については、「GitHub Docs - About security hardening with OpenID Connect」(GitHub 
ドキュメント - OpenID Connect によるセキュリティ強化について) を参照してください。条件キー
token.actions.githubusercontent.com:sub を使用してアクセスを制限できます。条件を特定の
リポジトリまたはブランチのセットに制限することをお勧めします。この条件を含めない場合、管理外
の Organization またはリポジトリの GitHub Actions は、AWS アカウント で GitHub IAM IdP に関連付
けられたロールを引き受けることができます。AWS を GitHub の OIDC のフェデレーティッド ID とし
て信頼するよう設定する方法については、「GitHub Docs - Configuring OpenID Connect in Amazon Web 
Services」(GitHub Docs - アマゾン ウェブ サービスの OpenID Connect 設定) を参照してください。

以下の信頼ポリシー例は、定義済みの GitHub Organization、リポジトリ、ブランチへのアクセスを制限し
ます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "arn:aws:iam::012345678910:oidc-provider/
token.actions.githubusercontent.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com", 
          "token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/GitHubRepo:ref:refs/
heads/GitHubBranch" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

次の例の条件は、定義された GitHub Organization とリポジトリへのアクセスを制限しますが、リポジトリ
内の任意のブランチへのアクセスを許可します。

"Condition": { 
  "StringLike": { 
    "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com", 
    "token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/GitHubRepo:*" 
  }
}

以下の条件例は、定義された GitHub Organization 内の任意のリポジトリまたはブランチへのアクセスを
制限します。これは、GitHub を OIDC IdP として使用するロールの最小信頼ポリシー条件として推奨しま
す。

"Condition": { 
  "StringLike": { 
    "token.actions.githubusercontent.com:aud": "sts.amazonaws.com", 
    "token.actions.githubusercontent.com:sub": "repo:GitHubOrg/*" 
  }
}
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ポリシーの条件チェックで利用可能なウェブ ID フェデレーションのキーの詳細については、「AWS ウェ
ブ ID フェデレーションで利用可能なキー (p. 1286)」を参照してください。

SAML 2.0 フェデレーション用のロールの作成 (コンソール)

AWS アカウント で IAM ユーザーを作成する代わりに、SAML 2.0 フェデレーションを使用できます。ID 
プロバイダー (IdP) を使用すると、AWS の外部のユーザー ID を管理して、これらの外部ユーザー ID にア
カウント内の AWS リソースに対するアクセス許可を付与できます。フェデレーションおよび認証プロバ
イダーについて詳しくは、「ID プロバイダーとフェデレーション (p. 199)」を参照してください。

Tip

複数のリージョン間で SAML フェデレーションをサポートする必要がある場合は、AWS セキュ
リティブログ記事「How to use regional SAML endpoints for failover」(フェイルオーバーにリー
ジョン SAML エンドポイントを使用する方法) を参照してください。

SAML 用のロールを作成するための前提条件

SAML 2.0 フェデレーション用のロールを作成する前に、まず次の基本的なステップを実行する必要があ
ります。

SAML 2.0 フェデレーション用のロールを作成する準備をするには

1. SAML ベースのフェデレーション用のロールを作成する前に、IAM で SAML プロバイダーを作成する
必要があります。詳細については、「IAM SAML ID プロバイダーの作成 (p. 219)」を参照してくだ
さい。

2. SAML 2.0 認証ユーザーが引き受けるロールのポリシーを準備します。すべてのロールに該当するこ
とですが、SAML フェデレーション用のロールにも 2 つのポリシーが含まれています。1 つは、ロー
ルの引き受け先を指定するロール信頼ポリシーです。もう 1 つは IAM アクセス許可ポリシーです。こ
のポリシーでは、フェデレーティッドユーザーにアクセスを許可または拒否する AWS アクションや
リソースを指定します。

ロールの信頼ポリシーを作成する場合は、以下の 3 つの値を使用して当該アプリケーションにのみ
ロールの引き受けを許可する必要があります。

• Action 要素で、sts:AssumeRoleWithSAML アクションを使用します。
• Principal 要素で、{"Federated":ARNofIdentityProvider} 文字列を使用しま

す。ARNofIdentityProvider を、Step 1 で作成した SAML ID プロバイダー (p. 206)の ARN 
と置き換えます。

• Condition 要素では StringEquals 条件を使用して、SAML レスポンスからの saml:aud 属性
が AWS の SAML フェデレーションエンドポイントと一致することをテストします。

次の例では、SAML フェデレーティッドユーザー用に設計された信頼ポリシーを示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sts:AssumeRoleWithSAML", 
      "Principal": {"Federated": "arn:aws:iam::account-id:saml-provider/PROVIDER-
NAME"}, 
      "Condition": {"StringEquals": {"SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml"}} 
    } 
  }

プリンシパル ARN は、IAM で作成した SAML プロバイダー用の実際の ARN に置き換えます。これ
は、独自のアカウント ID およびプロバイダー名になります。
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SAML 用のロールの作成

前提条件のステップを完了すると、SAML ベースのフェデレーション用のロールを作成できます。

SAML ベースのフェデレーション用のロールを作成するには

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

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。
3. [SAML 2.0 フェデレーション] ロールタイプを選択します。
4. [Select a SAML provider] (SAML プロバイダーの選択) で、ロールのプロバイダーを選択します。
5. SAML 2.0 のアクセスレベルメソッドを選択します。

• [プログラムによるアクセスのみを許可する] を選択して、AWS API または AWS CLI からプログラ
ムで引き受けることができるロールを作成します。

• [プログラムによるアクセスと AWS Management Console によるアクセスを許可する] を選択し
て、AWS Management Console からプログラムで引き受けることのできるロールを作成します。

作成されたロールはいずれも似ていますが、コンソールから引き受けられるロールにも、特定の条件
を含む信頼ポリシーがあります。その条件では明示的に、SAML 対象者 (SAML:aud 属性) が SAML の 
AWS サインインエンドポイント (https://signin.aws.amazon.com/saml) に設定されます。

6. プログラムによるアクセス用のロールを作成する場合は、[属性] リストから属性を選択します。次
に、[Value] (値) ボックスで、ロールに追加する値を入力します。これにより、ロールアクセスは、指
定した属性を SAML 認証応答 (アサーション) に含んでいる ID プロバイダーのユーザーのみに制限さ
れます。ロールが組織のユーザーのサブセットに限定されるように、少なくとも 1 つの属性を指定す
る必要があります。

プログラムによるアクセスとコンソールによるアクセス用のロールを作成する場合、SAML:aud 属性
が自動的に追加され、AWS SAML エンドポイントの URL (https://signin.aws.amazon.com/saml) に設
定されます。

7. 信頼ポリシーに属性関連の条件をさらに追加するには、[Condition](optional) (条件) (オプション) を選
択し、続いて追加の条件を選択して、値を指定します。

Note

最も一般的に使用される SAML 属性がリストに表示されます。IAM では、条件の作成に
使用できる追加の属性をサポートしています。サポートされる属性のリストについては、
「SAML ベースのフェデレーションに利用可能なキー」を参照してください。リストに含ま
れないサポート対象の SAML 属性の条件が必要な場合、その条件は次のステップで手動で追
加できます。これを行うには、ロールを作成後に信頼ポリシーを編集します。

8. SAML 2.0 の信頼情報を確認し、[Next] (次へ) を選択します。
9. IAM には、アカウント内の AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーのリストがあります。アク

セス許可ポリシーとして使用するポリシーを選択するか、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択し
て新しいブラウザタブを開き、新しいポリシーをゼロから作成します。詳細については、「IAM ポリ
シーの作成 (p. 515)」を参照してください。ポリシーを作成したら、そのタブを閉じて元のタブに戻
ります。ウェブ ID ユーザーに許可するアクセス許可ポリシーの横にあるチェックボックスをオンにし
ます。必要に応じて、この時点でポリシーを選択せずに、後でポリシーをロールにアタッチすること
もできます。デフォルトでは、ロールにはいずれのアクセス権限もありません。

10. (オプション) アクセス許可の境界 (p. 433)を設定します。これはアドバンスド機能です。

[Permissions boundary] (アクセス許可の境界) セクションを開き、[Use a permissions boundary to 
control the maximum role permissions] (アクセス許可の境界を使用してロールのアクセス許可の上限
を設定する) を選択します。アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択します。

11. [Next] (次へ) をクリックします。
12. [Next: Review] (次へ: レビュー) を選択します。
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13. [Role name] (ロール名) に、ロールの名前を入力します。ロール名は AWS アカウント アカウント内
で一意である必要があります。大文字と小文字は区別されません。例えば、PRODROLE と prodrole
というロール名を両方作成することはできません。他の AWS リソースがロールを参照している場合
があるため、作成後はロールの名前を変更できません。

14. (オプション) [Description] (説明) には、新しいロールの説明を入力します。
15. [Step 1: Select trusted entities] (ステップ 1: 信頼済みエンティティの選択) または [Step 2: Add 

permissions] (ステップ 2: 権限の追加) のセクションで [Edit] (編集) を選択し、ロールのユースケース
と権限を変更します。

16. (オプション) タグをキーバリューのペアとしてアタッチして、メタデータをロールに追加しま
す。IAM におけるタグの使用の詳細については、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照して
ください。

17. ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。

ロールの作成後に、AWS に関する情報を使用して ID プロバイダーソフトウェアを設定し、SAML 信頼を
確立します。この情報には、フェデレーティッドユーザーで使用するロールが含まれます。これは、IdP 
と AWS との証明書利用者信頼の設定と呼ばれます。詳細については、「証明書利用者の信頼およびク
レームの追加によって SAML 2.0 IdP を設定する (p. 223)」を参照してください。

カスタム信頼ポリシーを使用したロールの作成 (コンソール)
カスタムの信頼ポリシーを作成して、アクセスを委任し、他のユーザーに自分の AWS アカウント でアク
ションの実行を許可することができます。詳細については、「IAM ポリシーの作成 (p. 515)」を参照して
ください。

ロールを使用してアクセス権限を委任する方法の詳細については、「ロールに関する用語と概
念 (p. 184)」を参照してください。

カスタム信頼ポリシーを使用した IAM ロールの作成 (コンソール)

IAM ユーザーが引き受けるロールは、AWS Management Console を使用して作成できます。例えば、
組織で複数の AWS アカウント を使用して本稼働環境から開発環境を分離しているとします。開発用ア
カウントのユーザーに対して本番用アカウントのリソースへのアクセスを許可するロールを作成するた
めの高レベルの情報については、「個別の開発用アカウントと本稼働用アカウントを使用したシナリオ
例 (p. 189)」を参照してください。

カスタム信頼ポリシーを使用してロールを作成するには (コンソール)

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

2. コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。
3. [Custom trust policy] (カスタム信頼ポリシー) ロールタイプを選択してください。
4. [Custom trust policy] (カスタム信頼ポリシー) セクションで、ロールのカスタム信頼ポリシーを入力ま

たは貼り付けます。詳細については、「IAM ポリシーの作成 (p. 515)」を参照してください。
5. ポリシーの検証 (p. 521)中に生成されたセキュリティ警告、エラー、または一般的な警告を解決して

から、[Next] (次へ) を選択します。
6. 作成したカスタム信頼ポリシーの横にあるチェックボックスをオンにします。
7. (オプション) アクセス許可の境界 (p. 433)を設定します。このアドバンスド機能は、サービスロール

で使用できますが、サービスにリンクされたロールではありません。

[Permissions boundary] (アクセス許可の境界) セクションを開き、[Use a permissions boundary to 
control the maximum role permissions] (アクセス許可の境界を使用してロールのアクセス許可の上限
を設定する) を選択します。IAM には、アカウント内の AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシー
のリストがあります。アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択します。
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8. [Next] (次へ) をクリックします。
9. [ロール名] で、ロール名のカスタマイズの度合いはサービスによって定義されます。サービスのロー

ル名が定義されている場合、このオプションを変更することはできません。それ以外の場合、サービ
スでロールのプレフィックスが定義され、オプションのサフィックスを入力できる場合があります。
一部のサービスでは、ロールの名前全体を指定することができます。

可能な場合は、ロール名またはロール名のサフィックスを入力します。ロール名は AWS アカウント 
アカウント内で一意である必要があります。大文字と小文字は区別されません。例えば、PRODROLE
と prodrole というロール名を両方作成することはできません。他の AWS リソースがロールを参照
している場合があるため、作成後はロールの名前を変更できません。

10. (オプション) [Description] (説明) には、新しいロールの説明を入力します。
11. [Step 1: Select trusted entities] (ステップ 1: 信頼済みエンティティの選択) または [Step 2: Add 

permissions] (ステップ 2: 権限の追加) セクションで [Edit] (編集) を選択し、ロールのカスタムポリ
シーと権限を編集します。

12. (オプション) タグをキーバリューのペアとしてアタッチして、メタデータをロールに追加しま
す。IAM におけるタグの使用の詳細については、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照して
ください。

13. ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。

アクセス権を委任するポリシーの例
以下の例では、AWS アカウント に別の AWS アカウント のリソースへのアクセスを許可する方法を示し
ています。これらの例の JSON ポリシードキュメントを使用して IAM ポリシーを作成する方法について
は、「the section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してください。

トピック
• ロールを使用して他の AWS アカウント のリソースへのアクセス権を委任する (p. 275)
• ポリシーを使用してサービスへのアクセスを委任する (p. 276)
• リソースベースのポリシーを使用して他のアカウントの Amazon S3 バケットへのアクセス権を委任す

る (p. 276)
• リソースベースのポリシーを使用して他のアカウントの Amazon SQS キューへのアクセス権を委任す

る (p. 277)
• アカウントがアクセスを拒否されているとアクセス権を委任できない (p. 278)

ロールを使用して他の AWS アカウント のリソースへのアクセス権を委任する

IAM ロールを使用し、あるアカウントに属しているユーザーに、他のアカウントに属している AWS リ
ソースへのアクセスを許可する方法のチュートリアルについては、「IAM チュートリアル: AWS アカウン
ト間の IAM ロールを使用したアクセスの委任 (p. 35)」を参照してください。

Important

特定のロールまたはユーザーの ARN を、ロールの信頼ポリシーの Principal 要素に含めること
ができます。ポリシーを保存すると、AWS は ARN を一意のプリンシパル ID に変換します。こ
れにより、ロールまたはユーザーを削除して再作成することにより、誰かがそのユーザーの特権
をエスカレートするリスクを緩和できます。通常、この ID はコンソールには表示されません。こ
れは、信頼ポリシーが表示されるときに、ARN への逆変換が行われるためです。ただし、ロール
またはユーザーを削除すると、関係が壊れます。ポリシーは、ユーザーまたはロールを再作成し
ても適用されません。これは、信頼ポリシーに保存されているプリンシパル ID に一致しないため
です。この場合、プリンシパル ID はコンソールに表示されます。これは、AWS が ARN に ID を
マッピングできなくなるためです。その結果、信頼ポリシーの Principal 要素で指し示してい
るユーザーまたはロールを削除し、再作成する場合、ロールを編集して ARN を置き換える必要が
あります。ポリシーを保存するときに、ARN は新しいプリンシパル ID に変換されます。
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ポリシーを使用してサービスへのアクセスを委任する
次の例では、ロールにアタッチできるポリシーを示します。ポリシーは、Amazon EMR および AWS Data 
Pipeline の 2 つのサービスを有効にして、ロールを想定します。これらのサービスは、ロールに割り当て
られた権限ポリシー (表示されていない) によって付与されたタスクを実行できます。複数のサービスプ
リンシパルを指定する場合に、2 つの Service 要素は指定できません。1 つのみ指定できます。代わり
に、1 つの Service 要素の値として複数のサービスのプリンシパルのアレイを使用します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "elasticmapreduce.amazonaws.com", 
          "datapipeline.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

リソースベースのポリシーを使用して他のアカウントの Amazon S3 バケットへ
のアクセス権を委任する
この例では、アカウント A はリソースベースのポリシー (Amazon S3 バケットポリシー) を利用して、ア
カウント A の S3 バケットへのフルアクセスをアカウント B に許可します。次に、アカウント B が IAM 
ユーザーポリシーを作成して、アカウント A のバケットへのアクセス権をアカウント B のいずれかのユー
ザーに委任します。

アカウント A の S3 バケットポリシーは以下のポリシーのようになります。この例では、アカウント A の 
S3 バケットの名前を mybucket とし、アカウント B のアカウント番号は 111122223333 とします。この
番号は、アカウント B の個々のユーザーまたはグループではなく、アカウント自体のみを指定します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "AccountBAccess1", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"AWS": "111122223333"}, 
    "Action": "s3:*", 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:s3:::mybucket", 
      "arn:aws:s3:::mybucket/*" 
    ] 
  }
}

また、アカウント A は Amazon S3 アクセスコントロールリスト (ACL) を使用して、アカウント B に S3 
バケットまたはバケット内の 1 つのオブジェクトへのアクセスを許可することもできます。この場合、
唯一変更する点は、アカウント A がアカウント B にアクセス権を付与する方法です。ただし、この例
の 2 番目の部分で説明したように、アカウント B はポリシーを使用して、アカウント B の IAM グルー
プにアクセス権を委任することになります。S3 バケットとオブジェクトのアクセス制御の詳細について
は、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのアクセス制御を参照してください。

アカウント B の管理者が、次のサンプルポリシーを作成するとします。このポリシーでは、アカウント B 
のグループまたはユーザーに読み取りアクセスが許可されます。前のポリシーでは、アカウント B へのア
クセスが許可されます。ただし、アカウント B の個々のグループとユーザーは、グループまたはユーザー

276

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingBucketPolicies.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/S3_ACLs_UsingACLs.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UsingAuthAccess.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ロールの作成

ポリシーでリソースへの明示的なアクセス許可が付与されるまで、リソースにアクセスできません。この
ポリシーのアクセス許可は、前のクロスアカウントポリシーのアクセス許可のサブセットとしてのみ付与
できます。アカウント B はそのグループとユーザーに、最初のポリシーでアカウント A から付与されたも
のよりも多くのアクセス権限を付与することはできません。このポリシーでは、Action アクションのみ
を許可するように List 要素が明示的に定義されます。このポリシーの Resource 要素は、アカウント A 
が実装するバケットポリシーの Resource に一致します。

このポリシーを実装するには、アカウント B は IAM を使用して、アカウント B の該当するユーザー (また
はグループ) にそのポリシーをアタッチします。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "s3:List*", 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:s3:::mybucket", 
      "arn:aws:s3:::mybucket/*" 
    ] 
  }
}

リソースベースのポリシーを使用して他のアカウントの Amazon SQS キューへ
のアクセス権を委任する
以下の例では、アカウント A には Amazon SQS キューがあり、キューにアタッチされているリソース
ベースのポリシーを使用して、キューへのアクセスをアカウント B に許可します。その後で、アカウント 
B が IAM グループポリシーを使用して、アカウント B のグループにアクセス許可を委任します。

下記の例のキューポリシーでは、アカウント B にアカウント A の queue1 というキューで SendMessage
および ReceiveMessage のアクションを実行するアクセス許可が付与されます。ただし、この許可が
有効なのは、2014 年 11 月 30 日の正午から午後 3 時の間だけです。アカウント B のアカウント番号は 
1111-2222-3333 です。アカウント A は、Amazon SQS を使用して、このポリシーを実装します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"AWS": "111122223333"}, 
    "Action": [ 
      "sqs:SendMessage", 
      "sqs:ReceiveMessage" 
    ], 
    "Resource": ["arn:aws:sqs:*:123456789012:queue1"], 
    "Condition": { 
      "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2014-11-30T12:00Z"}, 
      "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2014-11-30T15:00Z"} 
    } 
  }
}

アカウント B のグループにアクセス権を委任するアカウント B のポリシーは、以下の例のようになりま
す。アカウント B は、IAM を使用して、このポリシーをグループ（またはユーザー）にアタッチします。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sqs:*", 
    "Resource": "arn:aws:sqs:*:123456789012:queue1" 
  }
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}

上記の IAM ユーザーポリシーの例では、アカウント B はワイルドカードを使用して、属しているユーザー
に、アカウント A のキューに対するすべての Amazon SQS アクションへのアクセスを許可しています。
ただし、アカウント B は、アカウント B にアクセス許可が付与されている範囲においてのみ、アクセス
を委任できます。2 つ目のポリシーを持つアカウント B グループは、2014 年 11 月 30 日の正午から午
後 3 時の間だけキューにアクセスできます。ユーザーが実行できるのは、アカウント A の Amazon SQS 
キューポリシーで定義されている SendMessage および ReceiveMessage アクションのみです。

アカウントがアクセスを拒否されているとアクセス権を委任できない
AWS アカウント は、自リソースへのアクセスをユーザーの親アカウントに対して明示的に拒否している
場合、自リソースへのアクセス権をそれらのユーザーに委任することはできません。この拒否は、アク
セス権を付与する既存のポリシーをユーザーが持っているかどうかにかかわらず、そのアカウントのユー
ザーにも反映されます。

たとえば、アカウント A は自身の S3 バケットについて、アカウント B からのアクセスを明示的に拒否す
るバケットポリシーを作成するとします。ただし、アカウント B は、アカウント B のユーザーにアカウ
ント A のバケットへのアクセス権を付与する IAM ユーザーポリシーを作成しています。アカウント A の 
S3 バケットに適用される明示的な拒否は、アカウント B のユーザーにも反映され、アカウント B のユー
ザーにアクセス権を付与する IAM ユーザーポリシーよりも優先されます (アクセス許可の評価方法につい
ては、「ポリシーの評価論理 (p. 1220)」を参照してください)。

アカウント A のバケットポリシーは、以下のポリシーになります。この例では、アカウント A の S3 バ
ケットの名前を mybucket とし、アカウント B のアカウント番号は 1111-2222-3333 とします。アカウン
ト A は、Amazon S3 を使用して、このポリシーを実装します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "AccountBDeny", 
    "Effect": "Deny", 
    "Principal": {"AWS": "111122223333"}, 
    "Action": "s3:*", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::mybucket/*" 
  }
}

この明示的な拒否は、アカウント A の S3 バケットにアクセスする権限を提供するアカウント B のポリ
シーをオーバーライドします。

IAM ロールを使用する
作成したロールをユーザー、アプリケーション、またはサービスが使用できるようにするには、ロー
ルを切り替えるアクセス許可を付与する必要があります。必要なアクセス許可を付与するポリシーを
しようして、ユーザーグループまたはユーザー自身にアタッチできます。このセクションでは、ロー
ルを使用するアクセス許可をユーザーに付与する方法について説明します。また、ユーザーが、AWS 
Management Console、 Tools for Windows PowerShell、 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 、お
よび AssumeRole API からロールに切り替える方法についても説明します。

Important

ロールの作成を IAM コンソールではなくプログラムで行う場合は、最大 64 文字までの Path に
加えて最大 512 文字までの RoleName を追加できます。ただし、AWS Management Console の 
[ロールの切り替え] 機能でロールを使用する場合は、Path と RoleName の合計が 64 文字を超え
ることはできません。

ロールの切り替えは AWS Management Consoleから行うことができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。使用する方
法によって、誰がロールを引き受けることができるか、およびロールセッションの持続期間が決定さ
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れます。AssumeRole* API オペレーションを使用する場合、引き受ける IAM ロールはリソースで
す。AssumeRole* API オペレーションを呼び出す ユーザーまたはロールはプリンシパルです。

ロールを使用するためのメソッドの比較

ロールを引き受け
る方法

だれがロールを引き受けるか 認証情報の有効期
間を指定する方法

認証情報の有効期
間 (最小 | 最大 | デ
フォルト)

AWS Management 
Console

ユーザー (ロールの切り替
え (p. 287)による)

最大セッション期
間でロールの [概
要] ページ

15 分 | 1 時間 | 1 
時間

assume-role
CLI または
AssumeRole API 
オペレーション

ユーザーまたはロール¹ duration-
seconds
CLI または
DurationSeconds
API パラメータ

15 分 | 最大セッ
ション期間設定² | 
1 時間

assume-role-
with-saml
CLI または
AssumeRoleWithSAML
API オペレーショ
ン

SAML を使用して認証されたユーザー duration-
seconds
CLI または
DurationSeconds
API パラメータ

15 分 | 最大セッ
ション期間設定² | 
1 時間

assume-role-
with-web-
identity
CLI または
AssumeRoleWithWebIdentity
API オペレーショ
ン

ウェブ ID プロバイダーを使用して認証
されたユーザー

duration-
seconds
CLI または
DurationSeconds
API パラメータ

15 分 | 最大セッ
ション期間設定² | 
1 時間

を使用して構築さ
れた (p. 235)コ
ンソール 
URLAssumeRole

ユーザーまたはロール URL の
SessionDuration
HTML パラメータ

15 分 | 12 時間 | 1 
時間

を使用して構築さ
れた (p. 235)コ
ンソール 
URLAssumeRoleWithSAML

SAML を使用して認証されたユーザー URL の
SessionDuration
HTML パラメータ

15 分 | 12 時間 | 1 
時間

を使用して構築さ
れた (p. 235)コ
ンソール 
URLAssumeRoleWithWebIdentity

ウェブ ID プロバイダーを使用して認証
されたユーザー

URL の
SessionDuration
HTML パラメータ

15 分 | 12 時間 | 1 
時間

¹ 1 つのロールの認証情報を使用して別のロールを引き受けることをロールの連鎖 (p. 185)と呼びます。
ロールの連鎖を使用すると、新しい認証情報は最長期間である 1 時間に制限されます。ロールを使用して
EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションにアクセス許可を付与する (p. 297)場合、これらのア
プリケーションにはこの制限が適用されません。

² この設定の値は 1 時間～ 12 時間です。最大セッション期間設定の修正の詳細については、「ロールの修
正 (p. 308)」を参照してください。この設定は、ロールの認証情報を取得したときにリクエストできる
最大セッション期間設定を決定します。たとえば、AssumeRole* API オペレーションを使用してロールを
引き受ける場合は、DurationSeconds パラメータの値を使用してセッションの期間を指定できます。こ
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のパラメータを使用して、ロールセッションの期間を 900 秒 (15 分) からそのロールの最大セッション期
間設定まで指定できます。コンソールでロールを切り替える IAM ユーザーには、最大セッション期間、ま
たはユーザーのセッションの残り時間のいずれか短い方が付与されます。ロールに 5 時間の最大期間を設
定することを想定しています。コンソールに 10 時間（デフォルトの最大 12 時間）サインインした IAM 
ユーザーがロールに切り替わります。使用可能なロールセッション期間は 2 時間です。ロールの最大値を
確認する方法については、このページで後述する「ロールの最大セッション期間設定の表示 (p. 280)」を
参照してください。

メモ

• 最大セッション期間の設定では、AWS サービスが引き受けるセッションは制限されません。
• ロールセッション内でユーザーが現在のロールを再び引き受けることができるようにするに

は、ロール信頼ポリシーでロール ARN または AWS アカウント ARN をプリンシパルとして指
定します。Amazon EC2、Amazon ECS、Amazon EKS、Lambda などのコンピューティング
リソースを提供する AWS のサービス は、一時的な認証情報を提供し、これらの認証情報を自
動的にローテーションします。これにより、常に有効な認証情報セットを確保できます。これ
らのサービスでは、一時的な認証情報を取得するために現在のロールを再度引き受ける必要は
ありません。ただし、セッションタグ (p. 346)またはセッションポリシー (p. 419)を渡す場
合は、現在のロールを再度引き受ける必要があります。ロールの信頼ポリシーを変更してプリ
ンシパルロールの ARN または AWS アカウント ARN を追加する方法については、ロールの信
頼ポリシーの変更 (コンソール) (p. 309) を参照してください。

トピック
• ロールの最大セッション期間設定の表示 (p. 280)
• ロールを切り替えるアクセス許可をユーザーに付与する (p. 281)
• AWS のサービスにロールを渡すアクセス権限をユーザーに付与する (p. 284)
• ロールの切り替え (コンソール) (p. 287)
• IAM ロール (AWS CLI) の切り替え (p. 289)
• IAM ロールへの切り替え (Tools for Windows PowerShell) (p. 294)
• IAM ロール (AWS API) の切り替え (p. 295)
• Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに IAM ロールを使用してアクセス許可を付

与する (p. 297)
• IAM ロールの一時的なセキュリティ認証情報の取り消し (p. 306)

ロールの最大セッション期間設定の表示
AWS Management Console を使用するか、AWS CLI または AWS APIを使用して、ロールの最大セッ
ション期間を指定できます。AWS CLI または API オペレーションを使用してロールを引き受ける場合
は、DurationSeconds パラメータの値を指定できます。このパラメータを使用して、ロールセッション
の期間を 900 秒 (15 分) からそのロールの最大セッション期間設定まで指定できます。パラメータを指定
する前に、ロールのこの設定を表示する必要があります。DurationSeconds パラメータに最大値設定よ
りも大きい値を指定した場合は、オペレーションが失敗します。

ロールの最大セッション期間を表示するには (コンソール)

1. IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) をクリックします。
2. 表示するロールの名前を選択します。
3. [最大セッション期間] の横に、ロールに付与されている最大セッション長を表示します。これ

は、AWS CLI または API オペレーションで指定できる最大セッション期間です。
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ロールの最大セッション継続時間設定を表示するには (AWS CLI)

1. 引き受けるロールの名前がわからない場合は、次のコマンドを実行してアカウントのロールを一覧表
示します。

• aws iam list-roles
2. ロールの最大セッション継続時間を表示するには、次のコマンドを実行します。次に、最大セッショ

ン継続時間パラメータを確認します。

• aws iam get-role

ロールの最大セッション継続時間設定を表示するには (AWS API)

1. 引き受けるロールの名前がわからない場合は、次のオペレーションを呼び出してアカウントのロール
を一覧表示します。

• ListRoles
2. ロールの最大セッション継続時間を表示するには、次のオペレーションを実行します。次に、最大

セッション継続時間パラメータを確認します。

• GetRole

ロールを切り替えるアクセス許可をユーザーに付与する
管理者がクロスアカウントアクセス用のロールを作成する (p. 254)場合、ロールを所有するアカウント、
リソース (信頼するアカウント)、およびユーザーを含むアカウント (信頼されるアカウント) の間で信頼を
確立します。これを行うには、信頼するアカウントの管理者が、ロールの信頼ポリシーで信頼できるアカ
ウント番号を Principal として指定します。これにより、信頼されたアカウント内のすべてのユーザー
がロールを引き受けることができるようになる可能性があります。設定を完了するには、信頼されたアカ
ウントの管理者がそのアカウント内の特定のグループまたはユーザーにロールを切り替えるアクセス権限
を付与する必要があります。

ロールを切り替えるアクセス許可を付与するには

1. 信頼されたアカウントの管理者として、ユーザーの新しいポリシーを作成するか、既存のポリシーを
編集して必要な要素を追加します。詳細については、「ポリシーの作成または編集 (p. 282)」を参照
してください。

2. 次に、ロール情報を共有する方法を次の中から選択します。

• ロールリンク: 詳細がすべて既に入力されている [Switch Role] (ロールの切り替え) ページへのリン
クをユーザーに送信します。

• アカウント ID またはエイリアス: ロール名とアカウント ID 番号またはアカウントのエイリアスを
各ユーザーに提供します。これにより、ユーザーは [ロールの切り替え] ページに移動し、詳細を手
動で追加できます。

詳細については、「ユーザーへの情報の提供 (p. 283)」を参照してください。

ロールを切り替えできるのは、IAM ユーザー、SAML フェデレーションロール、またはウェブ ID フェデ
レーションロールとしてサインインしている場合のみですのでご注意ください。AWS アカウントのルート
ユーザー としてサインインすると、ロールを切り替えることはできません。
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Important

AWS Management Console で、ExternalId (p. 192) 値を必要とするロールに切り替えること
はできません。ExternalId パラメータをサポートする AssumeRole API を呼び出すことによ
り、このようなロールに切り替えることができます。

メモ

• タスクを達成するために最終的にユーザーにアクセス許可を付与するので、このトピックで
は、ユーザーのポリシーについて説明します。ただし、個々のユーザーに直接アクセス許可を
付与することはお勧めしません。ユーザーがロールを引き受けると、そのロールに関連付けら
れたアクセス許可が割り当てられます。

• AWS Management Console でロールを切り替えると、コンソールは常に元の認証情報を使用
して切り替えを認証します。これは、IAM ユーザー、SAML フェデレーションロール、または
ウェブ ID フェデレーションロールとしてサインインする際に適用されます。例えば、RoleA に
切り替える場合は、IAM では元のユーザーまたはフェデレーションロールの認証情報を使用し
て、RoleA の引き受けが許可されているかどうかが判断されます。その後、RoleA を使用中に 
RoleB への切り替えを試みると、元のユーザーまたはフェデレーションロールの認証情報を使
用して、RoleB への切り替えが承認されます。RoleA の資格情報は、このアクションには使用
されません。

トピック
• ポリシーの作成または編集 (p. 282)
• ユーザーへの情報の提供 (p. 283)

ポリシーの作成または編集

ロールを引き受けるアクセス許可をユーザーに付与するポリシーには、次の Allow 効果を伴うステートメ
ントを含める必要があります。

• sts:AssumeRole アクション
• Resource 要素でのロールの Amazon リソースネーム (ARN)

このポリシーを取得するユーザーは、(グループメンバーとして、または直接アタッチされて) 一覧表示さ
れたリソース上のロールに切り替えることができます。

Note

Resource が * に設定されている場合、ユーザーは、ユーザーのアカウントを信頼する任意の
アカウントで任意のロールを引き受けることができます。（つまり、ロールの信頼ポリシーは、
ユーザーのアカウントを Principal として指定します）。ベストプラクティスとして、最小権
限の原則に従って、ユーザーが必要とするロールに限って完全な ARN を指定することをお勧めし
ます。

次の例に示すポリシーでは、ユーザーは 1 つのアカウントに限ってロールを引き受けることができます。
さらに、このポリシーではワイルドカード (*) を使用し、ロール名が文字列 Test で始まる場合に限り、
ユーザーがロールに切り替えることができることを指定します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/Test*" 
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  }
}

Note

ロールをユーザーに付与するアクセス権限は、既にユーザーに付与されているアクセス権限に
追加されるわけではありません。ユーザーがロールに切り替えると、そのユーザーはロールに
よって付与されたアクセス権限と引き換えに元々付与されていたアクセス権限を一時的に喪失
します。ユーザーがロールを終了すると、元のユーザーアクセス権限が自動的に復元します。
例えば、ユーザーのアクセス許可では Amazon EC2 インスタンスの操作が許可されるが、これ
らのアクセス許可はロールのアクセス許可ポリシーで付与されないとします。この場合、ロー
ルの使用中に、ユーザーはコンソールで Amazon EC2 インスタンスを操作できません。さら
に、AssumeRole を介して取得された一時的な認証情報は、プログラムでは Amazon EC2 イン
スタンスで機能しません。

ユーザーへの情報の提供

ロールを作成し、このロールに切り替えるアクセス許可をユーザーに付与した後で、ユーザーに以下を提
供する必要があります。

• ロールの名前は
• ID またはロールが含まれているアカウントエイリアス

アカウント ID とロール名が事前設定されたリンクを送信すると、ユーザーのアクセスが簡素化されます。
ロールのリンクは、[ロールの作成] ウィザードの最後のページか、クロスアカウントが有効なロールの 
[ロールの概要] ページで確認できます。

または、次の形式を使用して手動でリンクを作成することもできます。次の例の 2 つのパラメータのアカ
ウント ID またはエイリアスとロール名を置き換えます。

https://signin.aws.amazon.com/switchrole?
account=your_account_ID_or_alias&roleName=optional_path/role_name

ユーザーにトピック「ロールの切り替え (コンソール) (p. 287)」を参照してプロセスに従って進めても
らうことをお勧めします。ロールを引き受ける際に遭遇する可能性がある一般的な問題のトラブルシュー
ティングを行うには、、「ロールを引き受けることができない (p. 1107)」を参照してください。

考慮事項

• プログラムでロールを作成する場合は、パスと名前を持ったロールを作成できます。、ユーザーが AWS 
Management Console の[ロールの切り替え]ページで入力できるように、完全なパスとロール名をユー
ザーに提供する必要があります。例: division_abc/subdivision_efg/role_XYZ。

• プログラムでロールを作成する場合は、512 文字までの Path と RoleName を追加できます。名前の長
さは最大 64 文字です。ただし、AWS Management Console の [ロールの切り替え] 機能でロールを使用
するには、Path と RoleName の合計が 64 文字を超えることはできません。

• セキュリティ上の理由から、AWS CloudTrail ログを確認 (p. 405)して、AWS でアクションを実行した
ユーザーを調べることができます。ロール信頼ポリシーで sts:SourceIdentity 条件キーを使用する
と、ユーザーがロールを引き受けるときに ID を指定するように要求できます。例えば、IAM ユーザーが
セッション名として自分のユーザー名を指定するように要求できます。これにより、AWS の特定のアク
ションを実行したユーザーを特定できます。詳細については、「sts:SourceIdentity (p. 1295)」を
参照してください。sts:RoleSessionName (p. 1294) 条件キーを使用すると、ユーザーがロールを引
き受けるときにセッション名を指定するように要求できます。これは、ロールが異なるプリンシパルに
よって使用される場合に、ロールセッションを区別するのに役立ちます。
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AWS のサービスにロールを渡すアクセス権限をユーザーに付与
する
多くの AWS サービスを設定するには、そのサービスに IAM ロールを渡す必要があります。これで、そ
の後サービスがロールを引き受け、ユーザーに代わってアクションを実行できるようになります。大半の
サービスでは、サービスにロールを渡さなければならないのはセットアップ時の 1 回のみで、サービスが
ロールを引き受けるたびには行いません。例えば、Amazon EC2 インスタンスで実行しているアプリケー
ションがあるとします。このアプリケーションには認証に使う一時的な認証情報と、AWS でアクションを
実行するためのアプリケーション認証のアクセス許可が必要です。アプリケーションをセットアップする
場合、こうした認証情報を提供するインスタンスで使用するよう、Amazon EC2 にロールを渡す必要があ
ります。そのロールに IAM ポリシーをアタッチして、インスタンスで実行するアプリケーションのアクセ
ス許可を定義します。アプリケーションは、このロールが許可しているアクションを実行する必要がある
たびに、ロールを引き受けます。

ユーザーがロール (とそのアクセス許可) を AWS サービスに渡すには、そのサービスにロールを渡すア
クセス許可が必要になります。これにより、承認済みのユーザーのみが、アクセス許可を付与するロール
を使用してサービスを設定できるようになります。ユーザーが AWS サービスにロールを渡すには、IAM 
ユーザー、ロール、またはグループに PassRole アクセス許可を付与する必要があります。

メモ

• クロスアカウントロールを渡す PassRole のアクセス権は使用できません。
• ResourceTag/key-name 条件キーを使用してロールにアタッチされたタグに基づいてロール

を渡すアクセス許可を制限することはできません。詳細については、「AWS のリソースへのア
クセスの制御 (p. 457)」を参照してください。

サービスにリンクされたロールを特定する場合は、サービスにそのロールを渡すためのアクセス許可も必
要になります。一部のサービスでは、そのサービスでアクションを実行する際にアカウント内にサービス
にリンクされたロールが自動的に作成されます。例えば、Amazon EC2 Auto Scaling では Auto Scaling グ
ループが最初に作成されたときに、AWSServiceRoleForAutoScaling のサービスにリンクされたロー
ルを作成します。のアクセス許可がない状態で Auto Scaling グループの作成時にサービスにリンクされた
のアクセス許可がない状態で、のアクセス許可がない状態で、iam:PassRole のアクセス許可がない状
態で、エラーが表示されます。ロールを明示的に指定しない場合、iam:PassRole のアクセス許可は不要
で、デフォルトではそのグループで実行されるすべての操作に AWSServiceRoleForAutoScaling ロー
ルを使用します。サービスにリンクされたロールをサポートするサービスを確認するには、「IAM と連携
する AWS のサービス (p. 1137)」を参照してください。サービスにリンクされたロールがサービスでアク
ションの実行時に自動的に作成されるかどうかを確認するには、「はい」リンクを選択して、該当サービ
スのサービスにリンクされたロールに関するドキュメントを参照してください。

ユーザーは、ロールを使用してサービスにアクセス許可を割り当てる任意の API オペレーションで、パラ
メータとして ARN を渡すことができます。次に、そのサービスはユーザーに iam:PassRole 権限がある
かどうか確認します。ユーザーが渡せるロールを承認済みのロールだけに制限するには iam:PassRole
のアクセス許可と IAM のポリシーステートメントの Resources 要素をフィルターに掛けることができま
す。

JSON ポリシーの Condition 要素を使用して、すべての AWS リクエストのリクエストコンテキス
トに含まれるキーの値をテストできます。ポリシーでの条件キーの使用の詳細については、「IAM 
JSON ポリシー要素Condition (p. 1193)」をご参照ください。iam:PassedToService 条件キーを使
用して、ロールを渡すことができるサービスのサービスプリンシパルを指定できます。ポリシーでの
iam:PassedToService 条件キーの使用の詳細については、「iam:PassedToService (p. 1284)」をご参
照ください。

例 1

インスタンスの起動時に、承認済みの一連のロールを Amazon EC2 サービスに渡すための権限をユーザー
に付与したいと考えているとします。その場合、3 つの要素が必要です。
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• ロールに許可されている内容を定義し、ロールにアタッチしている IAM のアクセス許可ポリシー ロール
が実行しなければならない操作やロールが操作を実行する上で必要とするリソースのみにアクセス許可
を制限します。AWS のマネージドまたはカスタマー定義の IAM アクセス権ポリシーが使用できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ "A list of the permissions the role is allowed to use" ], 
        "Resource": [ "A list of the resources the role is allowed to access" ] 
    }
}       

• サービスにロールの引き受けを許可する、ロールの信頼ポリシー。例えば、次の信頼ポリシーを
UpdateAssumeRolePolicy アクションを使用するロールにアタッチできます。この信頼ポリシーは 
Amazon EC2 がロールを使用し、そのロールにアタッチしているアクセス許可の使用を許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Sid": "TrustPolicyStatementThatAllowsEC2ServiceToAssumeTheAttachedRole", 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { "Service": "ec2.amazonaws.com" }, 
       "Action": "sts:AssumeRole" 
    }
}                     

• 承認済みのロールのみをユーザーが渡せるように許可する、IAM ユーザーにアタッチしている 
IAM のアクセス許可ポリシー。ユーザーが渡すロールの詳細を得るため、通常 iam:GetRole を
iam:PassRole に追加します。この例でユーザーが渡すことができるのは、指定されたアカウントに存
在し、EC2-roles-for-XYZ- で始まる名前を持つロールに限ります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:GetRole", 
            "iam:PassRole" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/EC2-roles-for-XYZ-*" 
    }]
}

これでユーザーは割り当てられたロールで Amazon EC2 インスタンスを起動することができます。インス
タンスで実行しているアプリケーションはインスタンスプロファイルのメタデータのロールで一時的な認
証情報にアクセスすることができます。ロールにアタッチされたアクセス権限ポリシーは、インスタンス
に許可する操作を定義します。

例 2

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) は、拡張モニタリングと呼ばれる機能をサポートし
ています。この機能により、Amazon RDS はエージェントを使用してデータベースインスタンスをモニタ
リングできます。また、Amazon RDS は Amazon CloudWatch Logs にメトリックスを記録することもで
きます。この機能を有効にするには、サービスロールを作成して、メトリクスをモニタリングしログに書
き込む権限を Amazon RDS に付与する必要があります。
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Amazon RDS 拡張モニタリング用のロールを作成するには

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

2. [ロール]、[ロールの作成] の順に選択します。
3. [AWS Service] ロールタイプを選択し、[Use cases for other AWS のサービス] で [RDS] サービスを

選択します。[RDS – Enhanced Monitoring] (RDS – 拡張モニタリング)、[Next] (次へ) の順に選択しま
す。

4. AmazonRDSEnhancedMonitoringRole アクセス権ポリシーを選択します。
5. [Next] (次へ) をクリックします。
6. [Role name] (ロール名) に、このロールの目的を識別しやすくするロール名を入力します。ロール名

は AWS アカウント アカウント内で一意である必要があります。大文字と小文字は区別されません。
例えば、PRODROLE と prodrole というロール名を両方作成することはできません。多くのエンティ
ティによりロールが参照されるため、作成後にロール名を変更することはできません。

7. (オプション) [Description] (説明) には、新しいロールの説明を入力します。
8. (オプション) タグをキーバリューペアとしてアタッチして、メタデータをユーザーに追加しま

す。IAM におけるタグの使用の詳細については、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照して
ください。

9. ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。

ロールを引き受ける monitoring.rds.amazonaws.com サービスのアクセス許可を付与する信頼ポリ
シーをロールが自動的に取得します。その後、Amazon RDS は AmazonRDSEnhancedMonitoringRole
ポリシーが許可するすべての操作を実行できるようになります。

拡張モニタリングへのアクセスを許可するユーザーは、次に示すように、ユーアーが RDS をリストする
ことを許可するステートメントとユーザーがロールを渡すことを許可するステートメントを含むポリシー
が必要になります。アカウント番号を自分のものに置き換え、ロールの名前をステップ 6 で指定した名前
に置き換えます。

    { 
      "Sid": "PolicyStatementToAllowUserToListRoles", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["iam:ListRoles"], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
        "Sid": "PolicyStatementToAllowUserToPassOneSpecificRole", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ "iam:PassRole" ], 
        "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/RDS-Monitoring-Role" 
    } 
    

別のポリシーのステートメントとこのステートメントを組み合わせたり、独自のポリシーで使用するこ
とができます。代わりにユーザーが RDS- で始まるロールを渡せるように指定するには、以下のようにリ
ソース ARN にあるロールの名前をワイルドカードに置き換えできます。

        "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/RDS-*"

AWS CloudTrail ログ内の iam:PassRole アクション
PassRole は API 呼び出しではありません。PassRole はアクセス許可です。つまり、IAM PassRole に
は CloudTrail ログは生成されません。CloudTrail でどのロールがどの AWS のサービス に渡されるかを確
認するには、ロールを受け取る AWS のリソースを作成または変更した CloudTrail ログを確認する必要が
あります。例えば、ロールが作成されると AWS Lambda 関数に渡されます。CreateFunction アクショ
ンのログには、関数に渡されたロールの記録が表示されます。
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ロールの切り替え (コンソール)
ロールは、必要な AWS リソースへのアクセスに使用できる一連のアクセス許可を指定します。その点で
は、AWS Identity and Access Management（IAM）のユーザーに似ています。ユーザーとしてサインイン
すると、特定の一連のアクセス許可が付与されます。ただし、ロールにはサインインされませんが、一度
サインインするとロールを切り替えることもできます。こうすると、元のユーザーアクセス権限が一時的
に無効になり、そのロールに割り当てられたアクセス権限が代わりに付与されます。ロールは、自身のア
カウントのロールでも、他の AWS アカウント のロールでもかまいません。ロール、その利点、作成方法
の詳細については、「IAM ロール (p. 183)」と「IAM ロールの作成 (p. 253)」を参照してください。

Important

ユーザーと切り替え後のロールのアクセス許可は、累積されません。同時に有効になるアクセス
権限のセットは 1 つのみです。ロールを切り替えると、ユーザーアクセス権限が一時的に無効に
なり、切り替え後のロールに割り当てられたアクセス権限が有効になります。そのロールを終了
すると、ユーザーアクセス権限が自動的に復元されます。

AWS Management Console でロールを切り替えると、コンソールは常に元の認証情報を使用して切り替え
を認証します。これは、IAM ユーザー、IAM Identity Center でのユーザー、SAML フェデレーションロー
ル、またはウェブ ID フェデレーションロールとしてサインインする際に適用されます。たとえば、RoleA 
に切り替える場合は、IAM は元のユーザーまたはフェデレーションロールの認証情報を使用して、RoleA 
の引き受けが許可されているかどうかを判断します。その後、RoleA を使用中に RoleB への切り替えを試
みると、AWS は引き続き RoleA の認証情報ではなく元のユーザーまたはフェデレーティッドロールの認
証情報を使用して切り替えを承認します。

コンソールでのロールの切り替えについて知っておくべきこと
このセクションでは、IAM コンソールを使用してロールを切り替えるための追加情報を提供します。

注記:

• AWS アカウントのルートユーザー としてサインインすると、ロールを切り替えることはでき
ません。IAM ユーザー、IAM Identity Center でのユーザー、SAML フェデレーションロール、
またはウェブ ID フェデレーションロールとしてサインインするときにロールを切り替えられま
す。

• AWS Management Console で、ExternalId (p. 192) 値を必要とするロールに切り替えること
はできません。ExternalId パラメータをサポートする AssumeRole API を呼び出すことに
より、このようなロールに切り替えることができます。

• 管理者によりリンクが提供されている場合、リンクを選択して、以下の手順のステップ「Step 5」に進
んでください。リンクをクリックすると該当するウェブページに移動し、アカウント ID (またはエイリ
アス) とロール名が自動的に入力されます。

• 手動でリンクを作成して、次の手順のステップ Step 5 にスキップできます。リンクを作成するには、次
の形式を使用します。

https://signin.aws.amazon.com/switchrole?
account=account_id_number&roleName=role_name&displayName=text_to_display

ここで、次のテキストに置き換えます。
• account_id_number – 12 桁のアカウント ID は、管理者から提供されます。または、管理者がアカ

ウントエイリアスを作成して、URL にアカウント ID の代わりにアカウント名を含めることもできま
す。詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「ユーザータイプ」を参照してください。

• role_name – 引き受けるロールの名前。これはロールの ARN の末尾から取得できます。たとえ
ば、ロールの ARN が TestRole である場合、ロール名は arn:aws:iam::123456789012:role/
TestRole になります。

• (オプション) text_to_display – このロールがアクティブなときにユーザー名の代わりにナビゲー
ションバーに表示するテキストを入力できます。
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• 次の手順を使用して、管理者が提供する情報を使用して手動でロールを切り替えることができます。

デフォルトでは、ロールを切り替えると、AWS Management Console セッションは 1 時間続きます。IAM 
ユーザーセッションは、デフォルトで 12 時間です。コンソールでロールを切り替える IAM ユーザーに
は、ロールに設定された最大セッション期間、または ユーザーのセッションの残り時間のいずれか短い
方が付与されます。たとえば、ロールに対して最大セッション期間が 10 時間に設定されているとしま
す。IAM ユーザーがロールに切り替えることを決定すると、8 時間コンソールにサインインしています。
ユーザーセッションには残り時間が 4 時間あるため、許可されるロールセッション期間は 4 時間です。次
の表は、コンソールでロールを切り替えるときの IAM ユーザーのセッション期間を決定する方法を示して
います。

IAM ユーザーコンソールロールセッション期間

IAM ユーザーセッ
ションの残り時間
は...

ロールセッションの期間は...

ロールの最大セッ
ション時間より小
さい

ユーザーセッションでの残り時間

ロールの最大セッ
ション時間の長さ
を超えています

最大セッション期間値

ロールの最大セッ
ション時間と同等

最大セッション継続時間値 (概算)

Note

ある程度 AWS サービスコンソールは、ロールセッションの有効期限が切れたときに、アクショ
ンを実行せずにロールセッションを自動更新できます。セッションを再認証するために、ブラウ
ザページをリロードするように求めるメッセージが表示されることがあります。

ロールを引き受ける際に遭遇する可能性がある一般的な問題のトラブルシューティングを行うには、、
「ロールを引き受けることができない (p. 1107)」を参照してください。

ロールを切り替えるには (コンソール)

1. IAM として AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2. IAM コンソールで、右上のナビゲーションバーのユーザー名を選択します。通常は
username@account_ID_number_or_alias のように表示されます。

3. [Switch Role] (ロールの切り替え) を選択します。このオプションを選択するのが初めての場合、詳細
な情報がページに表示されます。情報を読んだ後、[ロールの切り替え] を選択します。ブラウザーの 
Cookie をオフにすると、このページが再び表示されることがあります。

4. [ロールの切り替え] ページで、アカウント ID 番号またはアカウントエイリアスと、管理者により提供
されたロールの名前を入力します。

Note

管理者が division_abc/subdivision_efg/roleToDoX などのパスを使用してロールを
作成した場合は、[ロール] ボックスに完全なパスと名前を入力する必要があります。ロール
名のみを入力した場合、または Path と RoleName の組み合わせの合計が 64 文字を超える
場合は、ロールの切り替えは失敗します。これは、ロール名を保存するブラウザクッキーの
制約です。この場合は、管理者に連絡して、パスとロール名のサイズを減らすことを依頼し
てください。
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5. (オプション) 表示名を選択します。このロールがアクティブな場合にユーザー名の代わりにナビゲー
ションバーに表示するテキストを入力します。名前の候補がアカウントとロールの情報に基づいて表
示されますが、わかりやすい名前に変更できます。表示名の強調表示に使用される色を選択すること
もできます。名前と色から、ロールがアクティブになってアクセス権限が変わることがわかりやすく
なります。たとえば、テスト環境にアクセスできるロールには、[表示名] に「Test」と入力し、[色] 
で緑を選択できます。本稼働環境にアクセスできるロールには、[表示名] に「Production」と入力
し、[色] で赤を選択できます。

6. [Switch Role] (ロールの切り替え) を選択します。表示名と色によってナビゲーションバーのユーザー
名が置き換えられ、そのロールにより付与されたアクセス許可を使用し始めることができます。

ヒント

最近使用したいくつかのロールがメニューに表示されます。次回いずれかのロールに切り替える
必要があるときは、そのロールを選択するだけで切り替えることができます。ロールがメニュー
に表示されていない場合は、アカウントとロールの情報を入力するだけでかまいません。

ロールの使用を停止するには (コンソール)

1. IAM コンソールで、右上のナビゲーションバーでロールの [表示名] を選択します。通常、表示名は
「rolename@account_ID_number_or_alias」のように表示されます。

2. [#####に戻る] を選択します。ロールとそのアクセス権限が無効になり、IAM ユーザーおよびグルー
プに関連付けられたアクセス権限が自動的に復元されます。

たとえば、アカウント番号 123456789012 にユーザー名 RichardRoe を使用してサインインして
いるとします。AdminRole ロールの使用後に、ロールの使用を停止して元のアクセス許可に戻りま
す。ロールの使用を停止するには、[AdminRole @ 123456789012]、[RichardRoe に戻る] の順に選択
します。

IAM ロール (AWS CLI) の切り替え
ロールは、必要な AWS リソースへのアクセスに使用できる一連のアクセス許可を指定します。その点で
は、AWS Identity and Access Management（IAM）のユーザーに似ています。ユーザーとしてサインイン
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すると、特定の一連のアクセス許可が付与されます。ただし、ロールにはサインインされませんが、ユー
ザーとしてサインインした後でロールを切り替えることができます。こうすると、元のユーザーアクセス
権限が一時的に無効になり、そのロールに割り当てられたアクセス権限が代わりに付与されます。ロール
は、自身のアカウントのロールでも、他の AWS アカウント のロールでもかまいません。ロールとその利
点、およびロールを作成して設定する方法については、「IAM ロール (p. 183)」および「IAM ロールの
作成 (p. 253)」を参照してください。ロールを引き受ける別の方法については、「IAM ロールを使用す
る (p. 278)」を参照してください。

Important

IAM ユーザーのアクセス許可および引き受けるロールは、累積されません。同時に有効になるア
クセス権限のセットは 1 つのみです。ロールを引き受けると、以前のユーザーまたはロールのア
クセス許可が一時的に無効になり、切り替え後のロールに割り当てられたアクセス許可が有効に
なります。そのロールを終了すると、ユーザーアクセス権限が自動的に復元されます。

IAM ユーザーとしてサインインしている場合、ロールを使用して AWS CLI コマンドを実行できます。ま
た、外部で認証されたユーザー (p. 199) (SAML (p. 206) または OIDC (p. 200)) としてサインインし
ている場合にも、ロールを使用して AWS CLI コマンドを実行できます。また、インスタンスプロファイ
ルを経由して、ロールにアタッチされた Amazon EC2 インスタンス内部から AWS CLI コマンドを実行す
るロールを使用できます。AWS アカウントのルートユーザー としてサインインしているときに、ロール
を引き受けることはできません。

ロールの連鎖 (p. 185) — ロールの連鎖を使用することもできます。この連鎖は、ロールのアクセス許可
を使用して 2 つ目のロールにアクセス許可を使用します。

デフォルトでは、ロールセッションは 1 時間です。assume-role* CLI オペレーションを使用してこの
ロールを引き受ける場合は、duration-seconds パラメータの値を指定できます。この値は 900 秒 (15 
分) からロールの最大セッション期間設定までの範囲を指定できます。コンソールでロールを変更した場
合、セッションの所要時間は最大 1 時間に制限されます。ロールの最大値を確認する方法については、
「ロールの最大セッション期間設定の表示 (p. 280)」を参照してください。

ロールの連鎖を使用すると、セッション期間は最長である 1 時間に制限されます。この場合 duration-
seconds パラメータを使用して 1 時間より大きい値を指定すると、オペレーションは失敗します。

シナリオ例: 本稼働ロールに切り替える

開発環境で作業している IAM ユーザーであるとします。このシナリオでは、AWS CLI でコマンドライン
を使用して実稼働環境を操作する必要が生じることがあります。1 つのアクセスキー認証情報のセットが
すでに使用可能です。このセットは、標準の IAM ユーザーに割り当てられたアクセスキーペアである場合
があります。または、フェデレーティッドユーザーとしてサインインしている場合は、最初に割り当てら
れたロールのアクセスキーペアである場合があります。現在のアクセス許可で特定の IAM ロールを引き受
けることができるなら、AWS CLI 設定ファイルの「プロファイル」でそのロールを特定できます。このコ
マンドは、元のアイデンティティではなく、指定された IAM ロールのアクセス権限を使用して実行されま
す。このプロファイルを AWS CLI コマンドで指定すると、新しいロールを使用することになります。こ
の場合、開発用アカウントの元のアクセス許可を同時に使用することはできません。同時に有効にできる
アクセス許可のセットは 1 つのみであるためです。

Note

セキュリティ上の理由から、管理者は AWS CloudTrail ログを確認 (p. 405)して、AWS で
アクションを実行したユーザーを調べることができます。管理者は、ロールを引き受けると
きに、ソース ID またはロールセッション名の指定を要求する場合があります。詳細について
は、sts:SourceIdentity (p. 1295) および sts:RoleSessionName (p. 1294) を参照してく
ださい。

本稼働ロールに切り替えるには (AWS CLI)

1. AWS CLI をはじめて使用する場合は、まず、デフォルトの CLI プロファイルを設定する必要がありま
す。コマンドプロンプトを開き、IAM ユーザーまたはフェデレーティッドロールからのアクセスキー
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を使用するように、AWS CLI を設定します。詳細については、『AWS Command Line Interface ユー
ザーガイド』の「AWS Command Line Interface の設定.」を参照してください。

以下のように、aws configure コマンドを実行します。

aws configure

プロンプトが表示されたら、次の情報を入力します。

AWS Access Key ID [None]: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
AWS Secret Access Key [None]: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
Default region name [None]: us-east-2
Default output format [None]: json

2. Unix または Linux の .aws/config ファイル、または Windows の C:\Users\USERNAME\.aws
\config ファイルに、ロールの新しいプロファイルを作成します。次の例では、123456789012 ア
カウントの ProductionAccessRole ロールへの切り替えをする「prodaccess」というプロファ
イルを作成します。ロール ARN は、ロールを作成したアカウント管理者から入手します。このプロ
ファイルが呼び出されると、AWS CLI は source_profile の認証情報を使用してロールのための
認証情報をリクエストします。そのため、source_profile として参照されるアイデンティティ
は、role_arn で指定されたロールの sts:AssumeRole アクセス権限がなければなりません。

[profile prodaccess] 
    role_arn = arn:aws:iam::123456789012:role/ProductionAccessRole 
    source_profile = default

3. 新しいプロファイルを作成した後、AWS CLI パラメータを指定した --profile prodaccess コマ
ンドは、デフォルトのユーザーではなく、IAM ロールである ProductionAccessRole にアタッチさ
れたアクセス権限により実行されます。

aws iam list-users --profile prodaccess

このコマンドが機能するのは、ProductionAccessRole に割り当てられたアクセス許可の下で現在
の AWS アカウントのユーザーを一覧表示できる場合です。

4. 元の認証情報によって付与されるアクセス許可に戻すには、--profile パラメータなしでコマンド
を実行します。AWS CLI は、「Step 1」で設定したデフォルトのプロファイルの認証情報の使用に戻
ります。

詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「ロールを引き受ける」を参照してく
ださい。

シナリオ例: インスタンスプロファイルロールが他のアカウントのロールに切り
替えることを許可する
2 つの AWS アカウント を使用していて、Amazon EC2 インスタンスで実行されているアプリケーション
が両方のアカウントで AWS CLI コマンドを実行できるようにするとします。アカウント 111111111111
に EC2 インスタンスが存在すると仮定します。このインスタンスには、同じ abcd アカウント内
の Amazon S3 バケットで読み取り専用の my-bucket-1 タスクをアプリケーションが実行する
111111111111 インスタンスプロファイルのロールが含まれています。ただし、アプリケーションは、ア
カウント 222222222222 でタスクを実行するために efgh クロスアカウントロールを引き受けることも
許可されている必要があります。これを行うには、abcd EC2 インスタンスプロファイルのロールは次の
アクセス許可ポリシーを持っている必要があります。

アカウント 111111111111 abcd ロールのアクセス許可ポリシー

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAccountLevelS3Actions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:ListAccessPoints", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-bucket-1/*", 
                "arn:aws:s3:::my-bucket-1" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowIPToAssumeCrossAccountRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/efgh" 
        } 
    ]
}

efgh クロスアカウントのロールが、同じ my-bucket-2 アカウント内の 222222222222 バケットで読み
取り専用 Amazon S3 タスクを許可すると仮定します。これを行うには、efgh クロスアカウントのロール
は、以下のアクセス許可ポリシーを持っている必要があります。

アカウント 222222222222 efgh ロールのアクセス許可ポリシー

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAccountLevelS3Actions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:ListAccessPoints", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-bucket-2/*", 
                "arn:aws:s3:::my-bucket-2" 
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            ] 
        } 
    ]
}

efgh ロールは abcd インスタンスプロファイルのロールがそれを引き受けることを許可する必要があり
ます。これを行うには、efgh ロールは次の信頼ポリシーを持っている必要があります。

アカウント 222222222222 efgh ロールの信頼ポリシー

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "efghTrustPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/abcd"} 
        } 
    ]
}

次にアカウント 222222222222 で AWS CLI コマンドを実行するには、CLI 設定ファイルを更新する必要
があります。AWS CLI 設定ファイルで、efgh ロールを「プロファイル」として、abcd EC2 インスタン
スプロファイルロールを「認証情報ソース」として識別します。次に、元の abcd ロールではなく、efgh
ロールのアクセス許可で CLI コマンドが実行されます。

Note

セキュリティ上の目的で、AWS CloudTrail を使用して、アカウントのロールの使用を監査する
ことができます。CloudTrail ログで異なるプリンシパルのロールが使用されている場合にロール
セッションを区別するには、ロールセッション名を使用できます。このトピックで説明している
ように、AWS CLI がユーザーに代わってロールを引き受けると、ロールセッション名が自動的
に AWS-CLI-session-nnnnnnnn の形式で作成されます。ここでは nnnnnnnn は Unix エポッ
ク時刻 (1970 年 1 月 1 日午前 0 時 UTC からの秒数) 形式の時刻を表す整数です。詳細について
は、AWS CloudTrail ユーザーガイド の「CloudTrail イベントリファレンス」を参照してくださ
い。

EC2 インスタンスプロファイルのロールをクロスアカウントのロール (AWS CLI) に切り替えるこ
とができるようにするには

1. デフォルトの CLI プロファイルを設定する必要はありません。代わりに、EC2 インスタンスプロファ
イルのメタデータから認証情報を読み込むことができます。ロールの新しいプロファイルを .aws/
config ファイルに作成します。次の例では、222222222222 アカウントのロール efgh に切り
替える instancecrossaccount プロファイルを作成します。このプロファイルが呼び出される
と、AWS CLI は EC2 インスタンスプロファイルのメタデータの認証情報を使用してロールの認証情
報をリクエストします。そのため、EC2 インスタンスプロファイルのロールには、role_arn で指定
されたロールに対する sts:AssumeRole アクセス許可が必要です。

[profile instancecrossaccount]
role_arn = arn:aws:iam::222222222222:role/efgh
credential_source = Ec2InstanceMetadata

2. 新しいプロファイルを作成した後、パラメータ --profile instancecrossaccount を指定する 
すべての AWS CLI コマンドは、アカウント 222222222222 の efgh ロールにアタッチされたアクセ
ス許可で実行されます。

aws s3 ls my-bucket-2 --profile instancecrossaccount
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このコマンドは、efgh ロールに割り当てられたアクセス許可で現在の AWS アカウント のユーザー
を一覧表示できる場合に実行されます。

3. アカウント 111111111111 の元の EC2 インスタンスプロファイルのアクセス許可に戻るには、--
profile パラメータなしで CLI コマンドを実行します。

詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「ロールを引き受ける」を参照してく
ださい。

IAM ロールへの切り替え (Tools for Windows PowerShell)
ロールは、必要な AWS リソースへのアクセスに使用できる一連のアクセス許可を指定します。その点で
は、AWS Identity and Access Management（IAM）のユーザーに似ています。ユーザーとしてサインイ
ンすると、特定の一連のアクセス許可が付与されます。ただし、ロールにはサインインされませんが、
一度サインインするとロールを切り替えることもできます。こうすると、元のユーザーアクセス権限が
一時的に無効になり、そのロールに割り当てられたアクセス権限が代わりに付与されます。ロールは、自
身のアカウントのロールでも、他の AWS アカウント のロールでもかまいません。ロールとその利点、
およびロールを作成して設定する方法については、「IAM ロール (p. 183)」および「IAM ロールの作
成 (p. 253)」を参照してください。

Important

IAM ユーザーと切り替え後のロールのアクセス許可は、累積されません。同時に有効になるアク
セス権限のセットは 1 つのみです。ロールを切り替えると、ユーザーアクセス権限が一時的に無
効になり、切り替え後のロールに割り当てられたアクセス権限が有効になります。そのロールを
終了すると、ユーザーアクセス権限が自動的に復元されます。

このセクションでは、AWS Tools for Windows PowerShell のコマンドラインで作業するときにロールを切
り替える方法について説明します。

開発環境にアカウントがあり、場合によって、本稼働環境で Tools for Windows PowerShell のコマンドラ
インで作業する必要があるとします。1 つのアクセスキー認証情報のセットがすでに使用可能です。この
セットは、標準の IAM ユーザーに割り当てられたアクセスキーペアです。または、フェデレーティッド
ユーザーとしてサインインしている場合は、最初に割り当てられたロールのアクセスキーペアです。これ
らの認証情報を使用して、パラメータとして新しいロールの ARN を渡す Use-STSRole コマンドレット
を実行します。このコマンドは、リクエストされたロールの一時的なセキュリティ証明書を返します。そ
れらの認証情報は、以降の PowerShell コマンドで、本稼働環境のリソースにアクセスするためのロールの
アクセス権限と共に使用します。ロールの使用中に、開発アカウントのユーザーアクセス許可を使用する
ことはできません。同時に有効になるアクセス許可のセットは 1 つに限られるためです。

Note

セキュリティ上の理由から、管理者は AWS CloudTrail ログを確認 (p. 405)して、AWS で
アクションを実行したユーザーを調べることができます。管理者は、ロールを引き受けると
きに、ソース ID またはロールセッション名の指定を要求する場合があります。詳細について
は、sts:SourceIdentity (p. 1295) および sts:RoleSessionName (p. 1294) を参照してく
ださい。

すべてのアクセスキーとトークンは例にすぎず、実際にはそのように使用できないことに注意してくださ
い。ライブ環境の適切な値に置き換えてください。

ロールに切り替えるには (Tools for Windows PowerShell)

1. PowerShell コマンドプロンプトを開き、現在の IAM ユーザーまたはフェデレーションロールのアク
セスキーを使用するように、デフォルトのプロファイルを設定します。Tools for Windows PowerShell 
を以前に使用した場合、この設定はすでに完了している可能性があります。AWS アカウントのルート
ユーザー ではなく、IAM ユーザーとしてサインインしている場合にのみ、ロールを切り替えることが
できます。
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PS C:\> Set-AWSCredentials -AccessKey AKIAIOSFODNN7EXAMPLE -SecretKey wJalrXUtnFEMI/
K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY -StoreAs MyMainUserProfile
PS C:\> Initialize-AWSDefaults -ProfileName MyMainUserProfile -Region us-east-2

詳細については、AWS ユーザーガイドの「AWS Tools for Windows PowerShell 認証情報の指定」を
参照してください。

2. 新しいロールの認証情報を取得するには、以下のコマンドを実行して 123456789012 アカウント
の RoleName ロールに切り替えます。ロール ARN は、ロールを作成したアカウント管理者から
入手します。コマンドには、セッション名も指定する必要があります。その名前には任意のテキス
トを選択できます。以下のコマンドは、認証情報をリクエストした後、返されたオブジェクトから
Credentials プロパティオブジェクトを取得して、$Creds 変数に格納します。

PS C:\> $Creds = (Use-STSRole -RoleArn "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName" -
RoleSessionName "MyRoleSessionName").Credentials

$Creds オブジェクトにはこの時点で、以降の手順に必要な
AccessKeyId、SecretAccessKey、SessionToken 要素が格納されています。以下のサンプルコ
マンドに示しているのは、一般的な値です。

PS C:\> $Creds.AccessKeyId
AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

PS C:\> $Creds.SecretAccessKey
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY

PS C:\> $Creds.SessionToken
AQoDYXdzEGcaEXAMPLE2gsYULo+Im5ZEXAMPLEeYjs1M2FUIgIJx9tQqNMBEXAMPLECvSRyh0FW7jEXAMPLEW
+vE/7s1HRp
XviG7b+qYf4nD00EXAMPLEmj4wxS04L/uZEXAMPLECihzFB5lTYLto9dyBgSDyEXAMPLE9/
g7QRUhZp4bqbEXAMPLENwGPy
Oj59pFA4lNKCIkVgkREXAMPLEjlzxQ7y52gekeVEXAMPLEDiB9ST3UuysgsKdEXAMPLE1TVastU1A0SKFEXAMPLEiywCC/
C
s8EXAMPLEpZgOs+6hz4AP4KEXAMPLERbASP+4eZScEXAMPLEsnf87eNhyDHq6ikBQ==

PS C:\> $Creds.Expiration
Thursday, June 18, 2018 2:28:31 PM

3. 以降のコマンドでこれらの認証情報を使用するには、-Credential パラメータに指定します。たと
えば、以下のコマンドでロールの認証情報を使用すると、そのロールに iam:ListRoles アクセス許
可が付与されている場合にのみ、Get-IAMRoles コマンドレットを実行できます。

        PS C:\> get-iamroles -Credential $Creds
      

4. 元の認証情報に戻すには、-Credentials $Creds パラメータの使用を止めるだけで
す。PowerShell ではデフォルトのプロファイルに保存された認証情報が再び使用されるようになりま
す。

IAM ロール (AWS API) の切り替え
ロールは、AWS リソースへのアクセスに使用できる一連のアクセス許可を指定します。その点では、IAM 
ユーザーに似ています。ロールを引き受けることで、必要なタスクを実行したり、AWS リソースを操
作したりするアクセス許可がプリンシパル (ユーザーまたはアプリケーション) に付与されます。ロール
は、自身のアカウントのロールでも、他の AWS アカウント のロールでもかまいません。ロールとその利
点、およびロールを作成して設定する方法については、「IAM ロール (p. 183)」および「IAM ロールの
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作成 (p. 253)」を参照してください。ロールを引き受ける別の方法については、「IAM ロールを使用す
る (p. 278)」を参照してください。

Important

IAM ユーザーのアクセス許可および引き受けるロールは、累積されません。同時に有効になるア
クセス権限のセットは 1 つのみです。ロールを引き受けると、以前のユーザーまたはロールのア
クセス許可が一時的に無効になり、切り替え後のロールに割り当てられたアクセス許可が有効に
なります。そのロールを終了すると、自動的に元のアクセス許可が復元されます。

ロールを引き受けるため、アプリケーションは AWS STS AssumeRole API オペレーションを呼び出し
て、使用するロールの ARN を渡します。このオペレーションでは、一時的な認証情報で新しいセッショ
ンを作成します。このセッションのアクセス許可は、そのロールのアイデンティティベースのポリシーと
同じです。

AssumeRole を呼び出すと、必要に応じてインラインまたは管理セッションポリシー (p. 419)を渡すこ
とができます。セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時認証情報セッ
ションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。Policy パラメータを使
用して単一の JSON インラインセッションポリシードキュメントを渡すことができます。PolicyArns
パラメータを使用して、最大 10 個の管理セッションポリシーを指定できます。結果として得られるセッ
ションのアクセス許可は、エンティティの ID ベースのポリシーとセッションポリシーの共通部分です。
セッションポリシーは、ロールの一時的な認証情報を他のユーザーに提供する必要があるときに役立ちま
す。他のユーザーは、ロールの一時的な認証情報を以降の AWS API コールで使用し、ロールを所有する
アカウント内のリソースにアクセスできます。セッションポリシーを使用して、ID ベースのポリシーで許
可されているよりも多くのアクセス許可を付与することはできません。AWS でロールの有効なアクセス許
可を決定する方法の詳細については、「ポリシーの評価論理 (p. 1220)」を参照してください。

IAM ユーザーまたはすでにロールを使用している外部で認証されたユーザー (p. 199) (SAML (p. 206)
または OIDC (p. 200)) としてサインインすると、AssumeRole を呼び出すことができます。ロールを使
用して 2 つ目のロールを引き受ける、ロールの連鎖 (p. 185)を使用することもできます。AWS アカウン
トのルートユーザー としてサインインしているときに、ロールを引き受けることはできません。

デフォルトでは、ロールセッションは 1 時間です。AWS STS AssumeRole* API オペレーションを使用
してこのロールを引き受ける場合は、DurationSeconds パラメータの値を指定できます。この値は 900 
秒 (15 分) からロールの最大セッション期間設定までの範囲を指定できます。ロールの最大値を確認する方
法については、「ロールの最大セッション期間設定の表示 (p. 280)」を参照してください。

ロールの連鎖を使用すると、セッションは最長である 1 時間に制限されます。この場合
DurationSeconds パラメータを使用して 1 時間より大きい値を指定すると、オペレーションは失敗しま
す。

Note

セキュリティ上の理由から、管理者は AWS CloudTrail ログを確認 (p. 405)して、AWS で
アクションを実行したユーザーを調べることができます。管理者は、ロールを引き受けると
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きに、ソース ID またはロールセッション名の指定を要求する場合があります。詳細について
は、sts:SourceIdentity (p. 1295) および sts:RoleSessionName (p. 1294) を参照してく
ださい。

AWS への Boto3 インターフェイス (AWS SDK for Python (Boto) V3) を使用する以下の Python の例で
は、AssumeRole を呼び出す方法を示しています。AssumeRole によって返される一時的セキュリティ認
証情報を使用して、ロールを所有するアカウントのすべての Amazon S3 バケットを一覧表示する方法も
示しています。

import boto3

# The calls to AWS STS AssumeRole must be signed with the access key ID
# and secret access key of an existing IAM user or by using existing temporary  
# credentials such as those from another role. (You cannot call AssumeRole  
# with the access key for the root account.) The credentials can be in  
# environment variables or in a configuration file and will be discovered  
# automatically by the boto3.client() function. For more information, see the  
# Python SDK documentation:  
# http://boto3.readthedocs.io/en/latest/reference/services/sts.html#client

# create an STS client object that represents a live connection to the  
# STS service
sts_client = boto3.client('sts')

# Call the assume_role method of the STSConnection object and pass the role
# ARN and a role session name.
assumed_role_object=sts_client.assume_role( 
    RoleArn="arn:aws:iam::account-of-role-to-assume:role/name-of-role", 
    RoleSessionName="AssumeRoleSession1"
)

# From the response that contains the assumed role, get the temporary  
# credentials that can be used to make subsequent API calls
credentials=assumed_role_object['Credentials']

# Use the temporary credentials that AssumeRole returns to make a  
# connection to Amazon S3   
s3_resource=boto3.resource( 
    's3', 
    aws_access_key_id=credentials['AccessKeyId'], 
    aws_secret_access_key=credentials['SecretAccessKey'], 
    aws_session_token=credentials['SessionToken'],
)

# Use the Amazon S3 resource object that is now configured with the  
# credentials to access your S3 buckets.  
for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
    print(bucket.name)

Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用してアクセス許可を付与する
Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションはその AWS API リクエストに AWS 認証情報
を含める必要があります。デベロッパーは Amazon EC2 インスタンス内に直接 AWS 認証情報を保存し、
そのインスタンス内のアプリケーションに対してそれらの認証情報の使用を許可できます。しかし、デベ
ロッパーは認証情報を管理し、ローテーション時になると各 Amazon EC2 インスタンスに渡して、各イン
スタンスを更新する必要があります。これは、かなりの追加作業です。

代わりに、IAM ロールを使用すると、Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに対し
て一時的な認証情報を管理するだけで済みます。ロールを使用する場合、長期認証情報 (サインイン認証
情報、アクセスキーなど) を Amazon EC2 インスタンスに配布する必要はありません。代わりに、ロール
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は、アプリケーションが他の AWS リソースへの呼び出しを行うときに使用できる一時的なアクセス権限
を提供します。Amazon EC2 インスタンスを起動するときに、そのインスタンスに関連付ける IAM ロール
を指定します。そのインスタンスで実行されるアプリケーションは、そのロールから提供される一時的な
認証情報を使用して API リクエストに署名できます。

ロールを使用して、Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに許可を付与するには、い
くつかの追加設定が必要です。Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションは、仮想化され
たオペレーティングシステムによって AWS から抽象化されます。この追加の分離のため、AWS ロールと
その関連付けられた許可を Amazon EC2 インスタンスに割り当て、アプリケーションに対してそれらの使
用を許可するための追加の手順が必要になります。この別手順は、インスタンスにアタッチされるインス
タンスプロファイルの作成です。インスタンスプロファイルは、ロールを含んでおり、インスタンスで実
行されるアプリケーションにロールの一時的な認証情報を提供できます。それらの一時的な認証情報は、
アプリケーションの API コールで、リソースへのアクセスを許可するために、または、ロールで指定され
たリソースのみにアクセスを制限するために使用できます。同時に Amazon EC2 インスタンスに割り当て
ることができるのは 1 つのロールだけです。インスタンスのすべてのアプリケーションは、同じロールと
許可を共有します。

この方法によるロールの使用には、いくつかの利点があります。ロールの認証情報は一時的なもので、自
動的に更新されるため、開発者は認証情報を管理する必要がなく、長期のセキュリティリスクを心配する
必要もありません。また、複数のインスタンスに 1 つのロールを使用する場合、その 1 つのロールに変更
を加えるとその変更がすべてのインスタンスに自動的に反映されます。

Note

ロールは通常、起動時に Amazon EC2 インスタンスに割り当てられますが、現在実行中の 
Amazon EC2 インスタンスにロールをアタッチすることもできます。実行中のインスタンスに
ロールをアタッチする方法については、「Amazon EC2 の IAM ロール」を参照してください。

トピック
• Amazon EC2 インスタンスのロールの仕組み (p. 298)
• Amazon EC2 でのロールの使用に必要なアクセス許可 (p. 300)
• 使用を開始するには (p. 304)
• 関連情報 (p. 304)
• インスタンスプロファイルの使用 (p. 304)

Amazon EC2 インスタンスのロールの仕組み

以下の図では、デベロッパーは Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションを実行しており、そのア
プリケーションは photos という名前の S3 バケットにアクセスする必要があります。管理者は、Get-
pics サービスロールを作成し、Amazon EC2 インスタンスにロールをアタッチします。ロールには、指
定された S3 バケットへの読み取り専用アクセスを付与するアクセス許可ポリシーが含まれています。ま
た、Amazon EC2 インスタンスがロールを引き受けて一時的な認証情報を取得することを許可する信頼ポ
リシーも含まれています。アプリケーションはインスタンスで実行されると、ロールの一時的な認証情報
を使用して写真バケットにアクセスできます。管理者はデベロッパーに写真バケットにアクセスする権限
を与える必要はなく、デベロッパーが認証情報を共有または管理する必要はありません。
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1. 管理者は、Get-pics ロールの作成に IAM を使用します。ロールの信頼ポリシーでは、Amazon EC2 
インスタンスのみがロールを引き受けることができることを指定します。ロールのアクセス許可ポリ
シーでは、photos バケットに対する読み取り専用アクセス許可を指定します。

2. デベロッパーは Amazon EC2 インスタンスを起動し、Get-pics ロールをそのインスタンスに割り当
てます。

Note

IAM コンソールを使用する場合、インスタンスプロファイルは自動的に管理され、ほとんど透
過的です。ただし、AWS CLI または API を使用してロールと Amazon EC2 インスタンスを作
成および管理する場合、インスタンスプロファイルを作成し、別の手順でそのプロファイルに
ロールを割り当てる必要があります。次に、インスタンスを起動するときに、ロール名ではな
くインスタンスのプロファイル名を指定する必要があります。

3. 「インスタンスメタデータからのセキュリティ認証情報の取得」で説明されているように、アプリケー
ションは実行時に Amazon EC2 インスタンスメタデータからセキュリティ認証情報を取得します。こ
れらは、ロールを表す一時的セキュリティ認証情報 (p. 355)で、制限された期間の間有効です

一部の AWS SDK では、デベロッパーは、一時的なセキュリティ認証情報を透過的に管理するプロバイ
ダーを使用できます (認証情報を管理するためにその SDK によってサポートされている機能について
は、各 AWS SDK のドキュメントを参照してください。)

あるいは、アプリケーションは Amazon EC2 インスタンスのインスタンスメタデータから一時的な認
証情報を直接取得することもできます。認証情報とその関連する値はメタデータの iam/security-
credentials/role-name カテゴリ (この場合は iam/security-credentials/Get-pics) から
入手できます。アプリケーションがインスタンスメタデータから認証情報を取得する場合、アプリケー
ションは認証情報をキャッシュすることができます。

4. 取得された一時的な認証情報を使用して、アプリケーションは写真バケットにアクセスします。Get-
pics ロールにアタッチされたポリシーのために、アプリケーションには読み取り専用のアクセス許可
があります。

インスタンスで使用可能な一時的な認証情報は、失効前に自動的に更新されるため、有効な認証情報
のセットを常に使用できます。アプリケーションは、現在の認証情報セットが失効する前に、インス
タンスメタデータから新しい認証情報セットを取得するだけで済みます。AWS SDK を使用して認証
情報を管理できるため、認証情報を更新するための追加のロジックをアプリケーションに含める必要
がありません。たとえば、インスタンスプロファイル認証情報プロバイダーを使用してクライアント
をインスタンス化します。ただし、アプリケーションがインスタンスメタデータから一時的な認証情
報を取得してキャッシュしている場合、1 時間おき、または少なくとも現在のセットが失効する 15 
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分前までに、更新された認証情報セットを取得する必要があります。失効時刻は、iam/security-
credentials/role-name カテゴリに返された情報に含まれます。

Amazon EC2 でのロールの使用に必要なアクセス許可

ロールを割り当てたインスタンスを起動するために、デベロッパーには Amazon EC2 インスタンスを起動
する許可と IAM ロールを割り当てる許可が必要です。

以下のポリシーサンプルは、ロールを使用してインスタンスを起動させるために、ユーザーに AWS 
Management Console を使用することを許可します。ポリシーにアスタリスク (*) を含めること
で、任意のロールの割り当てとリストにある Amazon EC2 アクションの実行をユーザーに許可しま
す。ListInstanceProfiles アクションでは、AWS アカウント で使用できるすべてのロールの表示を
ユーザーに許可します。

Example 任意のロールが割り当てられたインスタンスを Amazon EC2 コンソールで起動するアク
セス許可をユーザーに付与するポリシーの例

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "IamPassRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListEc2AndListInstanceProfiles", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListInstanceProfiles", 
                "ec2:Describe*", 
                "ec2:Search*", 
                "ec2:Get*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon EC2 インスタンスに割り当て可能なロールを制限する (PassRole を使用)

PassRole 許可を使用すると、インスタンスの起動時にユーザーが Amazon EC2 インスタンスに割り当
てることのできるロールを制限できます。これにより、ユーザーに付与されているアクセス許可よりも多
くのアクセス許可を持つアプリケーションをユーザーが実行することを回避できます。つまり、ユーザー
は、昇格されたアクセス許可を取得することができなくなります。例えば、ユーザー Alice には、Amazon 
EC2 インスタンスを起動し Amazon S3 バケットを操作する許可のみがあるが、このユーザーが Amazon 
EC2 インスタンスに割り当てるロールには、IAM と Amazon DynamoDB を操作する許可があるとしま
す。その場合、Alice はインスタンスを起動してログインし、一時的セキュリティ認証情報を取得して、彼
女にはアクセス許可がない IAM または DynamoDB アクションを実行できます。

ユーザーが Amazon EC2 インスタンスに割り当てることのできるロールを制限するには、PassRole アク
ションを許可するポリシーを作成します。その後、Amazon EC2 インスタンスを起動するユーザー (また
はそのユーザーが属する IAM グループ) にそのポリシーをアタッチします。ポリシーの Resource の要素
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に、ユーザーが Amazon EC2 インスタンスに渡すことを許可するロールを記載します。ユーザーがインス
タンスを起動し、そのインスタンスにロールを割り当てるとき、Amazon EC2 は、ユーザーがそのロール
の割り当てを許可されているかどうかを確認します。もちろん、ユーザーが割り当てることのできるロー
ルに想定外のアクセス権限が含まれていないことを確認する必要があります。

Note

PassRole は、RunInstances や ListInstanceProfiles とは異なり、API アクションでは
ありません。それは API にロールの ARN がパラメータとして渡されるときに、必ず AWS が確
認を行う許可です (またはユーザーの代わりにコンソールがこれを行います)。これにより管理者
は、渡すことができるロールと、そのロールを渡すことができるユーザーを制御するのに役立ち
ます。この場合では、ユーザーが特定のロールを Amazon EC2 インスタンスにアタッチできるよ
うにします。

Example 特定のロールが割り当てられた Amazon EC2 インスタンスを起動する許可をユーザーに
付与するポリシーの例

以下のポリシーサンプルは、ロールを使用してインスタンスを起動するために、ユーザーに Amazon EC2 
API の使用を許可します。Resource 要素は、ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。ポ
リシーで ARN を指定することで、Get-pics ロールのみを割り当てるアクセス許可をユーザーに付与し
ます。インスタンスの起動時にユーザーが異なるロールを指定した場合、アクションは失敗します。ユー
ザーには、ロールを渡したかどうかにかかわらず、すべてのインスタンスを実行する権限があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "ec2:RunInstances", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:PassRole", 
      "Resource": "arn:aws:iam::account-id:role/Get-pics" 
    } 
  ]
}

インスタンスプロファイルロールが他のアカウントのロールへの切り替えることを許可する

Amazon EC2 インスタンスで実行されているアプリケーションが別のアカウントでコマンドを実行するこ
とを許可できます。これを行うには、最初のアカウントの Amazon EC2 インスタンスロールを 2 番目のア
カウントのロールに切り替えることを許可する必要があります。

2 つの AWS アカウント を使用していて Amazon EC2 インスタンスで実行されているアプリケーションが
両方のアカウントで AWS CLI コマンドを実行できるようにするとします。アカウント 111111111111 に 
Amazon EC2 インスタンスが存在すると仮定します。このインスタンスには、同じ abcd アカウント内の
my-bucket-1 バケットで読み取り専用の 111111111111 タスクをアプリケーションが実行する Amazon 
S3 インスタンスプロファイルのロールが含まれています。ただし、アプリケーションは、アカウント my-
bucket-2 の efgh Amazon S3 バケットにアクセスするために 222222222222 クロスアカウントロール
を引き受けることも許可されている必要があります。
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アプリケーションが my-bucket-1 Amazon S3 バケットにアクセスできるようにするには、abcd
Amazon EC2 インスタンスプロファイルロールは次のアクセス許可ポリシーを持っている必要がありま
す。

アカウント 111111111111 abcd ロールのアクセス許可ポリシー

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAccountLevelS3Actions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:ListAccessPoints", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-bucket-1/*", 
                "arn:aws:s3:::my-bucket-1" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowIPToAssumeCrossAccountRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/efgh" 
        } 
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    ]
}

この abcd ロールは、ロールを引き受ける上で Amazon EC2 サービスを信頼する必要があります。これを
行うには、abcd ロールは次の信頼ポリシーを持っている必要があります。

アカウント 111111111111 abcdロールの信頼ポリシー

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "abcdTrustPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Principal": {"Service": "ec2.amazonaws.com"} 
        } 
    ]
}

efgh クロスアカウントのロールが、同じ my-bucket-2 アカウント内の222222222222 バケットで読み
取り専用 Amazon S3 タスクを許可すると仮定します。これを行うには、efgh クロスアカウントのロール
は、以下のアクセス許可ポリシーを持っている必要があります。

アカウント 222222222222 efghロールのアクセス許可ポリシー

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAccountLevelS3Actions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:ListAccessPoints", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowListAndReadS3ActionOnMyBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::my-bucket-2/*", 
                "arn:aws:s3:::my-bucket-2" 
            ] 
        } 
    ]
}

efgh ロールは abcd インスタンスプロファイルのロールがそれを引き受けることを信頼する必要があり
ます。これを行うには、efgh ロールは次の信頼ポリシーを持っている必要があります。

アカウント 222222222222 efgh ロールの信頼ポリシー

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "efghTrustPolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/abcd"} 
        } 
    ]
}

使用を開始するには

Amazon EC2 インスタンスでロールがどのように機能するかを理解するには、IAM コンソールでロールを
作成し、そのロールが割り当てられた Amazon EC2 インスタンスを起動して、実行中のインスタンスを調
べる必要があります。インスタンスのメタデータを調べて、ロールの一時的な認証情報がインスタンスで
どのようにして使用可能になったかを確認できます。また、インスタンスで実行されるアプリケーション
がそのロールをどのように使用できるかも確認できます。詳細については、以下のリソースを参照してく
ださい。

•
• SDK ウォークスルー。AWS SDK ドキュメント内のこれらのチュートリアルでは、Amazon EC2 インス

タンスで実行されるアプリケーションがロールの一時的な認証情報を使用して Amazon S3 バケットを
読み取る手順について説明しています。以下の各ウォークスルーでは、別のプログラミング言語での同
様の手順について説明しています。
• AWS SDK for Java デベロッパーガイドのJava 用 SDK を使用した Amazon EC2 の IAM ロールの設定
• 「AWS SDK for .NET デベロッパーガイド」の「Launch an Amazon EC2 Instance using the SDK 

for .NET」(SDK for .NET を使用した Amazon EC2 インスタンスの起動)
• AWS SDK for Ruby デベロッパーガイドのRuby 用の SDK for Ruby を使用した Amazon EC2 インス

タンスの作成

関連情報

ロールの作成または Amazon EC2 インスタンスのロールに関する詳細については、次の情報を参照してく
ださい。

• IAM ロールを Amazon EC2 インスタンスでの IAM ロールの使用の詳細については、Linux インスタンス
用 Amazon EC2 ユーザーガイドを参照してください。

• ロールの作成については、「IAM ロールの作成 (p. 253)」を参照してください。
• 一時的なセキュリティ認証情報の使用方法の詳細については、「IAM の一時的な認証情報 (p. 355)」を

参照してください。
• IAM API または CLI で作業する場合、IAM インスタンスプロファイルを作成および管理する必要があり

ます。インスタンスプロファイルの詳細については、「インスタンスプロファイルの使用 (p. 304)」を
参照してください。

• インスタンスメタデータにあるロールの一時的なセキュリティ認証情報に関する詳細については、Linux 
インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「インスタンスメタデータからのセキュリティ認証情報
の取得」を参照してください。

インスタンスプロファイルの使用

インスタンスプロファイルを使用して、IAM ロールを EC2 インスタンスに渡します。詳細について
は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「Amazon EC2 の IAM ロール」を参照してくだ
さい。
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インスタンスプロファイルの管理 (コンソール)

AWS Management Console を使用して Amazon EC2 のロールを作成する場合、コンソールはインスタン
スプロファイルを自動的に作成し、そのインスタンスプロファイルにロールと同じ名前を付けます。IAM 
ロールを使用してインスタンスを起動するのに Amazon EC2 コンソールを使用する場合、インスタンスに
関連付けるロールを選択できます。コンソールに表示されるリストは実際にはインスタンスプロファイル
名のリストです。コンソールでは、Amazon EC2 に関連付けられていないロールのインスタンスプロファ
イルは作成されません。

ロールとインスタンスプロファイルの名前が同じである場合は、AWS Management Console を使用して 
Amazon EC2 の IAM ロールとインスタンスプロファイルを削除できます。インスタンスプロファイルの削
除の詳細については、「ロールまたはインスタンスプロファイルの削除 (p. 320)」を参照してください。

インスタンスプロファイルの管理 (AWS CLI または AWS API)

AWS CLI または AWS API からロールを管理する場合、ロールとインスタンスプロファイルを別個のア
クションとして作成します。ロールとインスタンスプロファイルには異なる名前を使用できるため、イン
スタンスプロファイルの名前とこれらのプロファイルに含まれるロールの名前を知っている必要がありま
す。これにより、EC2 インスタンスを起動するときに適切なインスタンスプロファイルを選択できます。

IAM リソース (インスタンスプロファイルを含む) にタグをアタッチして、それらへのアクセスを特定、整
理、制御することができます。インスタンスプロファイルにタグを付けることができるのは、AWS CLI ま
たは AWS API を使用する場合のみです。

Note

インスタンスプロファイルに含めることができる IAM ロールは 1 つのみです。ただし、1 つの
ロールを複数のインスタンスプロファイルに含めることはできます。このインスタンスプロファ
イルあたり 1 ロールの制限は、緩和できません。既存のロールを削除してから、別のロールをイ
ンスタンスプロファイルに追加することはできます。その後、AWS 全体で変更が反映されるのを
待つ必要があります。これは結果整合性のためです。変更を強制的に実行するには、インスタン
スプロファイルの関連付けを解除してから、インスタンスプロファイルを関連付けるか、インス
タンスを停止してから再起動します。

インスタンスプロファイルの管理 (AWS CLI)

AWS アカウントでインスタンスプロファイルを使用するには、以下の AWS CLI コマンドを使用できま
す。

• インスタンスプロファイルを作成する: aws iam create-instance-profile
• インスタンスプロファイルにタグを付ける: aws iam tag-instance-profile
• インスタンスプロファイルのタグを一覧表示する: aws iam list-instance-profile-tags
• インスタンスプロファイルのタグを解除する: aws iam untag-instance-profile
• ロールをインスタンスプロファイルに追加する: aws iam add-role-to-instance-profile
• インスタンスプロファイルのリストを取得する: aws iam list-instance-profiles、aws iam 
list-instance-profiles-for-role

• インスタンスプロファイルの情報を取得する: aws iam get-instance-profile
• ロールをインスタンスプロファイルから削除する: aws iam remove-role-from-instance-
profile

• インスタンスプロファイルを削除する: aws iam delete-instance-profile

次のコマンドを使用して、既に実行中の EC2 インスタンスにロールをアタッチすることもできます。詳細
については、「Amazon EC2 の IAM ロール」を参照してください。

• ロールが含まれたインスタンスプロファイルを停止中または実行中の EC2 インスタンスにアタッチす
る: aws ec2 associate-iam-instance-profile
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• EC2 インスタンスにアタッチされたインスタンスプロファイルに関する情報を取得する: aws ec2 
describe-iam-instance-profile-associations

• ロールが含まれたインスタンスプロファイルを停止中または実行中の EC2 インスタンスからデタッチす
る: aws ec2 disassociate-iam-instance-profile

インスタンスプロファイルの管理 (AWS API)

以下の AWS API オペレーションを呼び出して AWS アカウント のインスタンスプロファイルを使用でき
ます。

• インスタンスプロファイルを作成する: CreateInstanceProfile
• インスタンスプロファイルにタグを付ける: TagInstanceProfile
• インスタンスプロファイルのタグを一覧表示する: ListInstanceProfileTags
• インスタンスプロファイルのタグを解除する: UntagInstanceProfile
• ロールをインスタンスプロファイルに追加する: AddRoleToInstanceProfile
• インスタンスプロファイルのリストを取得する:
ListInstanceProfiles、ListInstanceProfilesForRole

• インスタンスプロファイルの情報を取得する: GetInstanceProfile
• ロールをインスタンスプロファイルから削除する: RemoveRoleFromInstanceProfile
• インスタンスプロファイルを削除する: DeleteInstanceProfile

以下のオペレーションを呼び出して、既に実行中の EC2 インスタンスにロールをアタッチすることもでき
ます。詳細については、「Amazon EC2 の IAM ロール」を参照してください。

• ロールが含まれたインスタンスプロファイルを停止中または実行中の EC2 インスタンスにアタッチす
る: AssociateIamInstanceProfile

• EC2 インスタンスにアタッチされたインスタンスプロファイルに関する情報を取得する:
DescribeIamInstanceProfileAssociations

• ロールが含まれたインスタンスプロファイルを停止中または実行中の EC2 インスタンスからデタッチす
る: DisassociateIamInstanceProfile

IAM ロールの一時的なセキュリティ認証情報の取り消し
Warning

このページの手順に従うと、ロールを引き受けることによって作成された現在のセッションのす
べてのユーザーは、すべての AWS アクションとリソースへのアクセスを拒否されます。その結
果、保存されていない作業は失われます。

ユーザーが長いセッションの有効期間 (12 時間など) を使用して AWS Management Console にアクセスで
きるようにすると、一時的な認証情報がすぐに期限切れになることはありません。ユーザーが意図せずに
認証情報を不正なサードパーティーに公開した場合、そのパーティーはセッションの期間アクセスできま
す。ただし、必要がある場合は、特定の時点より前に発行したロールの認証情報の、すべてのアクセス許
可をすぐに取り消しできます。指定された時間より前に発行された、そのロールのすべての一時的な認証
情報が無効になります。これにより、すべてのユーザーは新しい認証情報を再認証し、リクエストしなけ
ればならなくなります。

Note

サービスにリンクされたロール (p. 185)のセッションを取り消すことはできません。

このトピックの手順を使用してロールのアクセス許可を取り消す場合、AWS は、すべてのアクションへ
のすべてのアクセス許可を拒否するロールに新しいインラインポリシーをアタッチします。このポリシー
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に含まれる条件によって制限が適用されるのは、アクセス許可が取り消される前にユーザーがロールを引
き受けた場合のみです。アクセス許可が取り消された後にユーザーがロールを引き受けた場合、拒否ポリ
シーはそのユーザーに適用されません。

Important

この拒否ポリシーは、期間が長いコンソールセッションを使用するユーザーにだけでなく、指定
されたロールのすべてのユーザーに適用されます。

ロールからセッションアクセス許可を取り消すための最小限のアクセス許可

ロールから正常にセッションアクセス許可を取り消すには、ロールの PutRolePolicy アクセス許可が必
要です。これにより、AWSRevokeOlderSessions インラインポリシーをロールにアタッチできます。

セッションアクセス許可のキャンセル

ロールからセッションアクセス許可を取り消すことができます。

ロール認証情報のすべての現在のユーザーの、すべてのアクセス許可をすぐに拒否するには

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

2. [ ダッシュボード] のナビゲーションペインで、[ロール] に続いて、アクセス許可を取り消すロールの
名前 (チェックボックスではありません) を選択します。

3. 選択したロールの [Summary (概要)] ページで、[セッションの無効化] タブを選択します。
4. [セッションの無効化] タブで、[アクティブなセッションの無効化] を選択します。
5. AWS によってアクションを確認するよう求められます。[I acknowledge that I am revoking all active 

sessions for this role] (このロールのアクティブなセッションをすべて無効にすることに同意します) の
チェックボックスをオンにして、ダイアログボックスの [Revoke active sessions] (アクティブなセッ
ションの無効化) を選択します。

IAM が、ロールに AWSRevokeOlderSessions という名前のポリシーをすぐにアタッチします。こ
のポリシーでは、[Revoke active sessions] (アクティブなセッションの無効化) を選択する前にロール
を引き受けたユーザーへのすべてのアクセスを拒否します。[Revoke active sessions] (アクティブな
セッションの無効化) を選択する後にロールを引き受けたユーザーは影響を受けません。

ユーザーやリソースの新しいポリシーを適用すると、ポリシーの更新が有効になるまでに数分かかる
場合があります。変更がすぐに表示されるとは限らない理由については、「行った変更がすぐに表示
されないことがある (p. 1085)」をご参照ください。

Note

ポリシーの削除について覚えておく必要はありません。セッションの無効化後にロールを引き受
けたユーザーは、ポリシーによる影響を受けません。後で再度 [Revoke Sessions] (セッションの
無効化) を選択すると、ポリシーの日や時間のスタンプが更新され、新しく指定した時間より前に
ロールを引き受けたユーザーのアクセス権がすべて再度拒否されます。

この方法でセッションが取り消された有効なユーザーは、作業を続行するには新しいセッション用の一時
的な認証情報を取得する必要があります。この AWS CLI は、期限切れになるまで認証情報をキャッシュ
します。有効でなくなった、キャッシュされている認証情報の削除と更新を CLI に強制するには、次のい
ずれかのコマンドを実行します。

Linux、macOS、または Unix

$ rm -r ~/.aws/cli/cache
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Windows

C:\> del /s /q %UserProfile%\.aws\cli\cache

詳細については、「一時的なセキュリティ認証情報のアクセス権限を無効にする (p. 388)」を参照してく
ださい。

IAM ロールの管理
作成したロールを変更、または削除しなければならない場合があります。ロールを変更するには、以下の
いずれかを実行します。

• そのロールに関連するすべてのポリシーを変更する
• ロールにアクセスできるユーザーを変更する
• そのロールがユーザーに付与するアクセス許可を編集する
• AWS Management Console、AWS CLI、または API を使用して引き受けたロールの最大セッション期間

設定を変更する

また、不要になったロールを削除することもできます。ロールは AWS Management Console、AWS 
CLI、および API から管理できます。

トピック
• ロールの修正 (p. 308)
• ロールまたはインスタンスプロファイルの削除 (p. 320)

ロールの修正
AWS Management Console、AWS CLI、または IAM API を使用して、ロールを変更できます。

トピック
• ロールのアクセスの表示 (p. 308)
• アクセス情報に基づくポリシーの生成 (p. 308)
• ロールの修正 (コンソール) (p. 309)
• ロールの修正 (AWS CLI) (p. 312)
• ロールの変更 (AWS API) (p. 316)

ロールのアクセスの表示

ロールのアクセス許可を変更する前に、サービスレベルの最近のアクティビティを確認する必要がありま
す。これは、アクセス権を使用しているプリンシパル (ユーザーまたはアプリケーション) から削除しない
ようにするために重要です。最後にアクセスした情報を表示する方法の詳細については、「最終アクセス
情報を使用した AWS のアクセス許可の調整 (p. 551)」を参照してください。

アクセス情報に基づくポリシーの生成

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) に必要な権限を超えるアクセス許可を付与することがありま
す。付与するアクセス権限を調整するために、エンティティのアクセスアクティビティに基づく IAM ポリ
シーを生成できます。IAM Access Analyzer は AWS CloudTrail ログを確認し、指定した日付範囲内のロー
ルが使用したアクセス許可を含むポリシーテンプレートを生成します。テンプレートを使用して、きめ細
かなアクセス権限で管理ポリシーを作成し、それを IAM エンティティにアタッチできます。これにより、
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特定のユースケースでロールが AWS リソースとインタラクションするために必要なアクセス権限のみを
付与します。詳細については、「アクセスアクティビティに基づいてポリシーを生成する (p. 521)」を参
照してください。

ロールの修正 (コンソール)

AWS Management Console を使用してロールを変更できます。ロールのタグのセットを変更するには、
「IAM ロールのタグの管理 (コンソール) (p. 334)」を参照してください。

トピック
• ロールの信頼ポリシーの変更 (コンソール) (p. 309)
• ロールのアクセス許可ポリシーの変更 (コンソール) (p. 311)
• ロールの説明の変更 (コンソール) (p. 311)
• ロールの最大セッション時間の変更 (コンソール) (p. 311)
• ロールのアクセス許可の境界の変更 (コンソール) (p. 312)

ロールの信頼ポリシーの変更 (コンソール)

ロールを引き受けるユーザーを変更するには、ロールの信頼ポリシーを変更する必要があります。サービ
スにリンクされたロール (p. 185)の信頼ポリシーは変更できません。

メモ

• ユーザーがプリンシパルとしてロールの信頼ポリシーに表示されているが、そのロールを引き
受けることができない場合は、ユーザーのアクセス許可の境界 (p. 433)を確認します。アクセ
ス許可の境界がユーザーに対して設定されている場合は、sts:AssumeRole アクションを許可
する必要があります。

• ロールセッション内でユーザーが現在のロールを再び引き受けることができるようにするに
は、ロール信頼ポリシーでロール ARN または AWS アカウント ARN をプリンシパルとして指
定します。Amazon EC2、Amazon ECS、Amazon EKS、Lambda などのコンピューティング
リソースを提供する AWS のサービス は、一時的な認証情報を提供し、これらの認証情報を自
動的にローテーションします。これにより、常に有効な認証情報セットを確保できます。これ
らのサービスでは、一時的な認証情報を取得するために現在のロールを再度引き受ける必要は
ありません。ただし、セッションタグ (p. 346)またはセッションポリシー (p. 419)を渡す場
合は、現在のロールを再度引き受ける必要があります。

ロールの信頼ポリシーを変更するには（コンソール）

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

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。
3. アカウントのロールの一覧で、変更するロールの名前を選択します。
4. [Trust relationships] (信頼関係) タブを選択し、続いて [Edit trust policy] (信頼ポリシーの編集) を選択

します。
5. 必要に応じて信頼ポリシーを編集します。ロールを引き受ける他のプリンシパルを追加するに

は、Principal 要素で指定します。以下のポリシースニペットの例では、Principal 要素の 2 つの 
AWS アカウント を参照する方法を示しています。

"Principal": { 
  "AWS": [ 
    "arn:aws:iam::111122223333:root", 
    "arn:aws:iam::444455556666:root" 
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  ]
},

別のアカウントでプリンシパルを指定した場合、ロールの信頼ポリシーにアカウントを追加しても、
クロスアカウントの信頼関係は半分しか確立されません。デフォルトでは、信頼されたアカウント
のユーザーはロールを引き受けることができません。新しく信頼されたアカウントの管理者は、ロー
ルを引き受けるアクセス許可をユーザーに付与する必要があります。これを行うには、ユーザーに
アタッチするポリシーを作成または編集し、sts:AssumeRole アクションへのアクセスをユーザー
に許可する必要があります。詳細については、次の手順または「ロールを切り替えるアクセス許可を
ユーザーに付与する (p. 281)」を参照してください。

以下のポリシースニペットでは、AWS 要素で Principal の 2 つのサービスを参照する方法を示し
ます。

"Principal": { 
  "Service": [ 
    "opsworks.amazonaws.com", 
    "ec2.amazonaws.com" 
  ]
},

6. 信頼ポリシーの編集を完了したら、[Update policy] (ポリシーの更新) を選択して変更を保存します。

ポリシーの構造や構文の詳細については、「IAM でのポリシーとアクセス許可 (p. 417)」および
「IAM JSON ポリシー要素のリファレンス (p. 1175)」を参照してください。

信頼された外部アカウントのユーザーにロールの使用を許可するには (コンソール)

この手順の詳細については、「ロールを切り替えるアクセス許可をユーザーに付与する (p. 281)」を参照
してください。

1. 信頼された外部 AWS アカウント にサインインします。
2. ユーザーとグループのどちらにアクセス許可をアタッチするかを決定します。IAM コンソールのナビ

ゲーションペインで [Users] (ユーザー) または [User groups] (ユーザーグループ) を適切に選択しま
す。

3. アクセスを許可する対象となるユーザーまたはグループの名前を選択し、[Permissions (アクセス許
可)] タブを選択します。

4. 以下のいずれかを実行します。

• 既存のカスタマー管理ポリシーを編集するには、ポリシーの名前を選択してから [ポリシーの編集] 
を選択し、[JSON] タブを選択します。AWS の管理ポリシーを編集することはできません。AWS 管

理ポリシーには AWS アイコン ( ) が表示されます。AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリ
シーの違いの詳細については、「管理ポリシーとインラインポリシー (p. 427)」を参照してくださ
い。

• インラインポリシーを編集するには、ポリシーの名前の横にある矢印を選択してから、[ポリシーの
編集] を選択します。

5. ポリシーエディターで、新しい Statement 要素を追加して、次のように指定します。

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": "sts:AssumeRole", 
  "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID:role/ROLE-NAME"
}

ステートメント内の ARN を、ユーザーが引き受けるロールの ARN に置き換えます。
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6. 画面のプロンプトに従って、ポリシーの編集を終了します。

ロールのアクセス許可ポリシーの変更 (コンソール)

ロールで許可されているアクセス許可を変更するには、ロールのアクセス許可のポリシーを修正しま
す。IAM のサービスにリンクされたロール (p. 185)のアクセス許可ポリシーは変更できません。ロール
に依存するサービス内では、アクセス許可ポリシーを変更できる場合があります。サービスでこの機能
がサポートされているかどうかを確認するには、「IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)」を参照
し、[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) 列が [Yes] (はい) となっているサービスを探し
ます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、[Yes] (はい) リン
クを選択します。

ロールで許可されているアクセス権限を変更するには (コンソール)

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) をクリックします。
3. 変更するロールの名前を選択し、[Permissions (アクセス許可)] タブを選択します。
4. 以下のいずれかを実行します。

• 既存のカスタマー管理ポリシーを編集するには、ポリシーの名前を選択してから [ポリシーの編集] 
を選択します。

Note

AWS 管理ポリシーを編集することはできません。AWS 管理ポリシーには AWS アイコン 

( ) が表示されます。AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリシーの違いの詳細につい
ては、「管理ポリシーとインラインポリシー (p. 427)」を参照してください。

• 既存の管理ポリシーをロールにアタッチするには、[Add permissions] (アクセス許可を追加) を選択
して、[Attach policies] (ポリシーのアタッチ) を選択します。

• 既存のインラインポリシーを編集するには、ポリシーを展開して、[Edit] (編集) を選択します。
• 新しいインラインポリシーを埋め込むには、[Add permissions] (アクセス許可を追加) を選択し

て、[Create inline policy] (インラインポリシーの作成) を選択します。

ロールの説明の変更 (コンソール)

ロールの説明を変更するには、説明テキストを変更します。

ロールの説明を変更するには (コンソール)

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

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。
3. 変更するロールの名前を選択します。
4. [Summary] (概要) セクションで [Edit] (編集) を選択します。
5. ボックスに新しい説明を入力し、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

ロールの最大セッション時間の変更 (コンソール)

コンソール、AWS CLI または AWS API を使用して、引き受けるロールの最大セッション期間設定を指定
するには、最大セッション期間設定の値を変更します。この設定の値は 1 時間～ 12 時間です。値を指定
しない場合、デフォルトの最大 1 時間が適用されます。この設定では、AWS サービスが引き受けるセッ
ションは制限されません。
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コンソール、AWS CLI または AWS API を使用して引き受けたロールの最大セッション期間設定
を変更するには (コンソール)

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

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。
3. 変更するロールの名前を選択します。
4. [Summary] (概要) セクションで [Edit] (編集) を選択します。
5. [Maximum session duration] (最大セッション期間) には、値を選択します。または、[Custom duration] 

(カスタム期間) を選択して、値 (秒単位) を入力します。
6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

変更は、次にこのロールが引き受けられるまで有効になりません。このロールの既存のセッションを
取り消す方法については、「IAM ロールの一時的なセキュリティ認証情報の取り消し (p. 306)」を参
照してください。

AWS Management Console の場合、IAM ユーザーセッションはデフォルトで 12 時間です。コンソールで
ロールを切り替える IAM ユーザーには、ロールに設定された最大セッション期間、または ユーザーのセッ
ションの残り時間のいずれか短い方が付与されます。

AWS CLI または AWS API からロールを引き受けるユーザーは、この最大数まで長いセッションを要求で
きます。MaxSessionDuration 設定は、リクエストできるロールセッションの最大セッション期間を決
定します。

• AWS CLI を使用してセッション期間を指定するには、duration-seconds パラメータを使用します。
詳細については、「IAM ロール (AWS CLI) の切り替え (p. 289)」を参照してください。

• AWS API を使用してセッション期間を指定するには、DurationSeconds パラメータを使用します。
詳細については、「IAM ロール (AWS API) の切り替え (p. 295)」を参照してください。

ロールのアクセス許可の境界の変更 (コンソール)

ロールに許可されるアクセス許可の上限を変更するには、ロールのアクセス許可の境界 (p. 433)を変更し
ます。

ロールのアクセス許可の境界を設定するために使用するポリシーを変更するには

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

2. ナビゲーションペインで Roles (ロール) を選択します。
3. 変更するpermissions boundary (p. 433) (許可の境界) を持つロールの名前を選択します。
4. [Permissions] (許可) タブを選択します。必要に応じて、[Permissions boundary (アクセス許可の境界)] 

セクションを開き、[Change boundary (境界の変更)] を選択します。
5. アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択します。
6. [Change boundary (境界の変更)] を選択します。

変更は、次にこのロールが引き受けられるまで有効になりません。

ロールの修正 (AWS CLI)

AWS Command Line Interface を使用してロールを変更できます。ロールのタグのセットを変更するに
は、「IAM ロールのタグの管理 (AWS CLI または AWS API) (p. 334)」を参照してください。

トピック
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• ロールの信頼ポリシーの変更 (AWS CLI) (p. 313)
• ロールのアクセス許可ポリシーの変更 (AWS CLI) (p. 314)
• ロールの説明の変更 (AWS CLI) (p. 315)
• ロールの最大セッション時間の変更 (AWS CLI) (p. 315)
• ロールのアクセス許可の境界の変更 (AWS CLI) (p. 316)

ロールの信頼ポリシーの変更 (AWS CLI)

ロールを引き受けるユーザーを変更するには、ロールの信頼ポリシーを変更する必要があります。サービ
スにリンクされたロール (p. 185)の信頼ポリシーは変更できません。

メモ

• ユーザーがプリンシパルとしてロールの信頼ポリシーに表示されているが、そのロールを引き
受けることができない場合は、ユーザーのアクセス許可の境界 (p. 433)を確認します。アクセ
ス許可の境界がユーザーに対して設定されている場合は、sts:AssumeRole アクションを許可
する必要があります。

• ロールセッション内でユーザーが現在のロールを再び引き受けることができるようにするに
は、ロール信頼ポリシーでロール ARN または AWS アカウント ARN をプリンシパルとして指
定します。Amazon EC2、Amazon ECS、Amazon EKS、Lambda などのコンピューティング
リソースを提供する AWS のサービス は、一時的な認証情報を提供し、これらの認証情報を自
動的にローテーションします。これにより、常に有効な認証情報セットを確保できます。これ
らのサービスでは、一時的な認証情報を取得するために現在のロールを再度引き受ける必要は
ありません。ただし、セッションタグ (p. 346)またはセッションポリシー (p. 419)を渡す場
合は、現在のロールを再度引き受ける必要があります。ロールの信頼ポリシーを変更してプリ
ンシパルロールの ARN または AWS アカウント ARN を追加する方法については、ロールの信
頼ポリシーの変更 (コンソール) (p. 309) を参照してください。

ロールの信頼ポリシーを変更するには (AWS CLI)

1. (オプション) 変更するロールの名前が不明である場合は、次のコマンドを実行してアカウントのロー
ルを一覧表示します。

• aws iam list-roles
2. (オプション) ロールの現在の信頼ポリシーを表示するには、次のコマンドを実行します。

• aws iam get-role
3. ロールにアクセス可能な信頼されたプリンシパルを変更するには、更新された信頼ポリシーを使用し

てテキストファイルを作成します。ポリシーの作成には任意のテキストエディタを使用できます。

以下の信頼ポリシーの例では、Principal 要素で 2 つの AWS アカウント を参照する方法を示しま
す。これにより、2 つの別個の AWS アカウント 内のユーザーが、このロールを引き受けることがで
きます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"AWS": [ 
            "arn:aws:iam::111122223333:root", 
            "arn:aws:iam::444455556666:root" 
        ]}, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
    }
}
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別のアカウントでプリンシパルを指定した場合、ロールの信頼ポリシーにアカウントを追加しても、
クロスアカウントの信頼関係は半分しか確立されません。デフォルトでは、信頼されたアカウント
のユーザーはロールを引き受けることができません。新しく信頼されたアカウントの管理者は、ロー
ルを引き受けるアクセス許可をユーザーに付与する必要があります。これを行うには、ユーザーに
アタッチするポリシーを作成または編集し、sts:AssumeRole アクションへのアクセスをユーザー
に許可する必要があります。詳細については、次の手順または「ロールを切り替えるアクセス許可を
ユーザーに付与する (p. 281)」を参照してください。

4. 先ほど作成したファイルを使用して信頼ポリシーを更新するには、次のコマンドを実行します。

• aws iam update-assume-role-policy

信頼された外部アカウントのユーザーにロールの使用を許可するには (AWS CLI)

この手順の詳細については、「ロールを切り替えるアクセス許可をユーザーに付与する (p. 281)」を参照
してください。

1. JSON ファイルを作成し、ロールを引き受けるためのアクセス許可を付与するアクセス許可ポリシー
を含めます。たとえば、次のポリシーには必要最小限のアクセス権限が含まれています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID-THAT-CONTAINS-ROLE:role/ROLE-NAME" 
  }
}

ステートメント内の ARN を、ユーザーが引き受けるロールの ARN に置き換えます。
2. 次のコマンドを実行し、信頼ポリシーが含まれている JSON ファイルを IAM にアップロードします。

• aws iam create-policy

このコマンドの出力には、ポリシーの ARN が含まれています。この ARN を書き留めます。後のス
テップで必要になります。

3. ポリシーをアタッチするユーザーまたはグループを決定します。目的のユーザーやグループの名前が
不明である場合は、以下のいずれかのコマンドを使用して、アカウントのユーザーやグループを一覧
表示します。

• aws iam list-users
• aws iam list-groups

4. 以下のいずれかのコマンドを使用して、前のステップで作成したポリシーをユーザーまたはグループ
にアタッチします。

• aws iam attach-user-policy
• aws iam attach-group-policy

ロールのアクセス許可ポリシーの変更 (AWS CLI)

ロールで許可されているアクセス許可を変更するには、ロールのアクセス許可のポリシーを修正しま
す。IAM のサービスにリンクされたロール (p. 185)のアクセス許可ポリシーは変更できません。ロール
に依存するサービス内では、アクセス許可ポリシーを変更できる場合があります。サービスでこの機能
がサポートされているかどうかを確認するには、「IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)」を参照
し、[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) 列が [Yes] (はい) となっているサービスを探し
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ます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、[Yes] (はい) リン
クを選択します。

ロールで許可されたアクセス許可を変更するには (AWS CLI)

1. (オプション) ロールに現在関連付けられているアクセス許可を表示するには、以下のコマンドを実行
します。

1. aws iam list-role-policies (インラインポリシーの一覧表示)
2. aws iam list-attached-role-policies (管理ポリシーの一覧表示)

2. ロールのアクセス権限を更新するコマンドは、管理ポリシーとインラインポリシーのいずれを更新す
るかによって異なります。

管理ポリシーを更新するには、次のコマンドを実行して新しいバージョンの管理ポリシーを作成しま
す。

• aws iam create-policy-version

インラインポリシーを更新するには、次のコマンドを実行します。

• aws iam put-role-policy

ロールの説明の変更 (AWS CLI)

ロールの説明を変更するには、説明テキストを変更します。

ロールの説明を変更するには (AWS CLI)

1. (オプション) ロールの現在の説明を表示するには、次のコマンドを実行します。

• aws iam get-role
2. ロールの説明を更新するには、説明パラメータを指定して、次のコマンドを実行します。

• aws iam update-role

ロールの最大セッション時間の変更 (AWS CLI)

AWS CLI または API を使用して、引き受けるロールの最大セッション期間設定を指定するには、最大セッ
ション期間設定の値を変更します。この設定の値は 1 時間～ 12 時間です。値を指定しない場合、デフォ
ルトの最大 1 時間が適用されます。この設定では、AWS サービスが引き受けるセッションは制限されま
せん。

Note

AWS CLI または API からロールを引き受けると、duration-seconds CLI パラメータまたは
DurationSeconds API パラメータを使用して、より長いロールセッションをリクエストできま
す。MaxSessionDuration 設定は、DurationSeconds パラメータを使用してリクエストでき
るロールセッションの最大セッション期間を決定します。DurationSeconds パラメータの値を
指定しない場合、セキュリティ認証情報は 1 時間有効です。

引き受けたロールの最大セッション継続時間設定を AWS CLI で変更するには (AWS CLI)

1. (オプション) ロールの現在の最大セッション継続時間設定を表示するには、次のコマンドを実行しま
す。

• aws iam get-role
2. ロールの最大セッション継続時間設定を更新するには、max-session-duration CLI パラメータま

たは MaxSessionDuration API パラメータを指定して、次のコマンドを実行します。
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• aws iam update-role

変更は、次にこのロールが引き受けられるまで有効になりません。このロールの既存のセッションを
取り消す方法については、「IAM ロールの一時的なセキュリティ認証情報の取り消し (p. 306)」を参
照してください。

ロールのアクセス許可の境界の変更 (AWS CLI)

ロールに許可されるアクセス許可の上限を変更するには、ロールのアクセス許可の境界 (p. 433)を変更し
ます。

ロールのアクセス許可の境界を設定するために使用する管理ポリシーを変更するには (AWS CLI)

1. (オプション) ロールの現在のアクセス許可の境界 (p. 433)を表示するには、以下のコマンドを実行し
ます。

• aws iam get-role
2. 別の管理ポリシーを使用してロールのアクセス許可の境界を更新するには、次のコマンドを実行しま

す。

• aws iam put-role-permissions-boundary

ロールにアクセス許可の境界として設定できる管理ポリシーは 1 つのみです。アクセス許可の境界を
変更する場合は、ロールに許可されるアクセス許可の上限を変更します。

ロールの変更 (AWS API)

AWS API を使用してロールを変更できます。ロールのタグのセットを変更するには、「IAM ロールのタグ
の管理 (AWS CLI または AWS API) (p. 334)」を参照してください。

トピック
• ロールの信頼ポリシーの変更 (AWS API) (p. 316)
• ロールのアクセス許可ポリシーの変更 (AWS API) (p. 318)
• ロール説明の変更 (AWS API) (p. 319)
• ロールの最大セッション時間の変更 (AWS API) (p. 319)
• ロールのアクセス許可の境界の変更 (AWS API) (p. 319)

ロールの信頼ポリシーの変更 (AWS API)

ロールを引き受けるユーザーを変更するには、ロールの信頼ポリシーを変更する必要があります。サービ
スにリンクされたロール (p. 185)の信頼ポリシーは変更できません。

メモ

• ユーザーがプリンシパルとしてロールの信頼ポリシーに表示されているが、そのロールを引き
受けることができない場合は、ユーザーのアクセス許可の境界 (p. 433)を確認します。アクセ
ス許可の境界がユーザーに対して設定されている場合は、sts:AssumeRole アクションを許可
する必要があります。

• ロールセッション内でユーザーが現在のロールを再び引き受けることができるようにするに
は、ロール信頼ポリシーでロール ARN または AWS アカウント ARN をプリンシパルとして指
定します。Amazon EC2、Amazon ECS、Amazon EKS、Lambda などのコンピューティング
リソースを提供する AWS のサービス は、一時的な認証情報を提供し、これらの認証情報を自
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動的にローテーションします。これにより、常に有効な認証情報セットを確保できます。これ
らのサービスでは、一時的な認証情報を取得するために現在のロールを再度引き受ける必要は
ありません。ただし、セッションタグ (p. 346)またはセッションポリシー (p. 419)を渡す場
合は、現在のロールを再度引き受ける必要があります。ロールの信頼ポリシーを変更してプリ
ンシパルロールの ARN または AWS アカウント ARN を追加する方法については、ロールの信
頼ポリシーの変更 (コンソール) (p. 309) を参照してください。

ロールの信頼ポリシーを変更するには (AWS API)

1. (オプション) 変更するロールの名前が不明な場合は、次のオペレーションを呼び出してアカウントの
ロールを一覧表示します。

• ListRoles
2. (オプション) ロールの現在の信頼ポリシーを表示するには、次のオペレーションを呼び出します。

• GetRole
3. ロールにアクセス可能な信頼されたプリンシパルを変更するには、更新された信頼ポリシーを使用し

てテキストファイルを作成します。ポリシーの作成には任意のテキストエディタを使用できます。

以下の信頼ポリシーの例では、Principal 要素で 2 つの AWS アカウント を参照する方法を示しま
す。これにより、2 つの別個の AWS アカウント 内のユーザーが、このロールを引き受けることがで
きます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"AWS": [ 
            "arn:aws:iam::111122223333:root", 
            "arn:aws:iam::444455556666:root" 
        ]}, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
    }
}

別のアカウントでプリンシパルを指定した場合、ロールの信頼ポリシーにアカウントを追加しても、
クロスアカウントの信頼関係は半分しか確立されません。デフォルトでは、信頼されたアカウント
のユーザーはロールを引き受けることができません。新しく信頼されたアカウントの管理者は、ロー
ルを引き受けるアクセス許可をユーザーに付与する必要があります。これを行うには、ユーザーに
アタッチするポリシーを作成または編集し、sts:AssumeRole アクションへのアクセスをユーザー
に許可する必要があります。詳細については、次の手順または「ロールを切り替えるアクセス許可を
ユーザーに付与する (p. 281)」を参照してください。

4. 先ほど作成したファイルを使用して信頼ポリシーを更新するには、次のオペレーションを呼び出しま
す。

• UpdateAssumeRolePolicy

信頼された外部アカウントのユーザーにロールの使用を許可するには (AWS API)

この手順の詳細については、「ロールを切り替えるアクセス許可をユーザーに付与する (p. 281)」を参照
してください。

1. JSON ファイルを作成し、ロールを引き受けるためのアクセス許可を付与するアクセス許可ポリシー
を含めます。たとえば、次のポリシーには必要最小限のアクセス権限が含まれています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID-THAT-CONTAINS-ROLE:role/ROLE-NAME" 
  }
}

ステートメント内の ARN を、ユーザーが引き受けるロールの ARN に置き換えます。
2. 次のオペレーションを呼び出し、信頼ポリシーが含まれている JSON ファイルを IAM にアップロード

します。

• CreatePolicy

このオペレーションの出力には、ポリシーの ARN が含まれています。この ARN を書き留めます。後
のステップで必要になります。

3. ポリシーをアタッチするユーザーまたはグループを決定します。目的のユーザーやグループの名前が
不明である場合は、以下のいずれかのオペレーションを呼び出して、アカウントのユーザーやグルー
プを一覧表示します。

• ListUsers
• ListGroups

4. 以下のいずれかのオペレーションを呼び出して、前のステップで作成したポリシーをユーザーまたは
グループにアタッチします。

• API: AttachUserPolicy
• AttachGroupPolicy

ロールのアクセス許可ポリシーの変更 (AWS API)

ロールで許可されているアクセス許可を変更するには、ロールのアクセス許可のポリシーを修正しま
す。IAM のサービスにリンクされたロール (p. 185)のアクセス許可ポリシーは変更できません。ロール
に依存するサービス内では、アクセス許可ポリシーを変更できる場合があります。サービスでこの機能
がサポートされているかどうかを確認するには、「IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)」を参照
し、[Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) 列が [Yes] (はい) となっているサービスを探し
ます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、[Yes] (はい) リン
クを選択します。

ロールで許可されたアクセス許可を変更するには (AWS API)

1. (オプション) ロールに現在関連付けられているアクセス許可を表示するには、以下のオペレーション
を呼び出します。

1. ListRolePolicies (インラインポリシーの一覧表示)
2. ListAttachedRolePolicies (管理ポリシーの一覧表示)

2. ロールのアクセス許可を更新するオペレーションは、管理ポリシーとインラインポリシーのいずれを
更新するかによって異なります。

管理ポリシーを更新するには、次のオペレーションを呼び出して新しいバージョンの管理ポリシーを
作成します。

• CreatePolicyVersion

インラインポリシーを更新するには、次のオペレーションを呼び出します。

• PutRolePolicy
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ロール説明の変更 (AWS API)

ロールの説明を変更するには、説明テキストを変更します。

ロールの説明を変更するには (AWS API)

1. (オプション) ロールの現在の説明を表示するには、次のオペレーションを呼び出します。

• GetRole
2. ロールの説明を更新するには、説明パラメータを指定して、次のオペレーションを呼び出します。

• UpdateRole

ロールの最大セッション時間の変更 (AWS API)

AWS CLI または API を使用して、引き受けるロールの最大セッション期間設定を指定するには、最大セッ
ション期間設定の値を変更します。この設定の値は 1 時間～ 12 時間です。値を指定しない場合、デフォ
ルトの最大 1 時間が適用されます。この設定では、AWS サービスが引き受けるセッションは制限されま
せん。

Note

AWS CLI または API からロールを引き受けると、duration-seconds CLI パラメータまたは
DurationSeconds API パラメータを使用して、より長いロールセッションをリクエストできま
す。MaxSessionDuration 設定は、DurationSeconds パラメータを使用してリクエストでき
るロールセッションの最大セッション期間を決定します。DurationSeconds パラメータの値を
指定しない場合、セキュリティ認証情報は 1 時間有効です。

引き受けたロールの最大セッション継続時間設定を API で変更するには (AWS API)

1. (オプション) ロールの現在の最大セッション継続時間設定を表示するには、次のオペレーションを呼
び出します。

• GetRole
2. ロールの最大セッション継続時間設定を更新するには、max-sessionduration CLI パラメータまた

は MaxSessionDuration API パラメータを指定して、次のオペレーションを呼び出します。

• UpdateRole

変更は、次にこのロールが引き受けられるまで有効になりません。このロールの既存のセッションを
取り消す方法については、「IAM ロールの一時的なセキュリティ認証情報の取り消し (p. 306)」を参
照してください。

ロールのアクセス許可の境界の変更 (AWS API)

ロールに許可されるアクセス許可の上限を変更するには、ロールのアクセス許可の境界 (p. 433)を変更し
ます。

ロールのアクセス許可の境界を設定するために使用する管理ポリシーを変更するには (AWS API)

1. (オプション) ロールの現在のアクセス許可の境界 (p. 433)を表示するには、以下のオペレーションを
呼び出します。

• GetRole
2. 別の管理ポリシーを使用してロールのアクセス許可の境界を更新するには、次のオペレーションを呼

び出します。
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• PutRolePermissionsBoundary

ロールにアクセス許可の境界として設定できる管理ポリシーは 1 つのみです。アクセス許可の境界を
変更する場合は、ロールに許可されるアクセス許可の上限を変更します。

ロールまたはインスタンスプロファイルの削除
ロールが不要になった場合は、ロールとその関連する権限を削除することをお勧めします。そうすること
で、使用していないエンティティがアクティブにモニタリングされたり、メンテナンスされたりすること
がなくなります。

ロールが EC2 インスタンスに関連付けられている場合、インスタンスプロファイルからロールを削除した
後、インスタンスプロファイルを削除することもできます。

Warning

削除しようとしているロールまたはインスタンスプロファイルで実行されている Amazon EC2 イ
ンスタンスがないことを確認してください。実行中のインスタンスに関連付けられているロール
またはインスタンスプロファイルを削除すると、そのインスタンスで実行されているすべてのア
プリケーションが中断されます。

ロールを完全に削除しない場合は、ロールを無効にできます。そのためには、ロールのポリシーを変更し
てから、現在のすべてのセッションを取り消します。例えば、ロールに、すべての AWS へのアクセスを
拒否したポリシーを追加できます。ロールを引き受けようとするすべてのユーザーへのアクセスを拒否
するように、信頼ポリシーを編集することもできます。セッションの取り消しの詳細については、「IAM 
ロールの一時的なセキュリティ認証情報の取り消し (p. 306)」を参照してください。

トピック
• ロールのアクセスの表示 (p. 320)
• サービスにリンクされたロールの削除 (p. 321)
• IAM ユーザーの削除 (コンソール) (p. 321)
• IAM ロール（AWS CLI) の削除 (p. 322)
• IAM ロールの削除 (AWS API)  (p. 323)
• 関連情報 (p. 324)

ロールのアクセスの表示

ロールを削除する前に、ロールが最後に使用された日時を確認することをお勧めします。これを行うに
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用します。ロールを使用しているユー
ザーからアクセスを削除したくないため、この情報を表示する必要があります。

ロールの最後のアクティビティの日付が、[Access Advisor (アクセスアドバイザー)] タブで報告された最後
の日付と一致しない場合があります。[Access Advisor (アクセスアドバイザー)] (p. 557) タブでは、ロー
ルのアクセス許可ポリシーで許可されているサービスのアクティビティのみがレポートされます。ロール
の最後のアクティビティの日付には、AWS でサービスにアクセスしようとした最後の試みが含まれます。

Note

ロールの直近のアクティビティと Access Advisor データの追跡期間は、400 日間です。ユーザー
のリージョンが昨年内にこれらの機能をサポートし始めた場合、この期間は短くなる可能性があ
ります。このロールは 400 日以上前に使用された可能性があります。追跡期間の詳細について
は、「AWS が最終アクセス情報を追跡する場所 (p. 555)」を参照してください。
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ロールが最後に使用された日時を表示するには（コンソール）

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

2. ナビゲーションペインで Roles (ロール) を選択します。
3. アクティビティを表示するロールの行を探します。検索フィールドを使用して結果を絞り込むことが

できます。[Last activity (最後のアクティビティ)] 列を表示して、ロールが最後に使用されてからの日
数を確認します。ロールが追跡期間内に使用されていない場合、テーブルには [None (なし)] と表示さ
れます。

4. 詳細情報を表示するには、ロールの名前を選択します。ロールの [Summary (概要)] ページには、ロー
ルが最後に使用された日付を表示する [Last activity (最後のアクティビティ)] も含まれます。ロールが
過去 400 日以内に使用されていない場合、[Last activity (最後のアクティビティ)] には [Not accessed 
in the tracking period (追跡期間中にアクセスされていません)] と表示されます。

ロールが最後に使用された日時を表示するには (AWS CLI)

aws iam get-role - RoleLastUsed オブジェクトを含むロールに関する情報を返すには、このコマン
ドを実行します。このオブジェクトには、ロールが最後に使用された LastUsedDate と Region が含ま
れます。RoleLastUsed が存在しても値が含まれていない場合、ロールは追跡期間内に使用されていませ
ん。

ロールが最後に使用された日時を表示するには (AWS API)

GetRole - このオペレーションを呼び出して、RoleLastUsed オブジェクトを含むロールに関する情報
を返します。このオブジェクトには、ロールが最後に使用された LastUsedDate と Region が含まれま
す。RoleLastUsed が存在しても値が含まれていない場合、ロールは追跡期間内に使用されていません。

サービスにリンクされたロールの削除

ロールが「サービスにリンクされたロール (p. 185)」の場合は、リンクされたサービスに関するドキュ
メントで、ロールを削除する方法を確認します。アカウントのサービスにリンクされたロールを表示する
には、コンソールの [IAM ロール] ページに移動します。サービスにリンクされたロールが、テーブルの
[Trusted entities] (信頼されたエンティティ) 列の [(Service-linked role)] ((サービスにリンクされたロール)) 
に表示されます。ロールの [Summary (概要)] ページのバナーにも、そのロールがサービスにリンクされた
ロールであることが示されています。

サービスにリンクされたロールを削除するためのドキュメントがサービスに含まれていない場合は、IAM 
コンソール、AWS CLI、または API を使用してロールを削除できます。詳細については、「サービスにリ
ンクされたロールの削除 (p. 250)」を参照してください。

IAM ユーザーの削除 (コンソール)

AWS Management Console を使用してロールを削除すると、IAM ではロールに関連付けられた管理ポリ
シーも自動的にデタッチされます。また、ロールに関連したインラインポリシーとロールを含む Amazon 
EC2 インスタンスプロファイルも自動的に削除されます。

Important

場合によっては、ロールは、Amazon EC2 インスタンスプロファイルに関連付いていることがあ
ります。また、ロールとインスタンスプロファイルの名前が同じ場合があります。このような場
合は、AWS Management Console を使用して、ロールやインスタンスプロファイルを削除する
ことはできません。この関連付けは、コンソールで作成したロールとインスタンスプロファイル
に対して自動的に行われます。AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、または AWS API から
ロールを作成した場合は、ロールとインスタンスプロファイルで名前が異なることがあります。
その場合、コンソールを使用してそれらのロールを削除することはできません。代わりに、ま
ず、AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、または AWS API を使用して、インスタンスプロ
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ファイルからロールを削除する必要があります。その後、ロールを削除する別の手順を実行する
必要があります。

ロールを削除するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ロール] を選択し、削除するロール名の隣にあるチェックボックスをオン
にします。

3. ページの上部で、[削除] を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、最終アクセス情報を確認します。これは、選択したそれぞれのロールの 

AWS サービスへの最終アクセス時間を示します。これは、そのロールが現在アクティブであるかど
うかを確認するのに役立ちます。続行する場合は、テキスト入力フィールドにロール名を入力し、削
除を選択します。確実に削除する場合は、最終アクセス情報をまだロード中であっても、削除を実行
できます。

Note

ロールと同じ名前でない限り、コンソールを使用してインスタンスプロファイルを削除すること
はできません。ロールを削除する過程でインスタンスプロファイルを削除する必要があります。
ロールを同時に削除することなくインスタンスプロファイルを削除するには、AWS CLI または 
AWS API を使用する必要があります。詳細については、次のセクションを参照してください。

IAM ロール（AWS CLI) の削除

AWS CLI を使用してロールを削除する場合、最初にそのロールに関連したインラインポリシーを削除しな
ければなりません。また、ロールに関連付けられた管理ポリシーもデタッチする必要があります。ロール
を含む関連付けられたインスタンスプロファイルを削除する場合は、別途、削除する必要があります。

ロールを削除するには (AWS CLI)

1. 削除するロールの名前が分からない場合、以下のコマンドを入力してお客様のアカウントにあるロー
ルを表示します。

aws iam list-roles

リストには、各ロールの Amazon リソースネーム (ARN) が含まれます。CLI コマンドで
は、ARN ではなくロール名を使用してロールを参照します。例えば、ロールの ARN が
arn:aws:iam::123456789012:role/myrole である場合、そのロールを myrole と参照しま
す。

2. ロールが関連付けられたすべてのインスタンスプロファイルからロールを削除します。

a. そのロールが関連付けられているすべてのインスタンスプロファイルを表示するには、以下のコ
マンドを入力します。

aws iam list-instance-profiles-for-role --role-name role-name

b. 各インスタンスプロファイルで以下のコマンドを入力して、インスタンスプロファイルからロー
ルを削除します。

aws iam remove-role-from-instance-profile --instance-profile-name instance-profile-
name --role-name role-name

3. そのロールに関連するすべてのポリシーを削除します。
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a. ロールに存在するすべてのインラインポリシーを一覧表示するには、以下のコマンドを入力しま
す。

aws iam list-role-policies --role-name role-name

b. ロールから各インラインポリシーを削除するには、各ポリシーで以下のコマンドを入力します。

aws iam delete-role-policy --role-name role-name --policy-name policy-name

c. ロールにアタッチされたすべてのマネージドポリシーを一覧表示するには、以下のコマンドを入
力します。

aws iam list-attached-role-policies --role-name role-name

d. ロールから各マネージドポリシーをデタッチするには、各ポリシーで以下のコマンドを入力しま
す。

aws iam detach-role-policy --role-name role-name --policy-arn policy-arn

4. 次のコマンドを入力してロールを削除します。

aws iam delete-role --role-name role-name

5. そのロールに関連付けられたインスタンスプロファイルを再利用する予定がない場合、以下のコマン
ドを入力して削除できます。

aws iam delete-instance-profile --instance-profile-name instance-profile-name

IAM ロールの削除 (AWS API)

IAM API を使用してロールを削除する場合、最初にそのロールに関連したインラインポリシーを削除しな
ければなりません。また、ロールに関連付けられた管理ポリシーもデタッチする必要があります。ロール
を含む関連付けられたインスタンスプロファイルを削除する場合は、別途、削除する必要があります。

ロールを削除するには (AWS API)

1. ロールが関連付けられたすべてのインスタンスプロファイルを一覧表示するに
は、ListInstanceProfilesForRole を呼び出します。

インスタンスプロファイルからロールを削除するには、RemoveRoleFromInstanceProfile を呼び出し
ます。ロール名およびインスタンスプロファイル名を引き渡さなければいけません。

そのロールに関連付けられていたインスタンスプロファイルを再利用しない場
合、DeleteInstanceProfile を呼び出して削除します。

2. ロールのすべてのインラインポリシーを一覧表示するには、ListRolePolicies を呼び出します。

ロールに関連付けられたインラインポリシーを削除するには、DeleteRolePolicy を呼び出します。
ロール名およびインラインポリシー名を渡す必要があります。

3. ロールにアタッチされたマネージドポリシーを一覧表示するには、ListRolePolicies を呼び出します。

ロールにアタッチされたすべてのマネージドポリシーをデタッチするには、DeleteRolePolicy を呼び
出します。ロール名およびマネージドポリシー ARN を渡す必要があります。

4. ロールを削除するには、DeleteRole を呼び出します。
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関連情報

インスタンスプロファイルの一般的な情報については、インスタンスプロファイルの使用 (p. 304)を参照
してください。

サービスにリンクされたロールの一般情報については、「サービスリンクロールの使用 (p. 244)」を参照
してください。

IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点
一部の AWS サービスでは、リソースに対するクロスアカウントアクセス許可を付与できます。これを行
うには、プロキシとしてロールを使用する代わりに、共有するリソースに直接ポリシーをアタッチしま
す。共有するリソースは、リソースベースのポリシー (p. 444)をサポートしている必要があります。ID 
ベースのポリシーとは異なり、リソースベースのポリシーは、そのリソースにアクセスできるユーザー
（プリンシパル）を指定します。

Note

IAM ロールとリソースベースのポリシーは、単一のパーティション内のアカウント間でのみアク
セスを委任します。たとえば、標準 aws パーティションの米国西部 (北カリフォルニア) にアカ
ウントがあるとします。aws-cn パーティションの 中国 (北京) にもアカウントがあります。標準
aws アカウントで、中国 (北京) のアカウントの Amazon S3 リソースベースのポリシーを使用し
て、ユーザーにアクセスを許可することはできません。

リソースベースのポリシーを使用したクロスアカウントアクセスには、ロールを使用したクロスアカウン
トアクセスに比べて、いくつかの利点があります。リソースベースのポリシーによってリソースにアク
セスする場合、プリンシパルは引き続き信頼されたアカウントで作業を行い、ロールのアクセス許可を受
け取るために自身のアクセス許可を放棄する必要はありません。つまり、プリンシパルは信頼されたアカ
ウントのリソースに引き続きアクセス可能である一方で、信頼するアカウントのリソースにもアクセスで
きます。これは、他のアカウントに属する共有リソースから、また共有リソースへと情報をコピーすると
いったタスクにおいて便利です。信頼ゾーン (信頼できる組織またはアカウント) 外にあるアカウントのプ
リンシパルにロールを引き受けるアクセス権があるかどうかについては、「IAM Access Analyzer とは」
を参照してください。

リソースベースのポリシーで指定できるプリンシパルには、アカウント、IAM ユーザー、フェデレー
ティッドユーザー、IAM ロール、引き受けたロールセッション、AWS サービスなどがあります。詳細につ
いては、「プリンシパルの指定 (p. 1179)」を参照してください。

リソースベースのポリシーをサポートする AWS サービスの一部を以下に示します。プリンシパルではな
くリソースへのアクセス許可ポリシーのアタッチをサポートする AWS サービスの数が増えている完全な
リストについては、IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137) をご参照の上、[リソースベース] 列で [は
い] のあるサービスをお探しください。

• Amazon S3 バケット – ポリシーはバケットにアタッチされますが、ポリシーによってバケットとバケッ
ト内のオブジェクトの両方へのアクセスがコントロールされます。詳細については、Amazon Simple 
Storage Service ユーザーガイドの「アクセスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

状況によっては、Amazon S3 へのクロスアカウントアクセスにロールを使うのが最適な場合もありま
す。詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「チュートリアル例」を参照
してください。

• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピック — 詳細については、Amazon Simple 
Notification Service デベロッパーガイドの「Amazon SNS トピックへのアクセスの管理」を参照してく
ださい。

• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー — 詳細については、Amazon Simple Queue 
Service 開発者ガイドの「付録:アクセスポリシー言語」を参照してください。
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リソースベースのポリシーにおける AWS アクセス権限の委任に
ついて
リソースがアカウントのプリンシパルにアクセス許可を付与する場合は、そのアクセス許可を特定の IAM 
ID に委任できます。ID とは、ユーザー、ユーザーのグループ、またはアカウント内のロールです。アクセ
ス許可を委任するには、ポリシーを ID にアタッチします。リソース所有アカウントによって許可される最
大数のアクセス許可を付与できます。

リソースベースのポリシーにより、アカウント内のすべてのプリンシパルがリソースへの完全な管理ア
クセスを許可するとします。すると、AWS アカウント で、プリンシパルへの完全アクセス、読み取り専
用アクセス、またはその他の部分的なアクセスを委任できます。また、リソースベースのポリシーでリ
ストアクセス許可のみが許可される場合は、リストアクセスのみを委任できます。アカウントが保持し
ているものよりも多くのアクセス許可を委任しようとしても、プリンシパルが保持できるのは一覧表示
アクセスのみになります。ポリシーを IAM ID にアタッチする方法については、「IAM ポリシーを管理す
る (p. 513)」を参照してください。

Note

IAM ロールとリソースベースのポリシーは、単一のパーティション内のアカウント間でのみアク
セスを委任します。たとえば、標準 aws パーティションのアカウントと aws-cn パーティション
のアカウントの間にクロスアカウントアクセスを追加することはできません。

たとえば、AccountA と AccountB を管理するとします。AccountAには、BucketA という名前の 
Amazon S3 バケットがあります。AccountB のすべてのプリンシパルにバケット内のオブジェクトへのフ
ルアクセスを許可するリソースベースのポリシーを BucketA にアタッチします。プリンシパルは、その
バケット内の任意のオブジェクトを作成、読み取り、または削除できます。AccountB では、User2 とい
う名前の IAM ユーザーにポリシーをアタッチします。このポリシーにより、ユーザーは BucketA 内のオ
ブジェクトへの読み取り専用アクセスを許可します。つまり、User2 はオブジェクトを表示できますが、
作成、編集、削除はできません。
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1. AccountA は、リソースベースのポリシーで AccountB をプリンシパルとして命名することによ
り、BucketA へのフルアクセスを AccountB 許可します。その結果、AccountB は BucketA で任意
のアクションを実行する権限を与えられ、AccountB 管理者は AccountB のユーザーにアクセス権を
委任できます。

2. AccountB ルートユーザーには、アカウントに付与されるすべてのアクセス許可があります。したがっ
て、ルートユーザーには BucketA へのフルアクセス権があります。

3. AccountB 管理者は User1 へのアクセス権を付与しません。デフォルトでは、ユーザーには明示的に
付与されている以外のアクセス許可はありません。したがって、User1 は BucketA にアクセスできま
せん。

4. AccountB 管理者は、BucketA への User2 読み取り専用アクセスを許可 します。User2 はバケット
内のオブジェクトを表示できます。AccountB が委任できるアクセスの最大レベルは、アカウントに付
与されるアクセスレベルです。この場合、リソースベースのポリシーでは AccountB への完全アクセス
権が付与されますが、User2 は読み取り専用アクセス権のみが付与されます。

IAM では、プリンシパルがリクエストを行った時点でプリンシパルのアクセス許可が評価されます。した
がって、ワイルドカード (*) を使用してリソースへのフルアクセスをユーザーに付与すると、プリンシパ
ルは AWS アカウント がアクセスできるすべてのリソースにアクセスできます。これは、ユーザーのポリ
シーの作成後に追加またはアクセスを得るリソースに対しても当てはまります。

前の例では、AccountB がすべてのアカウントのすべてのリソースへのフルアクセスを許可する User2
にポリシーをアタッチした場合、User2 は AccountB にアクセスできるすべてのリソースに自動的にア
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クセスできます。これには、BucketA アクセスと AccountA のリソースベースのポリシーによって付与
されたその他のリソースへのアクセスが含まれます。

Important

信頼できるエンティティにだけアクセスを付与し、必要最少レベルのアクセスを提供します。信
頼されたエンティティが他の AWS アカウント である場合、そのアカウントは属しているすべて
の IAM ユーザーにアクセス許可を委任できます。信頼された AWS アカウント は、アクセス権を
付与された範囲でのみアクセス権を委任できますが、アカウント自身に付与された範囲を超える
アクセス権を委任することはできません。

権限、ポリシー、ポリシーを作成するのに使用するアクセス許可ポリシー言語の詳細については、「AWS 
リソースの アクセス管理 (p. 416)」を参照してください。

IAM リソースのタグ付け
タグは、ユーザーが AWS リソースに割り当てることのできるカスタム属性ラベルです。各 タグは 2 つの
部分で構成されます:

• タグキー (例: CostCenter、Environment、Project、Purpose)。タグキーでは、大文字と小文字が
区別されます。

• タグ値として知られるオプションのフィールド (例、 111122223333、Production、チーム名など)。
タグ値を省略すると、空の文字列を使用した場合と同じになります。タグキーと同様に、タグ値は大文
字と小文字が区別されます。

これらは共にキーバリューのペアと呼ばれます。IAM リソースで使用できるタグの数の制限については、
「IAM クォータおよび AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限 (p. 1131)」を参照してくだ
さい。

タグを使用すると、AWS リソースの特定と整理に役立ちます。多くの AWS のサービスではタグ付けがサ
ポートされるため、さまざまなサービスからリソースに同じタグを割り当てて、リソースの関連を示すこ
とができます。例えば、Amazon S3 バケットに割り当てたタグと同じタグを IAM ロールに割り当てるこ
とができます。タグ付け戦略の詳細については、ユーザーガイドの「AWS リソースのタグ付け」を参照し
てください。

IAM リソースの特定、整理、追跡に加え、IAM ポリシーのタグを使って、リソースを表示および操作で
きるユーザーを制御することもできます。タグを使用したアクセスの制御については、「タグを使用した 
IAM ユーザーおよびロールへのアクセスとそのユーザーおよびロールのアクセスの制御 (p. 455)」を参照
してください。

AWS STS のタグを使用して、ロールを引き受けるとき、またはユーザーをフェデレートするときに
カスタム属性を追加することもできます。詳細については、「AWS STS でのセッションタグの受け渡
し (p. 346)」を参照してください。

AWS タグ命名規則を選択する
IAM リソースにタグをアタッチする際は、タグの命名規則を慎重に選択します。すべての AWS タグに同
じ規則を適用します。ポリシーでタグを使用して AWS リソースへのアクセスを制御する場合、これは特
に重要です。AWS のタグをすでに使用している場合は、命名規則を確認し、必要に応じて調整します。

Note

アカウントが AWS Organizations のメンバーである場合、「Organizations ユーザーガイド」の
「Tag policies」(タグポリシー) を参照し、Organizations でタグを使用する方法についてご確認
ください。
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タグの命名に関するベストプラクティス
ここでは、タグの命名規則に関するベストプラクティスについて説明します。

AWS タグの名前は大文字と小文字が区別されるので、一貫して使用するようにしてください。たとえば、
タグ CostCenter とタグ costcenter は別のものです。一方は財務分析とレポート用のコスト配分タ
グとして設定され、もう一方はそうではないかもしれません。同様に、Name タグは多くのリソース用の 
AWS コンソールで目にしますが、name タグはそうではありません。

いくつかのタグは AWS により事前に定義されています。また、さまざまな AWS のサービスによって自
動的に作成されます。多くの場合、AWS で定義されるタグの名前はすべて小文字で、名前に含まれる単語
はハイフンで区切られ、タグのソースサービスを識別するプレフィックスが付きます。例:

• aws:ec2spot:fleet-request-id のタグは、インスタンスを起動した Amazon EC2 スポットインス
タンスリクエストを識別します。

• aws:cloudformation:stack-name のタグは、リソースを作成した AWS CloudFormation スタック
を識別します。

• elasticbeanstalk:environment-name のタグは、リソースを作成したアプリケーションを識別し
ます。

タグの名前を付ける際は、すべて小文字を使用し、単語はハイフンで区切り、組織名や略称を識別するプ
レフィックスを付けることを検討してください。例えば、AnyCompany という名前の架空の会社の場合で
は、次のようにタグを定義できます。

• anycompany:cost-center のタグは、内部のコストセンターのコードを識別するのに使用
• anycompany:environment-type のタグは、開発、テスト、本番のいずれの環境であるかを識別する

のに使用
• anycompany:application-id のタグは、リソースが作成されたアプリケーションを識別するのに使

用

プレフィックスを付けることで、自分の組織が定義したタグだということが明確に識別で
き、AWS または使用中のサードパーティーのツールにより定義されたタグではないことが
わかります。すべて小文字を使用し、単語をハイフンで区切ることにより、タグ名に大文字
を使用した場合の混乱を避けることができます。例えば、anycompany:project-id の方
が、ANYCOMPANY:ProjectID、anycompany:projectID、Anycompany:ProjectId よりも覚えるの
が簡単です。

IAM および AWS STS でのタグ付けの規則
IAM および AWS STS でのタグの作成と適用を管理する多数の規則。

命名タグ
IAM リソース、AWS STS assume-role セッション、AWS STS フェデレーションユーザーセッションのタ
グ命名規則を作成するときは、次の規則に従います。

文字の要件 – タグキーバリューには、文字、数字、空白、記号 (_ . : / = + - @) の任意の組み合わせを使用
できます。

大文字と小文字の区別 – タグキーの大文字と小文字の区別は、タグ付けされた IAM リソースの種類によっ
て変わります。IAM ユーザーとロールのタグキーバリューのペアでは、大文字と小文字は区別されません
が、大文字と小文字は維持されます。つまり、Department と department のタグキーを別々に持つこ
とはできません。Department=finance タグでユーザーをタグ付けし、department=hr タグを追加す
ると、最初のタグが置き換えられます。2 番目のタグは追加されません。
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他の IAM リソースタイプでは、タグキーバリューでは大文字と小文字が区別されます。つま
り、Costcenter と costcenter タグキーとを個別に使用できます。例えば、カスタマー管理ポリシー
に Costcenter = 1234 タグを付け、costcenter = 5678 タグを追加すると、そのポリシーには
Costcenter と costcenter タグキーの両方が表示されます。

ベストプラクティスとしては、大文字と小文字の扱いに一貫性がない場合は、同様のタグを使用しないこ
とを推奨します。タグに大文字を使用する場合の戦略を決定し、その戦略をすべてのリソースタイプにわ
たって一貫して実装することを推奨します。タグ付けのベストプラクティスの詳細については、「AWS 全
般のリファレンス」の「AWS リソースのタグ付け」を参照してください。

IAM リソースにアタッチされているタグキーの、大文字と小文字の区別の差異を次に示します。

タグキーバリューでは大文字と小文字が区別されません。

• IAM ロール
• IAM ユーザー

タグキーバリューでは大文字と小文字が区別されます。

• カスタマー管理ポリシー
• インスタンスプロファイル
• OpenID Connect ID プロバイダー
• SAML ID プロバイダー
• サーバー証明書
• 仮想 MFA デバイス

加えて、次のルールが適用されます。

• テキスト aws: から開始するタグキーや値を作成することはできません。このタグプレフィックスは 
AWS 社内使用のために予約されています。

• 空の値 (例: phoneNumber = ) を含むタグを作成することができます。空のタグキーを作成することは
できません。

• 1 つのタグで複数の値を指定することはできませんが、カスタムの複数値構造を 1 つの値で作成する
ことができます。たとえば、ユーザー Zhang がエンジニアリングチーム、QA チームで働いている
とします。team = Engineering タグ、team = QA タグの順にアタッチする場合は、タグの値を
Engineering から QA に変更します。代わりに、カスタム区切り文字を使用して 1 つのタグに複数の
値を含めることができます。この例では、team = Engineering:QA タグを Zhang にアタッチしま
す。

Note

team タグを使用して、この例のエンジニアへのアクセスを制御するには、Engineering を
含む可能性のある各設定を許可するポリシー (例: Engineering:QA) を作成する必要がありま
す。ポリシーのタグの使用の詳細については、「タグを使用した IAM ユーザーおよびロールへ
のアクセスとそのユーザーおよびロールのアクセスの制御 (p. 455)」を参照してください。

タグの適用と編集
タグを IAM リソースにアタッチするときは、次の規則に従います。

• ほとんどの IAM リソースにはタグを付けられますが、グループ、引き受け済みのロール、アクセスレ
ポート、ハードウェアベース MFA デバイスにはタグを付けることができません。

• タグエディタを使って IAM リソースにタグ付けすることはできません。タグエディタは IAM タグを
サポートしていません。他のサービスでのタグエディタの使用の詳細については、「AWS Resource 
Groups ユーザーガイド」の「タグエディタでの作業」を参照してください。
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• IAM リソースにタグ付けするには、特定のアクセス許可が必要です。リソースにタグを付ける、または
タグを解除するには、タグを一覧表示するアクセス許可も必要です。詳細については、このページの最
後にある各 IAM リソースのトピックのリストを参照してください。

• AWS アカウントの IAM リソースの数とサイズには制限があります。詳細については、「IAM クォータ
および AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限 (p. 1131)」を参照してください。

• 同じタグを複数の IAM リソースに適用することができます。たとえば、AWS_Development
という名前の部門に 12 人のメンバーがあるとします。12 人のユーザーと、department
のタグキー、awsDevelopment の値を持つロールを持つことができます (department = 
awsDevelopment)。また、タグ付けをサポートする他のサービス (p. 1137)のリソースで同じタグを使
用することもできます。

• IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) は、タグキーが同じである複数のインスタンスを持つことは
できません。たとえば、タグのキーバリューのペア costCenter = 1234 を含むユーザーがいる場合
は、タグキーバリューのペア costCenter = 5678 をアタッチできます。IAM は、costCenter タグ
の値を 5678 に更新します。

• IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) にアタッチされているタグを編集するには、新しい値のタ
グをアタッチして、既存のタグを上書きします。例えば、タグのキーバリューのペア department 
= Engineering を持つユーザーがいるとします。そのユーザーを QA 部門に移動させる必要があ
る場合、department = QA タグのキーバリューのペアをこのユーザーにアタッチします。その結
果、department タグキーの Engineering 値は、QA 値に置き換わります。

トピック
• IAM ユーザーのタグ付け (p. 330)
• IAM ロールのタグ付け (p. 332)
• カスタマー管理ポリシーのタグ付け (p. 335)
• IAM ID プロバイダーのタグ付け (p. 337)
• Amazon EC2 ロール用のインスタンスプロファイルのタグ付け (p. 341)
• サーバー証明書のタグ付け (p. 343)
• 仮想 MFA デバイスのタグ付け (p. 345)
• AWS STS でのセッションタグの受け渡し (p. 346)

IAM ユーザーのタグ付け
IAM タグのキーバリューのペアを使用することで、 ユーザーにカスタム属性を追加できます。たとえば、
位置情報をユーザーに追加するには、タグキー location とタグ値 us_wa_seattle を追加できます。
または、3 つの位置のタグのキーバリューのペアを使用できます (loc-country = us、loc-state = 
wa、loc-city = seattle)。タグを使用することにより、リソースへのユーザーアクセスや、ユーザー
にアタッチできるタグを、制御できます。タグを使用したアクセスの制御については、「タグを使用した 
IAM ユーザーおよびロールへのアクセスとそのユーザーおよびロールのアクセスの制御 (p. 455)」を参照
してください。

AWS STS のタグを使用して、ロールを引き受けるとき、またはユーザーをフェデレートするときに
カスタム属性を追加することもできます。詳細については、「AWS STS でのセッションタグの受け渡
し (p. 346)」を参照してください。

IAM ユーザーのタグ付けに必要なアクセス許可
IAM ユーザーに、他のユーザーへのタグ付けを許可するには、アクセス許可を設定する必要がありま
す。IAM ポリシーの次の IAM タグアクションのいずれかまたはすべてを指定することができます。

• iam:ListUserTags
• iam:TagUser
• iam:UntagUser
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IAM ユーザーに、特定のユーザーへのタグの追加、一覧表示、または削除を許可するには

タグを管理する必要のある IAM ユーザーのアクセス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加しま
す。アカウント番号を使用し、<username> を、タグの管理が必要とされているユーザーの名前に置き
換えます。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方法については、「the 
section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してください。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListUserTags", 
        "iam:TagUser", 
        "iam:UntagUser" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
}

IAM ユーザーにタグの自己管理を許可するには

独自のタグの管理をユーザーに許可するアクセス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加します。
この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方法については、「the section 
called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してください。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListUserTags", 
        "iam:TagUser", 
        "iam:UntagUser" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::user/${aws:username}"
}

IAM ユーザーに、特定のユーザーへのタグの追加を許可するには

特定のユーザーのタグを追加する必要はあるが、削除やタグ付けは不要な IAM ユーザーのアクセス許可ポ
リシーに、以下のステートメントを追加します。

Note

iam:TagUser アクションには、iam:ListUserTags アクションも含める必要があります。

このポリシーを使用するには、<username> を、タグの管理が必要とされているユーザーの名前に置き
換えます。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方法については、「the 
section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してください。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListUserTags", 
        "iam:TagUser" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
}

または、IAMFullAccess などの AWS 管理ポリシーを使用して、IAM へのフルアクセスを付与することも
できます。

IAM ユーザーのタグの管理 (コンソール)
IAM ユーザーのタグを AWS Management Console から管理できます。
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ユーザーのタグを管理するには (コンソール)

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

2. コンソールのナビゲーションペインで、[Users (ユーザー)] を選択し、編集するユーザーの名前を選択
します。

3. [タグ] タブを選択し、以下のいずれかのアクションを完了します。

• ユーザーがまだタグがない場合は、[新しいタグを追加] を選択します。
• [Manage tags] (タグを管理) を選択して、既存のタグセットを管理します。

4. タグのセットを完了するには、タグを追加または削除します。次に、[Save changes] (変更の保存) を
選択します。

IAM ユーザーのタグの管理 ( AWS CLI または AWS API)
IAM ユーザーのタグを一覧表示、アタッチ、または削除できます。IAM ユーザーのタグを管理するに
は、AWS CLI または AWS API を使用します。

IAM ユーザーに現在アタッチされているタグを一覧表示するには (AWS または AWS CLI API)

• AWS CLI: aws iam list-user-tags
• AWS API: ListUserTags

タグを IAM ユーザーにアタッチするには (AWS CLI または AWS API)

• AWS CLI: aws iam tag-user
• AWS API: TagUser

IAM ユーザーからタグを削除するには (AWS CLI または AWS API)

• AWS CLI: aws iam untag-user
• AWS API: UntagUser

他の AWS サービスのリソースにタグをアタッチする方法については、これらのサービスのドキュメント
を参照してください。

IAM を使用して、タグで詳細なアクセスを許可する設定については、「IAM ポリシーの要素: 変数とタ
グ (p. 1211)」を参照してください。

IAM ロールのタグ付け
IAM タグのキーバリューのペアを使用することで、IAM ロールにカスタム属性を追加できます。例えば、
位置情報をロールに追加するには、タグキー location とタグ値 us_wa_seattle を追加します。ま
たは、3 つの位置のタグのキーバリューのペアを使用できます (loc-country = us、loc-state = 
wa、loc-city = seattle)。タグを使用することにより、リソースへのロールのアクセスや、ロール
にアタッチできるタグを、制御できます。タグを使用したアクセスの制御については、「タグを使用した 
IAM ユーザーおよびロールへのアクセスとそのユーザーおよびロールのアクセスの制御 (p. 455)」を参照
してください。

AWS STS のタグを使用して、ロールを引き受けるとき、またはユーザーをフェデレートするときに
カスタム属性を追加することもできます。詳細については、「AWS STS でのセッションタグの受け渡
し (p. 346)」を参照してください。
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IAM ロールのタグ付けに必要なアクセス許可
IAM ロールに、他のエンティティ (ユーザーまたはロール) へのタグ付けを許可するには、アクセス許可を
設定する必要があります。IAM ポリシーの次の IAM タグアクションのいずれかまたはすべてを指定するこ
とができます。

• iam:ListRoleTags
• iam:TagRole
• iam:UntagRole
• iam:ListUserTags
• iam:TagUser
• iam:UntagUser

IAM ロールに、特定のユーザーへのタグの追加、一覧表示、または削除を許可するには

タグを管理する必要のある IAM ロールのアクセス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加します。
アカウント番号を使用し、<username> を、タグの管理が必要とされているユーザーの名前に置き換えま
す。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方法については、「the section 
called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してください。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListUserTags", 
        "iam:TagUser", 
        "iam:UntagUser" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
}

IAM ロールに、特定のユーザーへのタグの追加を許可するには

特定のユーザーのタグを追加する必要はあるが、削除やタグ付けは不要な IAM ロールのアクセス許可ポリ
シーに、以下のステートメントを追加します。

Note

iam:TagRole アクションには、iam:ListRoleTags アクションも含める必要があります。

このポリシーを使用するには、<username> を、タグの管理が必要とされているユーザーの名前に置き
換えます。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方法については、「the 
section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してください。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListUserTags", 
        "iam:TagUser" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:user/<username>"
}

IAM ロールに、特定のロールへのタグの追加、一覧表示、または削除を許可するには

タグを管理する必要のある IAM ロールのアクセス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加しま
す。<rolename> を、タグの管理が必要とされているロールの名前に置き換えます。この例の JSON ポリ
シードキュメントを使用してポリシーを作成する方法については、「the section called “JSON エディター
を使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してください。
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{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListRoleTags", 
        "iam:TagRole", 
        "iam:UntagRole" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:role/<rolename>"
}

または、IAMFullAccess などのAWS 管理ポリシーを使用して、IAM へのフルアクセスを付与することもで
きます。

IAM ロールのタグの管理 (コンソール)
IAM ロールのタグを AWS Management Console から管理できます。

ロールのタグを管理するには (コンソール)

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

2. コンソールのナビゲーションペインで、ロール を選択し、編集するロールの名前を選択します。
3. [タグ] タブを選択し、以下のいずれかのアクションを完了します。

• ロールにまだタグがない場合は、[Add new tag] (新しいタグを追加) を選択します。
• [Manage tags] (タグを管理) を選択して、既存のタグセットを管理します。

4. タグのセットを完了するには、タグを追加または削除します。次に、[Save changes] (変更の保存) を
選択します。

IAM ロールのタグの管理 (AWS CLI または AWS API)
IAM ロールのタグを一覧表示、アタッチ、または削除できます。IAM ロールのタグ付けを管理するに
は、AWS CLI または AWS API を使用します。

IAM ロール (AWS CLI または AWS API) に現在アタッチされているタグを一覧表示するには

• AWS CLI: aws iam list-role-tags
• AWS API: ListRoleTags

タグを IAM ロール (AWS CLI または AWS API) にアタッチするには

• AWS CLI: aws iam tag-role
• AWS API: TagRole

IAM ロール (AWS CLI または AWS API) からタグを削除するには

• AWS CLI: aws iam untag-role
• AWS API: UntagRole

他の AWS サービスのリソースにタグをアタッチする方法については、これらのサービスのドキュメント
を参照してください。

IAM を使用して、タグで詳細なアクセスを許可する設定については、「IAM ポリシーの要素: 変数とタ
グ (p. 1211)」を参照してください。
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カスタマー管理ポリシーのタグ付け
IAM タグのキーバリューのペアを使用することにより、カスタム属性をカスタマー管理ポリシーに追加
できます。例えば、部門情報を使用してポリシーにタグを付けるには、タグキーと Department とタグ
値 eng を追加します。あるいは、ポリシーにタグを付けて、特定の環境 (Environment = lab など) 向
けであることを示すこともできます。リソースへのアクセスを制御したり、どのタグをリソースにアタッ
チできるかを制御したりするために、タグを使用します。タグを使用したアクセスの制御については、
「タグを使用した IAM ユーザーおよびロールへのアクセスとそのユーザーおよびロールのアクセスの制
御 (p. 455)」を参照してください。

AWS STS のタグを使用して、ロールを引き受けるとき、またはユーザーをフェデレートするときに
カスタム属性を追加することもできます。詳細については、「AWS STS でのセッションタグの受け渡
し (p. 346)」を参照してください。

カスタマー管理ポリシーのタグ付けに必要なアクセス許可
IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) に、カスタマー管理ポリシーへのタグ付けを許可するには、ア
クセス許可を設定する必要があります。IAM ポリシーの次の IAM タグアクションのいずれかまたはすべて
を指定することができます。

• iam:ListPolicyTags
• iam:TagPolicy
• iam:UntagPolicy

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) にカスタマー管理ポリシーへのタグの追加、一覧表示、削除を
許可するには

タグを管理する必要のある IAM エンティティのアクセス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加し
ます。アカウント番号を使用し、<policyname> を、タグの管理が必要とされているポリシーの名前に置
き換えます。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方法については、「the 
section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してください。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListPolicyTags", 
        "iam:TagPolicy", 
        "iam:UntagPolicy" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:policy/<policyname>"
}

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) に特定のカスタマー管理ポリシーへのタグの追加を許可するに
は

特定のポリシーのタグを追加する必要はあるが、削除は不要である IAM エンティティのアクセス許可ポリ
シーに、以下のステートメントを追加します。

Note

iam:TagPolicy アクションには、iam:ListPolicyTags アクションも含める必要がありま
す。

このポリシーを使用するには、<policyname> を、タグの管理が必要とされているポリシーの名前に置き
換えます。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方法については、「the 
section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してください。
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{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListPolicyTags", 
        "iam:TagPolicy" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:policy/<policyname>"
}

または、IAMFullAccess などの AWS 管理ポリシーを使用して、IAM へのフルアクセスを付与することも
できます。

IAM カスタマー管理ポリシーのタグの管理 (コンソール)
IAM カスタマー管理ポリシーのタグは、AWS Management Console から管理できます。

カスタマー管理ポリシーのタグを管理するには (コンソール)

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

2. コンソールのナビゲーションペインで、[Policies (ポリシー)] を選択し、続いて編集するカスタマー管
理ポリシーの名前を選択します。

3. [タグ] タブを選択し、[タグを管理] を選択します。
4. タグのセットを完了するには、タグを追加または削除します。次に、[Save changes] (変更の保存) を

選択します。

IAM カスタマー管理ポリシーのタグの管理 (AWS CLI または 
AWS API)
IAM カスタマー管理ポリシーのタグを一覧表示、アタッチ、または削除することができます。IAM カスタ
マー管理ポリシーのタグを管理するには、AWS CLI または AWS API を使用します。

IAM カスタマー管理ポリシーに現在アタッチされているタグを一覧表示するには (AWS CLI また
は AWS API)

• AWS CLI: aws iam list-policy-tags
• AWS API: ListPolicyTags

IAM カスタマー管理ポリシーにタグをアタッチするには (AWS CLI または AWS API)

• AWS CLI: aws iam tag-policy
• AWS API: TagPolicy

IAM カスタマー管理ポリシーからタグを削除するには (AWS CLI または AWS API)

• AWS CLI: aws iam untag-policy
• AWS API: UntagPolicy

他の AWS サービスのリソースにタグをアタッチする方法については、これらのサービスのドキュメント
を参照してください。

IAM を使用して、タグで詳細なアクセスを許可する設定については、「IAM ポリシーの要素: 変数とタ
グ (p. 1211)」を参照してください。
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IAM ID プロバイダーのタグ付け
IAM タグのキーバリューのペアを使用することで、 ID プロバイダー (IdP) にカスタム属性を追加できま
す。

AWS STS のタグを使用して、ロールを引き受けるとき、またはユーザーをフェデレートするときに
カスタム属性を追加することもできます。詳細については、「AWS STS でのセッションタグの受け渡
し (p. 346)」を参照してください。

IAM の IdP のタグ付けについては、次のセクションを参照してください。

トピック
• OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーのタグ付け (p. 337)
• IAM SAML ID プロバイダーのタグ付け (p. 339)

OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーのタグ付け
IAM タグキーバリューを使用することで、IAM OpenID Connect (OIDC) ID プロバイダーにカスタム属性を
追加できます。例えば、OIDC ID プロバイダーを特定するには、タグキー google とタグ値 oidc を追加
します。リソースへのアクセスを制御したり、どのタグをオブジェクトにアタッチできるかを制御したり
するために、タグを使用します。タグを使用したアクセスの制御については、「タグを使用した IAM ユー
ザーおよびロールへのアクセスとそのユーザーおよびロールのアクセスの制御 (p. 455)」を参照してくだ
さい。

IAM OIDC ID プロバイダーのタグ付けに必要なアクセス許可

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) に IAM OIDC ID プロバイダーへのタグ付けを許可するには、
アクセス許可を設定する必要があります。IAM ポリシーの次の IAM タグアクションのいずれかまたはすべ
てを指定することができます。

• iam:ListOpenIDConnectProviderTags
• iam:TagOpenIDConnectProvider
• iam:UntagOpenIDConnectProvider

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) に IAM OIDC ID プロバイダーへのタグの追加、一覧表示、削
除を許可するには

タグを管理する必要のある IAM エンティティのアクセス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加し
ます。アカウント番号を使用し、<OIDCProviderName> を、タグの管理が必要とされている OIDC プロ
バイダーの名前に置き換えます。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方
法については、「the section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照して
ください。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListOpenIDConnectProviderTags", 
        "iam:TagOpenIDConnectProvider", 
        "iam:UntagOpenIDConnectProvider" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:oidc-provider/<OIDCProviderName>"
}

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) に、特定の IAM OIDC ID プロバイダーへのタグの追加を許可
するには
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特定の ID プロバイダーのタグを追加する必要はあるが、削除やタグ付けは不要である IAM エンティティ
のアクセス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加します。

Note

iam:TagOpenIDConnectProvider アクションに
は、iam:ListOpenIDConnectProviderTags アクションも含める必要があります。

このポリシーを使用するには、<OIDCProviderName> を、タグの管理が必要とされている OIDC プロバ
イダーの名前に置き換えます。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方法
については、「the section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してく
ださい。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListOpenIDConnectProviderTags", 
        "iam:TagOpenIDConnectProvider" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:oidc-provider/<OIDCProviderName>"
}

または、IAMFullAccess などの AWS 管理ポリシーを使用して、IAM へのフルアクセスを付与することも
できます。

IAM OIDC ID プロバイダーのタグの管理 (コンソール)
IAM OIDC ID プロバイダーのタグは AWS Management Console から管理できます。

Note

タグは、新しい ID プロバイダーのコンソールエクスペリエンスを使って管理します。

OIDC ID プロバイダーのタグを管理するには (コンソール)

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

2. コンソールのナビゲーションペインで [Identity providers (ID プロバイダー)] を選択し、編集する ID プ
ロバイダーの名前を選択します。

3. [Tags (タグ)] セクションで、[Manage tags (タグの管理)] を選択し、次のいずれかのアクションを実行
します。

• OIDC ID プロバイダーにまだタグがない場合、または新しいタグを追加する場合は、[Add tag (タグ
の追加)] を選択します。

• 既存のタグキーバリューを編集します。
• タグを削除するには、[Remove tag (タグの削除)] を選択します。

4. 次に、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

IAM OIDC ID プロバイダーのタグの管理 (AWS CLI または AWS API)
OIDC ID プロバイダーのタグを一覧表示、アタッチ、または削除することができます。IAM OIDC ID プロ
バイダーのタグを管理するには、AWS CLI または AWS API を使用します。

IAM OIDC ID プロバイダーに現在アタッチされているタグを一覧表示するには (AWS CLI または 
AWS API)

• AWS CLI: aws iam list-open-id-connect-provider-tags
• AWS API: ListOpenIDConnectProviderTags
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IAM OIDC ID プロバイダーにタグをアタッチするには (AWS CLI または AWS API)

• AWS CLI: aws iam tag-open-id-connect-provider
• AWS API: TagOpenIDConnectProvider

IAM OIDC ID プロバイダーのタグを削除するには (AWS CLI または AWS API)

• AWS CLI: aws iam untag-open-id-connect-provider
• AWS API: UntagOpenIDConnectProvider

他の AWS サービスのリソースにタグをアタッチする方法については、これらのサービスのドキュメント
を参照してください。

IAM を使用して、タグで詳細なアクセスを許可する設定については、「IAM ポリシーの要素: 変数とタ
グ (p. 1211)」を参照してください。

IAM SAML ID プロバイダーのタグ付け
IAM タグのキーバリューのペアを使用することで、SAML プロバイダーにカスタム属性を追加できます。
例えば、プロバイダーを特定するには、タグキー okta とタグ値 saml を追加します。リソースへのアク
セスを制御したり、どのタグをオブジェクトにアタッチできるかを制御したりするために、タグを使用し
ます。タグを使用したアクセスの制御については、「タグを使用した IAM ユーザーおよびロールへのアク
セスとそのユーザーおよびロールのアクセスの制御 (p. 455)」を参照してください。

SAML ID プロバイダーのタグ付けに必要なアクセス許可

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) に SAML 2.0 ベースの ID プロバイダー (IdP) へのタグ付けを許
可するには、アクセス許可を設定する必要があります。IAM ポリシーの次の IAM タグアクションのいずれ
かまたはすべてを指定することができます。

• iam:ListSAMLProviderTags
• iam:TagSAMLProvider
• iam:UntagSAMLProvider

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) に SAML ID プロバイダーへのタグの追加、一覧表示、削除を
許可するには

タグを管理する必要のある IAM エンティティのアクセス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加し
ます。アカウント番号を使用し、<SAMLProviderName> を、タグの管理が必要とされている SAML プロ
バイダーの名前に置き換えます。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方
法については、「the section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照して
ください。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListSAMLProviderTags", 
        "iam:TagSAMLProvider", 
        "iam:UntagSAMLProvider" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:saml-provider/<SAMLProviderName>"
}

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) に、特定の SAML ID プロバイダーへのタグの追加を許可する
には
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特定の SAML プロバイダーのタグを追加する必要はあるが、削除やタグ付けは不要である IAM エンティ
ティのアクセス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加します。

Note

iam:TagSAMLProvider アクションには、iam:ListSAMLProviderTags アクションも含める
必要があります。

このポリシーを使用するには、<SAMLProviderName> を、タグの管理が必要とされている SAML プロバ
イダーの名前に置き換えます。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方法
については、「the section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してく
ださい。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListSAMLProviderTags", 
        "iam:TagSAMLProvider" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:saml-provider/<SAMLProviderName>"
}

または、IAMFullAccess などの AWS 管理ポリシーを使用して、IAM へのフルアクセスを付与することも
できます。

IAM SAML ID プロバイダーのタグの管理 (コンソール)
IAM SAML ID プロバイダーのタグは AWS Management Console から管理できます。

Note

タグは、新しい ID プロバイダーのコンソールエクスペリエンスを使って管理します。

SAML ID プロバイダーのタグを管理するには (コンソール)

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

2. コンソールのナビゲーションペインで [Identity providers (ID プロバイダー)] を選択し、編集する
SAML ID プロバイダーの名前を選択します。

3. [Tags (タグ)] セクションで、[Manage tags (タグの管理)] を選択し、次のいずれかのアクションを実行
します。

• SAML ID プロバイダーにまだタグがない場合、または新しいタグを追加する場合は、[Add tag (タグ
の追加)] を選択します。

• 既存のタグキーバリューを編集します。
• タグを削除するには、[Remove tag (タグの削除)] を選択します。

4. タグのセットを完了するには、タグを追加または削除します。次に、[Save changes] (変更の保存) を
選択します。

IAM SAML ID プロバイダーのタグの管理 (AWS CLI または AWS API)
IAM SAML ID プロバイダーのタグを一覧表示、アタッチ、または削除することができます。IAM SAML ID 
プロバイダーのタグを管理するには、AWS CLI または AWS API を使用します。

SAML ID プロバイダーに現在アタッチされているタグを一覧表示するには (AWS CLI または 
AWS API)

• AWS CLI: aws iam list-saml-provider-tags
• AWS API: ListSAMLProviderTags
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SAML ID プロバイダーにタグをアタッチするには (AWS CLI または AWS API)

• AWS CLI: aws iam tag-saml-provider
• AWS API: TagSAMLProvider

SAML ID プロバイダーのタグを削除するには (AWS CLI または AWS API)

• AWS CLI: aws iam untag-saml-provider
• AWS API: UntagSAMLProvider

他の AWS サービスのリソースにタグをアタッチする方法については、これらのサービスのドキュメント
を参照してください。

IAM を使用して、タグで詳細なアクセスを許可する設定については、「IAM ポリシーの要素: 変数とタ
グ (p. 1211)」を参照してください。

Amazon EC2 ロール用のインスタンスプロファイルの
タグ付け
Amazon EC2 インスタンスを起動するときに、そのインスタンスに関連付ける IAM ロールを指定します。
インスタンスプロファイルは IAM ロールのコンテナであり、インスタンスの起動時に Amazon EC2 イン
スタンスにロール情報を渡すために使用できます。インスタンスプロファイルにタグを付けることができ
るのは、AWS CLI または AWS API を使用しているときです。

IAM タグのキーバリューのペアを使用することで、インスタンスプロファイルにカスタム属性を追加でき
ます。例えば、インスタンスプロファイルに部門情報を追加するには、タグキー access-team とタグ値
eng を追加します。これにより、一致するタグを持つプリンシパルは、同じタグを持つインスタンスプロ
ファイルにアクセスできるようになります。複数のタグのキーバリューのペアを使用して、チームとプロ
ジェクト、access-team = eng  と project = peg を指定できます。タグを使用することにより、リ
ソースへのユーザーアクセスや、ユーザーにアタッチできるタグを、制御できます。タグを使用したアク
セスの制御については、「タグを使用した IAM ユーザーおよびロールへのアクセスとそのユーザーおよび
ロールのアクセスの制御 (p. 455)」を参照してください。

AWS STS のタグを使用して、ロールを引き受けるとき、またはユーザーをフェデレートするときに
カスタム属性を追加することもできます。詳細については、「AWS STS でのセッションタグの受け渡
し (p. 346)」を参照してください。

インスタンスプロファイルのタグ付けに必要なアクセス許可
IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) にインスタンスプロファイルへのタグ付けを許可するには、ア
クセス許可を設定する必要があります。IAM ポリシーの次の IAM タグアクションのいずれかまたはすべて
を指定することができます。

• iam:ListInstanceProfileTags
• iam:TagInstanceProfile
• iam:UntagInstanceProfile

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) にインスタンスプロファイルへのタグの追加、一覧表示、削除
を許可するには

タグを管理する必要のある IAM エンティティのアクセス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加し
ます。アカウント番号を使用し、<InstanceProfileName> を、タグの管理が必要とされているインス
タンスプロファイルの名前に置き換えます。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを
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作成する方法については、「the section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」
を参照してください。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListInstanceProfileTags", 
        "iam:TagInstanceProfile", 
        "iam:UntagInstanceProfile" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:instance-profile/<InstanceProfileName>"
}

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) にインスタンスプロファイルへのタグの追加を許可するには

特定のインスタンスプロファイルのタグを追加する必要はあるが、削除は不要である IAM エンティティの
アクセス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加します。

Note

iam:TagInstanceProfile アクションには、iam:ListInstanceProfileTags アクション
も含める必要があります。

このポリシーを使用するには、<InstanceProfileName> を、タグの管理が必要とされているインスタ
ンスプロファイルの名前に置き換えます。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作
成する方法については、「the section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を
参照してください。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListInstanceProfileTags", 
        "iam:TagInstanceProfile" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:instance-profile/<InstanceProfileName>"
}

または、IAMFullAccess などの AWS 管理ポリシーを使用して、IAM へのフルアクセスを付与することも
できます。

インスタンスプロファイルのタグの管理 (AWS CLI または AWS 
API)
インスタンスプロファイルのタグを一覧表示、アタッチ、または削除することができます。AWS CLI また
は AWS API を使用して、インスタンスプロファイルのタグ付けを管理できます。

インスタンスプロファイルに現在アタッチされているタグを一覧表示するには (AWS CLI または 
AWS API)

• AWS CLI: aws iam list-instance-profile-tags
• AWS API: ListInstanceProfileTags

インスタンスプロファイルにタグをアタッチするには (AWS CLI または AWS API)

• AWS CLI: aws iam tag-instance-profile
• AWS API: TagInstanceProfile
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インスタンスプロファイルからタグを削除するには (AWS CLI または AWS API)

• AWS CLI: aws iam untag-instance-profile
• AWS API: UntagInstanceProfile

他の AWS サービスのリソースにタグをアタッチする方法については、これらのサービスのドキュメント
を参照してください。

IAM を使用して、タグで詳細なアクセスを許可する設定については、「IAM ポリシーの要素: 変数とタ
グ (p. 1211)」を参照してください。

サーバー証明書のタグ付け
AWS CLI を使用して SSL/TLS 証明書を管理する場合は、 または AWS APIを使用してに IAM あるサー
バー証明書にタグ付けします。AWS Certificate Manager (ACM) でサポートされているリージョンの証明
書については、IAM ではなく ACM を使用して、サーバー証明書をプロビジョン、管理、デプロイするこ
とをお勧めします。サポートされていないリージョンでは、IAM を Certificate Manager として使用する
必要があります。ACM がサポートするリージョンについては、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 
Certificate Manager エンドポイントとクォータ」を参照してください。

IAM タグのキーバリューのペアを使用することで、サーバー証明書にカスタム属性を追加できます。例え
ば、サーバー証明書の所有者または管理者に関する情報を追加するには、タグキー owner とタグ値 net-
eng を追加します。または、タグキー CostCenter とタグ値 1234 を追加して、コストセンターを指定
することもできます。リソースへのアクセスを制御したり、どのタグをリソースにアタッチできるかを制
御したりするために、タグを使用します。タグを使用したアクセスの制御については、「タグを使用した 
IAM ユーザーおよびロールへのアクセスとそのユーザーおよびロールのアクセスの制御 (p. 455)」を参照
してください。

AWS STS のタグを使用して、ロールを引き受けるとき、またはユーザーをフェデレートするときに
カスタム属性を追加することもできます。詳細については、「AWS STS でのセッションタグの受け渡
し (p. 346)」を参照してください。

サーバー証明書のタグ付けに必要なアクセス許可
IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) にサーバー証明書へのタグ付けを許可するには、アクセス許可
を設定する必要があります。IAM ポリシーの次の IAM タグアクションのいずれかまたはすべてを指定する
ことができます。

• iam:ListServerCertificateTags
• iam:TagServerCertificate
• iam:UntagServerCertificate

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) にサーバー証明書へのタグの追加、一覧表示、削除を許可する
には

タグを管理する必要のある IAM エンティティのアクセス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加し
ます。アカウント番号を使用し、<CertificateName> を、タグの管理が必要とされているサーバー証明
書の名前に置き換えます。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方法につ
いては、「the section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してくださ
い。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListServerCertificateTags", 
        "iam:TagServerCertificate", 
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        "iam:UntagServerCertificate" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:server-certificate/<CertificateName>"
}

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) に特定のサーバー証明書へのタグの追加を許可するには

特定の サーバー証明書のタグを追加する必要はあるが、削除やタグ付けは不要である IAM エンティティの
アクセス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加します。

Note

iam:TagServerCertificate アクションには、iam:ListServerCertificateTags アク
ションも含める必要があります。

このポリシーを使用するには、<CertificateName> を、タグの管理が必要とされているサーバー証明
書の名前に置き換えます。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方法につ
いては、「the section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してくださ
い。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListServerCertificateTags", 
        "iam:TagServerCertificate" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:server-certificate/<CertificateName>"
}

または、IAMFullAccess などの AWS 管理ポリシーを使用して、IAM へのフルアクセスを付与することも
できます。

サーバー証明書のタグの管理 (AWS CLI または AWS API)
サーバー証明書のタグを一覧表示、アタッチ、または削除できます。サーバー証明書のタグを管理するに
は、AWS CLI または AWS API を使用します。

サーバー証明書に現在アタッチされているタグを一覧表示するには (AWS CLI または AWS API)

• AWS CLI: aws iam list-server-certificate-tags
• AWS API: ListServerCertificateTags

サーバー証明書にタグをアタッチするには (AWS CLI または AWS API)

• AWS CLI: aws iam tag-server-certificate
• AWS API: TagServerCertificate

サーバー証明書からタグを削除するには (AWS CLI または AWS API)

• AWS CLI: aws iam untag-server-certificate
• AWS API: UntagServerCertificate

他の AWS サービスのリソースにタグをアタッチする方法については、これらのサービスのドキュメント
を参照してください。

IAM を使用して、タグで詳細なアクセスを許可する設定については、「IAM ポリシーの要素: 変数とタ
グ (p. 1211)」を参照してください。
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仮想 MFA デバイスのタグ付け
IAM タグのキーバリューのペアを使用することで、仮想 MFA デバイスにカスタム属性を追加できます。
例えば、ユーザーの仮想 MFA デバイスのコストセンター情報を追加するには、タグキー CostCenter
とタグ値 1234 を追加します。リソースへのアクセスを制御したり、どのタグをオブジェクトにアタッ
チできるかを制御したりするために、タグを使用します。タグを使用したアクセスの制御については、
「タグを使用した IAM ユーザーおよびロールへのアクセスとそのユーザーおよびロールのアクセスの制
御 (p. 455)」を参照してください。

AWS STS のタグを使用して、ロールを引き受けるとき、またはユーザーをフェデレートするときに
カスタム属性を追加することもできます。詳細については、「AWS STS でのセッションタグの受け渡
し (p. 346)」を参照してください。

仮想 MFA デバイスのタグ付けに必要なアクセス許可
IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) に仮想 MFA デバイスへのタグ付けを許可するには、アクセス
許可を設定する必要があります。IAM ポリシーの次の IAM タグアクションのいずれかまたはすべてを指定
することができます。

• iam:ListMFADeviceTags
• iam:TagMFADevice
• iam:UntagMFADevice

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) に仮想 MFA デバイスへのタグの追加、一覧表示、削除を許可
するには

タグを管理する必要のある IAM エンティティのアクセス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加
します。アカウント番号を使用し、<MFATokenID> を、タグの管理が必要とされている MFA デバイスの
名前に置き換えます。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方法について
は、「the section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してください。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListMFADeviceTags", 
        "iam:TagMFADevice", 
        "iam:UntagMFADevice" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:mfa/<MFATokenID>"
}

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) に特定の仮想 MFA デバイスへのタグの追加を許可するには

特定のポリシーの MFA デバイスを追加する必要はあるが、削除は不要である IAM エンティティのアクセ
ス許可ポリシーに、以下のステートメントを追加します。

Note

iam:TagMFADevice アクションには、iam:ListMFADeviceTags アクションも含める必要が
あります。

このポリシーを使用するには、<MFATokenID> を、タグの管理が必要とされている MFA デバイスの名前
に置き換えます。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方法については、
「the section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してください。

{ 
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    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:ListMFADeviceTags", 
        "iam:TagMFADevice" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::<account-number>:mfa/<MFATokenID>"
}

または、IAMFullAccess などの AWS 管理ポリシーを使用して、IAM へのフルアクセスを付与することも
できます。

仮想 MFA デバイスのタグの管理 (AWS CLI または AWS API)
仮想 MFA デバイスのタグを一覧表示、アタッチ、または削除できます。仮想 MFA デバイスのタグを管理
するには、AWS CLI または AWS API を使用します。

仮想 MFA デバイスに現在アタッチされているタグを一覧表示するには (AWS CLI または AWS 
API)

• AWS CLI: aws iam list-mfa-device-tags
• AWS API: ListMFADeviceTags

仮想 MFA デバイスにタグをアタッチするには (AWS CLI または AWS API)

• AWS CLI: aws iam tag-mfa-device
• AWS API: TagMFADevice

仮想 MFA デバイスからタグを削除するには (AWS CLI または AWS API)

• AWS CLI: aws iam untag-mfa-device
• AWS API: UntagMFADevice

他の AWS サービスのリソースにタグをアタッチする方法については、これらのサービスのドキュメント
を参照してください。

IAM を使用して、タグで詳細なアクセスを許可する設定については、「IAM ポリシーの要素: 変数とタ
グ (p. 1211)」を参照してください。

AWS STS でのセッションタグの受け渡し
セッションタグは、AWS STS で IAM ロールを引き受けるとき、またはユーザーをフェデレートするとき
に渡すキーバリューのペアの属性です。これを行うには、AWS CLI または ID プロバイダー (IdP) を介し
て AWS STS または AWS API リクエストを実行します。AWS STS を使用して一時的なセキュリティ認証
情報をリクエストすると、セッションが生成されます。セッションは有効期限があり、アクセスキーペア
やセッショントークンなどの 認証情報 があります。セッション認証情報を使用して後続のリクエストを行
う場合、リクエストコンテキスト (p. 1194)には、aws:PrincipalTag (p. 1267) コンテキストキーが
含まれます。ポリシーの Condition 要素で aws:PrincipalTag キーを使用して、それらのタグに基づ
いてアクセスを許可または拒否できます。

一時的な認証情報を使用してリクエストを行う場合、プリンシパルに一連のタグが含まれる場合がありま
す。これらのタグは、次のソースから取得されます。

1. セッションタグ – これらのタグは、ロールを引き受けるか、AWS CLI または AWS API を使用してユー
ザーをフェデレーションしたときに渡されました。これらのオペレーションの詳細については、セッ
ションのタグ付けオペレーション (p. 347) を参照してください。
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https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/IAMFullAccess
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_ListMFADeviceTags.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/tag-mfa-device.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_TagMFADevice.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/untag-mfa-device.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_UntagMFADevice.html
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/API_Credentials.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
セッションタグ

2. 受信推移的セッションタグ – これらのタグは、ロール連鎖内の前のセッションから継承されました。詳
細については、このトピックで後述する「セッションタグを使用したロールの連鎖 (p. 353)」を参照
してください。

3. IAM タグ — IAM が引き受けたロールにアタッチされたタグ。

トピック
• セッションのタグ付けオペレーション (p. 347)
• セッションタグについて知っておくべきこと (p. 348)
• セッションタグの追加に必要なアクセス許可 (p. 348)
• AssumeRole を使用したセッションタグの受け渡し (p. 350)
• AssumeRoleWithSAML を使用したセッションタグの受け渡し (p. 351)
• AssumeRoleWithWebIdentity を使用したセッションタグの受け渡し (p. 352)
• GetFederationToken を使用したセッションタグの受け渡し (p. 353)
• セッションタグを使用したロールの連鎖 (p. 353)
• ABAC でのセッションタグの使用 (p. 354)
• CloudTrail でのセッションタグの表示 (p. 355)

セッションのタグ付けオペレーション
セッションタグを渡すには、AWS STS の次の AWS CLI または AWS API オペレーションを使用しま
す。AWS Management Console [Switch Role (p. 287)] 機能では、セッションタグを渡すことはできませ
ん。

セッションタグを推移的に設定することもできます。推移的なタグは、ロールの連鎖中も保持されます。
詳細については、「セッションタグを使用したロールの連鎖 (p. 353)」を参照してください。

セッションタグを渡すための方法の比較

Operation だれがロールを引き受けるか タグを渡す方法 推移的なタグを設定
する方法

assume-role CLI 
または AssumeRole
API オペレーション

IAM ユーザーまたはセッション Tags API パラメータ
または --tags CLI 
オプション

TransitiveTagKeys
API パラメータまた
は --transitive-
tag-keys CLI オプ
ション

assume-role-
with-saml
CLI または
AssumeRoleWithSAML
API オペレーション

SAML ID プロバイダーを使用し
て認証されたユーザー

PrincipalTag
SAML 属性

TransitiveTagKeys
SAML 属性

assume-role-
with-web-
identity
CLI または
AssumeRoleWithWebIdentity
API オペレーション

ウェブ ID プロバイダーを使用し
て認証されたユーザー

PrincipalTag ウェ
ブ ID トークン

TransitiveTagKeys
ウェブ ID トークン

get-federation-
token CLI または
GetFederationToken
API オペレーション

IAM ユーザーまたはルートユー
ザー

Tags API パラメータ
または --tags CLI 
オプション

サポート外
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https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/sts/assume-role.html
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/API_AssumeRole.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/sts/assume-role-with-saml.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/sts/assume-role-with-saml.html
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/API_AssumeRoleWithSAML.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/sts/assume-role-with-web-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/sts/assume-role-with-web-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/sts/assume-role-with-web-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/API_AssumeRoleWithWebIdentity.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/sts/get-federation-token.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/sts/get-federation-token.html
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/API_GetFederationToken.html
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セッションのタグ付けをサポートするオペレーションは、次の条件で失敗する可能性があります。

• 50 を超えるセッションタグを渡している。
• セッションタグキーのプレーンテキストが 128 文字を超えている。
• セッションタグ値のプレーンテキストが 256 文字を超えている。
• セッションポリシーのプレーンテキストの合計サイズが 2048 文字を超えている。
• セッションポリシーとセッションタグを組み合わせた合計パックサイズが大きすぎる。オペレーション

が失敗した場合、エラーメッセージは、ポリシーとタグの組み合わせが上限サイズにどれだけ近いかを
パーセントで示します。

セッションタグについて知っておくべきこと
セッションタグを使用する前に、セッションとタグに関する次の詳細を確認してください。

• セッションタグを使用する場合、タグを渡す ID プロバイダー (IdP) に接続されているすべてのロールの
信頼ポリシーに sts:TagSession (p. 348) アクセス許可が必要です。信頼ポリシーでこのアクセス許
可を持たないロールの場合、AssumeRole オペレーションは失敗します。

• セッションを要求するときに、プリンシパルタグをセッションタグとして指定できます。タグは、セッ
ションの認証情報を使用して行うリクエストに適用されます。

• セッションタグはキーバリューのペアです。たとえば、セッションに連絡先情報を追加するには、セッ
ションタグキー email とタグ値 johndoe@example.com を追加します。

• セッションタグは、IAM および AWS STSのタグ命名規則 (p. 328)に従う必要があります。このトピッ
クでは、セッションタグに適用される大文字と小文字の区別と制限付きプレフィックスについて説明し
ます。

• 新しいセッションタグは、大文字と小文字を問わず、同じタグキーを使用して既存の引き継がれたロー
ルまたはフェデレーティッドユーザーのタグを上書きします。

• AWS Management Console を使用してセッションタグを渡すことはできません。
• セッションタグは、現在のセッションに対してのみ有効です。
• セッションタグは ロールの連鎖 (p. 185)をサポートします。デフォルトでは、AWS STS は後続のロー

ルセッションに渡されません。ただし、セッションタグを推移的に設定することはできます。推移的な
タグは、ロールの連鎖中に存続し、ロールの信頼ポリシーの評価中に一致する ResourceTag の値を置
き換えます。詳細については、「セッションタグを使用したロールの連鎖 (p. 353)」を参照してくださ
い。

• セッションタグを使用して、リソースへのアクセスを制御したり、後続のセッションに渡すことができ
るタグを制御できます。詳細については、「IAM チュートリアル: ABAC で SAML セッションタグを使
用する (p. 60)」を参照してください。

• セッションのプリンシパルタグ（セッションタグを含む）を AWS CloudTrail ログに表示できます。詳
細については、「CloudTrail でのセッションタグの表示 (p. 355)」を参照してください。

• セッションタグごとに 1 つの値を渡す必要があります。AWS STS は、複数値を持つセッションタグを
サポートしていません。

• 最大 50 個のセッションタグを渡すことができます。AWS アカウントの IAM リソースの数とサイズには
制限があります。詳細については、「IAM クォータおよび AWS STS クォータ、名前の要件、および文
字の制限 (p. 1131)」を参照してください。

• AWS 変換は、渡されたセッションポリシーとセッションタグを結合して、個別の制限を持つひとまと
めのバイナリ形式に圧縮します。この制限を超えた場合、AWS CLI または AWS API エラーメッセージ
は、ポリシーとタグの組み合わせが上限サイズにどれだけ近いかをパーセントで示します。

セッションタグの追加に必要なアクセス許可
API オペレーションに一致するアクションに加えて、ポリシーには次のアクセス許可のみのアクションが
必要です。
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sts:TagSession

Important

セッションタグを使用する場合、ID プロバイダー (IdP) に接続されているすべてのロールの信
頼ポリシーに sts:TagSession アクセス許可が必要です。このアクセス許可なしでセッショ
ンタグを渡している IdP に接続されているロールでは、AssumeRole オペレーションは失敗
します。各ロールのロール信頼ポリシーを更新しない場合は、セッションタグを渡すために個
別の IdP インスタンスを使用できます。その後、個別の IdP に接続されているロールにのみ
sts:TagSession アクセス許可を追加します。

sts:TagSession アクションは、次の条件キーで使用できます。

• aws:PrincipalTag (p. 1267) – このキーを使用して、リクエストを行うプリンシパルにアタッチさ
れたタグと、ポリシーで指定したタグを比較します。たとえば、リクエストを行うプリンシパルに指定
されたタグがある場合にのみ、プリンシパルがセッションタグを渡すことを許可できます。

• aws:RequestTag (p. 1270) – このキーを使用して、リクエストで渡されたタグキーバリューのペア
と、ポリシーで指定したタグペアを比較します。たとえば、プリンシパルが指定したセッションタグを
渡すことを許可し、指定した値のみを渡すことができます。

• aws:ResourceTag (p. 1276) – このキーを使用して、ポリシーで指定したタグキーバリューのペア
と、リソースにアタッチされているキーバリューのペアを比較します。たとえば、プリンシパルが引
き受けるロールに指定されたタグが含まれている場合にのみ、セッションタグを渡すことを許可できま
す。

• aws:TagKeys (p. 1280) – このキーを使用して、リクエスト内のタグキーとポリシーで指定したキー
を比較します。たとえば、プリンシパルが指定したタグキーを持つセッションタグのみを渡すことを許
可できます。この条件キーは、渡すことができるセッションタグの最大セットを制限します。

• sts:TransitiveTagKeys (p. 1296) – このキーを使用して、リクエスト内の推移的なセッションタ
グキーとポリシーで指定されたセッションタグキーを比較します。たとえば、プリンシパルが特定のタ
グのみを推移的に設定することを許可するポリシーを記述できます。推移的なタグは、ロールの連鎖中
も保持されます。詳細については、「セッションタグを使用したロールの連鎖 (p. 353)」を参照してく
ださい。

たとえば、次のロール信頼ポリシー (p. 186)では、test-session-tags ユーザーはポリシーがアタッ
チされているロールを引き受けることができます。そのユーザーがロールを引き受けるときは、AWS CLI 
または AWS API を使用して、3 つの必須セッションタグと必要な外部 ID (p. 192) を渡す必要がありま
す。さらに、ユーザーは Project および Department タグを推移的に設定することもできます。

Example セッションタグのロール信頼ポリシーの例

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowIamUserAssumeRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-session-tags"}, 
            "Condition": { 
              "StringLike": { 
                    "aws:RequestTag/Project": "*", 
                    "aws:RequestTag/CostCenter": "*", 
                    "aws:RequestTag/Department": "*" 
                }, 
                "StringEquals": {"sts:ExternalId": "Example987"} 
            } 
        }, 
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        { 
            "Sid": "AllowPassSessionTagsAndTransitive", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:TagSession", 
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/test-session-tags"}, 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:RequestTag/Project": "*", 
                    "aws:RequestTag/CostCenter": "*" 
                }, 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Department": [ 
                        "Engineering", 
                        "Marketing" 
                    ] 
                }, 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "sts:TransitiveTagKeys": [ 
                        "Project", 
                        "Department" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

このポリシーで行うこと

• AllowIamUserAssumeRole ステートメントは、ポリシーがアタッチされているロールを引き受けるこ
とを test-session-tags ユーザーに許可します。そのユーザーがロールを引き受けるときは、必要
なセッションタグと外部 ID (p. 192) を渡す必要があります。
• このステートメントの最初の条件ブロックでは、ユーザーは、Project、CostCenter、および
Department セッションタグを渡す必要があります。このステートメントではタグの値は重要ではな
いため、タグ値にはワイルドカード (*) を使用しました。このブロックでは、ユーザーは少なくともこ
れら 3 つのセッションタグを渡します。それ以外の場合は、このオペレーションは失敗します。ユー
ザーは追加のタグを渡すことができます。

• 2 番目の条件ブロックでは、ユーザーは値 Example987 とともに外部 ID (p. 192) を渡す必要があり
ます。

• AllowPassSessionTagsAndTransitive ステートメントは、sts:TagSession アクセス許可のみ
のアクションを許可します。このアクションは、ユーザーがセッションタグを渡す前に許可する必要が
あります。ポリシーに 2 番目のステートメントを含まない最初のステートメントが含まれている場合、
ユーザーはロールを引き受けることができません。
• このステートメントの最初の条件ブロックでは、ユーザーは CostCenter および Project セッショ

ンタグに任意の値を渡すことができます。これを行うには、ポリシーのタグ値にワイルドカード (*) を
使用します。この場合、StringLike (p. 1196) 条件演算子を使用する必要があります。

• 2 番目の条件ブロックでは、ユーザーは、Department セッションタグの Engineering または
Marketing 値のみを渡すことができます。

• 3 番目の条件ブロックは、推移的として設定できるタグの最大セットを一覧表示します。ユーザー
は、サブセットを設定するか、タグを推移的として設定しないかを選択できます。追加のタグを推移
的として設定することはできません。"Null":{"sts:TransitiveTagKeys":"false"} を含む
別の条件ブロックを追加することで、タグの少なくとも 1 つを推移的として設定するよう要求できま
す。

AssumeRole を使用したセッションタグの受け渡し
AssumeRole オペレーションは、AWS リソースへのアクセスに使用できる一時的な認証情報のセットを
返します。IAM ユーザーまたはロールの認証情報を使用して AssumeRole を呼び出すことができます。
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ロールを引き受けるときにセッションタグを渡すには、--tags AWS CLI オプションまたは Tags AWS 
API パラメータを使用します。

タグを推移的として設定するには、--transitive-tag-keys AWS CLI オプションまたは
TransitiveTagKeys AWS API パラメータを使用します。推移的なタグは、ロールの連鎖中も保持され
ます。詳細については、「セッションタグを使用したロールの連鎖 (p. 353)」を参照してください。

次の例は、AssumeRole を使用するリクエストの例を示しています。この例では、my-role-example
ロールを引き受けるときに my-session という名前のセッションを作成します。セッションタグのキーバ
リューのペア Project = Automation、CostCenter = 12345、および Department = Engineering
を追加します。また、Project タグと Department のタグのキーを指定して、推移的タグとして設定し
ます。

Example AssumeRole CLI リクエストの例

aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/my-role-example \
--role-session-name my-session \
--tags Key=Project,Value=Automation Key=CostCenter,Value=12345 
 Key=Department,Value=Engineering \
--transitive-tag-keys Project Department \
--external-id Example987

AssumeRoleWithSAML を使用したセッションタグの受け渡し
AssumeRoleWithSAML オペレーションは、SAML ベースのフェデレーションを使用して認証されます。
このオペレーションは、AWS リソースへのアクセスに使用できる一時的な認証情報のセットを返しま
す。SAML ベースのフェデレーションを使用して AWS Management Console にアクセスする方法の詳細
については、「SAML 2.0 フェデレーティッドユーザーが AWS Management Consoleにアクセス可能にす
る (p. 232)」を参照してください。AWS CLI または AWS API アクセスの詳細については、「SAML 2.0 
ベースのフェデレーションについて (p. 206)」を参照してください。Active Directory ユーザーの SAML 
フェデレーションを設定するチュートリアルについては、AWS セキュリティブログの「Active Directory 
フェデレーションサービスを使用した AWS フェデレーション認証 (ADFS)」を参照してください。

管理者は、企業ディレクトリのメンバーに AWS STS AssumeRoleWithSAML オペレーションを使用して
の AWS フェデレーションを許可できます。これを行うには、以下のタスクを完了する必要があります。

1. ネットワークを AWS の SAML プロバイダーとして設定する (p. 224)
2. IAM で SAML プロバイダーを作成するには (p. 219)
3. フェデレーティッドユーザーのロールとそのアクセス許可を AWS で設定する (p. 272)
4. SAML IdP の設定を終了し、SAML 認証レスポンスのアサーションを作成する (p. 227)

AWS には、ID ソリューションを使用したセッションタグのエンドツーエンドのエクスペリエンスを認定
したパートナーが含まれます。これらの ID プロバイダーを使用してセッションタグを設定する方法につい
ては、「サードパーティーの SAML ソリューションプロバイダーと AWS の統合 (p. 224)」を参照して
ください。

SAML 属性をセッションタグとして渡すには、Attribute 属性を Name に設定した
https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:{TagKey} 要素を含めま
す。AttributeValue 要素を使用して、タグの値を指定します。セッションタグごとに個別の
Attribute 要素を含めます。

たとえば、次の ID 属性をセッションタグとして渡すとします。

• Project:Automation
• CostCenter:12345
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• Department:Engineering

これらの属性を渡すには、SAML アサーションに以下の要素を含めます。

Example SAML アサーションのスニペットの例

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Project"> 
  <AttributeValue>Automation</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:CostCenter"> 
  <AttributeValue>12345</AttributeValue>
</Attribute>
<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Department"> 
  <AttributeValue>Engineering</AttributeValue>
</Attribute>

上記のタグを推移的として設定するには、Name 属性を https://aws.amazon.com/SAML/
Attributes/TransitiveTagKeys に設定した別の Attribute 要素を含めます。推移的なタグは、
ロールの連鎖中も保持されます。詳細については、「セッションタグを使用したロールの連鎖 (p. 353)」
を参照してください。

Project タグと Department タグを推移的として設定するには、次の多値属性を使用します。

Example SAML アサーションのスニペットの例

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/TransitiveTagKeys"> 
  <AttributeValue>Project</AttributeValue> 
  <AttributeValue>Department</AttributeValue>
</Attribute>

AssumeRoleWithWebIdentity を使用したセッションタグの受け
渡し
AssumeRoleWithWebIdentity オペレーションは、OpenID Connect (OIDC) 準拠のウェブ ID フェデ
レーションを使用して認証されます。このオペレーションは、AWS リソースへのアクセスに使用できる一
時的な認証情報のセットを返します。AWS Management Console アクセスにウェブ ID フェデレーション
を使用する方法の詳細については、「ウェブ ID フェデレーションについて (p. 200)」を参照してくださ
い。

OpenID Connect (OIDC) からセッションタグを渡すには、JSON ウェブトークン (JWT) にセッションタ
グを含める必要があります。AssumeRoleWithWebIdentity リクエストを送信するときに、トークンの
http://aws.amazon.com/ tags 名前空間にセッションタグを含めます。OIDC トークンとクレームの
詳細については、「Amazon Cognito 開発者ガイド」の「ユーザープールでのトークンの使用」を参照し
てください。

たとえば、次のデコードされた JWT は、Project、CostCenter、および Department セッションタグ
を使用して AssumeRoleWithWebIdentity を呼び出すために使用されるトークンです。トークンはま
た、CostCenter タグと Project タグを推移的に設定します。推移的なタグは、ロールの連鎖中も保持
されます。詳細については、「セッションタグを使用したロールの連鎖 (p. 353)」を参照してください。

Example デコードされた JSON ウェブトークンの例

{ 
    "sub": "johndoe", 
    "aud": "ac_oic_client", 
    "jti": "ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB", 
    "iss": "https://xyz.com", 
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    "iat": 1566583294, 
    "exp": 1566583354, 
    "auth_time": 1566583292, 
    "https://aws.amazon.com/tags": { 
        "principal_tags": { 
            "Project": ["Automation"], 
            "CostCenter": ["987654"], 
            "Department": ["Engineering"] 
        }, 
        "transitive_tag_keys": [ 
            "Project", 
            "CostCenter" 
        ] 
    }
}

GetFederationToken を使用したセッションタグの受け渡し
GetFederationToken では、ユーザーをフェデレートできます。このオペレーションは、AWS リソー
スへのアクセスに使用できる一時的な認証情報のセットを返します。フェデレーティッドユーザーセッ
ションにタグを追加するには、--tags AWS CLI オプションまたは Tags AWS API パラメータを使用し
ます。GetFederationToken を使用する場合、一時的な資格情報を使用してロールを引き受けること
ができないため、セッションタグを推移的なものとして設定することはできません。この場合、ロール
チェーンを使用することはできません。

次の例は、GetFederationToken を使用したレスポンスのサンプルです。この例では、トークンをリ
クエストするときに、my-fed-user という名前のセッションを作成します。セッションタグのキーバ
リューのペア Project = Automation と Department = Engineering を追加します。

Example GetFederationToken の CLI リクエストの例

aws sts get-federation-token \
--name my-fed-user \
--tags key=Project,value=Automation key=Department,value=Engineering

GetFederationToken オペレーションによって返される一時的な認証情報を使用すると、セッションの
プリンシパルタグには、ユーザーのタグと渡されたセッションタグが含まれます。

セッションタグを使用したロールの連鎖
1 つのロールを引き受け、一時的な認証情報を使用して別のロールを引き受けることができます。セッ
ション間で続行できます。これをロールの連鎖 (p. 185)と呼びます。ロールを引き受けるときにセッショ
ンタグを渡すと、キーを推移的に設定できます。これにより、これらのセッションタグがロールチェー
ン内の後続のセッションに渡されるようになります。ロールタグを推移的として設定することはできませ
ん。これらのタグを後続のセッションに渡すには、セッションタグとして指定します。

次の例は、AWS STS がセッションタグ、推移タグ、およびロールタグをロールチェーン内の後続のセッ
ションに渡す方法を示しています。

次のロールの連鎖シナリオ例では、AWS CLI で IAM ユーザーのアクセスキーを使用して Role1 という名
前のロールを引き受けます。次に、結果のセッション認証情報を使用して、Role2 という名前の 2 番目の
ロールを引き受けます。次に、2 番目のセッション認証情報を使用して、Role3 という 3 番目のロールを
引き受けることができます。これらのリクエストは、3 つの個別のオペレーションとして発生します。各
ロールはすでに IAM でタグ付けされています。また、リクエストごとに、追加のセッションタグを渡しま
す。

ロールをチェーン化すると、以前のセッションのタグが後のセッションにも確実に保持されるようにでき
ます。assume-role CLI コマンドを使用してこれを行うには、タグをセッションタグとして渡し、タグ
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を推移的に設定する必要があります。タグ Star = 1 をセッションタグとして渡します。タグ Heart = 1
はロールにアタッチされ、セッションの使用時にプリンシパルタグとして適用されます。ただし、Heart
= 1 タグを自動的に 2 番目または 3 番目のセッションに渡すこともできます。これを行うには、セッショ
ンタグとして手動で含めます。作成されるセッションプリンシパルタグには、これらのタグの両方が含ま
れ、推移的として設定されます。

このリクエストは、次の AWS CLI コマンドを使用して実行します。

Example AssumeRole CLI リクエストの例

aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role1 \
--role-session-name Session1 \
--tags Key=Star,Value=1 Key=Heart,Value=1 \
--transitive-tag-keys Star Heart

次に、そのセッションの認証情報を使用して、Role2 を引き受けます。タグ Sun = 2 は 2 番目のロールに
アタッチされ、2 番目のセッションを使用するときにプリンシパルタグとして適用されます。Star タグ
と Heart タグは、最初のセッションで推移的なセッションタグから継承されます。2 番目のセッションの
結果となるプリンシパルタグは、Heart = 1、Star = 1、および Sun = 2 です。Heart および Star は引
き続き推移的です。Role2 にアタッチされた Sun タグは、セッションタグではないため、推移的として
マークされていません。今後のセッションはこのタグを継承しません。

この 2 番目のリクエストは、次の AWS CLI コマンドを使用して実行します。

Example AssumeRole CLI リクエストの例

aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role2 \
--role-session-name Session2

次に、2 番目のセッション認証情報を使用して、Role3 を引き受けます。3 番目のセッションのプリン
シパルタグは、新しいセッションタグ、継承された推移的セッションタグ、およびロールタグから取得
されます。2 番目のセッションの Heart = 1 タグと Star = 1 タグは最初のセッションでの推移的なタグ
から継承されました。Sun = 2 セッションタグを渡そうとすると、オペレーションは失敗します。継承さ
れた Star = 1 セッションタグは、ロールの Star = 3 タグを上書きします。ロールチェーンでは、推移
的タグの値は、ResourceTag 値をロール信頼ポリシーの評価の前に設定します。この例では、この例で
は、Role3 がロール信頼ポリシーで Star を ResourceTag として使用し、呼び出し元のロールセッショ
ンからの推移的なタグ値に ResourceTag 値を設定する場合。ロールの Lightning タグは 3 番目のセッ
ションにも適用され、推移的として設定されません。

3 番目のリクエストを実行するには、次の AWS CLI コマンドを使用します。

Example AssumeRole CLI リクエストの例

aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Role3 \
--role-session-name Session3

ABAC でのセッションタグの使用
属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、タグ属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。

企業ユーザー ID に SAML ベースの ID プロバイダー (IdP) を使用している場合は、セッションタグを 
AWS に渡すように アサーションを設定できます。たとえば、企業のユーザーIDの場合、従業員が AWS 
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にフェデレーションすると、AWS は結果のプリンシパルに属性を適用します。その後、ABAC を使用し
て、これらの属性に基づいてアクセス許可を許可または拒否できます。詳細については、「IAM チュート
リアル: ABAC で SAML セッションタグを使用する (p. 60)」を参照してください。

IAM Identity Center で ABAC を使用する方法の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセスコントロールの属性」を参照してください。

CloudTrail でのセッションタグの表示
AWS CloudTrail を使用して、ロールを引き受けるか、ユーザーをフェデレートするために行われたリク
エストを表示できます。CloudTrail ログファイルには、引き受けたロールまたはフェデレーティッドユー
ザーセッションのプリンシパルタグに関する情報が含まれます。詳細については、「AWS CloudTrail によ
る IAM および AWS STS の API コールのログ記録 (p. 403)」を参照してください。

たとえば、AWS STS AssumeRoleWithSAML リクエストを行い、セッションタグを渡し、これらのタグ
を推移的として設定するとします。CloudTrail ログには、次の情報があります。

Example AssumeRoleWithSAML CloudTrail ログの例

    "requestParameters": { 
        "sAMLAssertionID": "_c0046cEXAMPLEb9d4b8eEXAMPLE2619aEXAMPLE", 
        "roleSessionName": "MyRoleSessionName", 
        "principalTags": { 
            "CostCenter": "987654", 
            "Project": "Unicorn" 
        }, 
        "transitiveTagKeys": [ 
            "CostCenter", 
            "Project" 
        ], 
        "durationSeconds": 3600, 
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/SAMLTestRoleShibboleth", 
        "principalArn": "arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/Shibboleth" 
    },

次の CloudTrail ログ例を参照して、セッションタグを使用するイベントを表示できます。

• CloudTrail ログファイル内の AWS STS ロール連鎖 API イベントの例 (p. 408)
• CloudTrail ログファイル内の SAML AWS STS API イベントの例 (p. 411)
• CloudTrail ログファイルのウェブ ID AWS STS API イベントの例 (p. 412)

IAM の一時的な認証情報
AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、AWS リソースへのアクセスをコントロールできる
一時的セキュリティ認証情報を持つ、信頼されたユーザーを作成および提供することができます。一時的
セキュリティ認証情報の機能は、長期的なアクセスキー認証情報とほとんど同じですが、次の相違点があ
ります。

• 一時的セキュリティ認証情報は、その名前が示すとおり、使用期限が短くなっています。有効期限は数
分から数時間に設定できます。認証情報が失効すると、AWS はそれらを認識しなくなります。また、そ
の認証情報によって作成された API リクエストによるあらゆるタイプのアクセスが許可されなくなりま
す。

• 一時的セキュリティ認証情報はユーザーとともに保存されることはなく、ユーザーのリクエストに応じ
て動的に生成され、提供されます。一時的セキュリティ認証情報が失効すると（または失効する前で
も）、ユーザーは新しい認証情報をリクエストできます。ただし、リクエストするユーザーがまだその
権限を持っている場合に限ります。
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そのため、一時的な認証情報には、長期の認証情報よりも次の利点があります。

• アプリケーションの長期の AWS セキュリティ認証情報を配布したり埋め込んだりする必要がありませ
ん。

• ユーザーに対して AWS ID を定義せずに AWS リソースへのアクセスを許可できます。一時的認証情報
はロールおよび ID フェデレーション (p. 183)の基本となります。

• 一時的セキュリティ認証情報の有効期限は限られているので、認証情報が不要になった際にローテー
ションしたり、明示的に取り消したりする必要がありません。一時的セキュリティ認証情報の有効期限
が切れると、再利用することはできません。認証情報が有効な期間を、最大限度まで指定できます。

AWS STS と AWS リージョン
一時的な認証情報は AWS STS によって生成されます。デフォルトでは、AWS STS は https://
sts.amazonaws.com に 1 つのエンドポイントのあるグローバルサービスです。ただし、他のサポート
されているリージョンにあるエンドポイントへの AWS STS API 呼び出しを実行することもできます。地
理的に近い場所にあるリージョンのサーバーに対してリクエストを送信することによって、レイテンシー 
(サーバーのラグ) を低減できます。認証情報を取得したリージョンに関係なく、認証情報はグローバルに
使用できます。詳細については、「AWS リージョン での AWS STS の管理 (p. 392)」を参照してくださ
い。

一時的な認証情報の一般的なシナリオ
一時的な認証情報は、ID フェデレーション、委任、クロスアカウントアクセス、および IAM ロールが使用
されるシナリオで便利です。

ID フェデレーション
AWS 以外の外部システムでユーザー ID を管理し、それらのシステムのアクセス許可からサインインする
ユーザーに、AWS タスクの実行や AWS リソースへのアクセスの権限を付与できます。IAM では、2 種類
のアイデンティティフェデレーションがサポートされます。いずれの場合も、ID は AWS の外部に格納さ
れます。異なる点は、外部システムが存在する場所 (データセンターまたはウェブの外部サードパーティ) 
です。外部 ID プロバイダーについては、「ID プロバイダーとフェデレーション (p. 199)」を参照してく
ださい。

• エンタープライズ ID フェデレーション - 例えば、組織のネットワークのユーザーを認証し、ユーザー
が AWS にアクセス可能にすることができます。それらのユーザーのために新しい AWS ID を作成し
たり、異なるサインイン認証情報でサインインすることを求めたりする必要はありません。これは、
一時アクセスに対するシングルサインオンのアプローチとして知られています。AWS STS は Security 
Assertion Markup Language (SAML) 2.0 のようなオープンスタンダードをサポートしており、Microsoft 
AD FS を通じて Microsoft Active Directory を活用することが可能です。また、SAML 2.0 を使用して、
ユーザー ID フェデレーション用の独自のソリューションを管理することもできます。詳細については、
「SAML 2.0 ベースのフェデレーションについて (p. 206)」を参照してください。
• カスタムフェデレーションブローカー – AWS組織の認証システムを使用して リソースへのアクセス

を許可することができます。シナリオの例については、「カスタム ID ブローカーに対する AWS コン
ソールへのアクセスの許可 (p. 235)」を参照してください。

• SAML 2.0 を使用したフェデレーション – AWS 組織の認証システムと SAML を使用して、 リソー
スへのアクセスを許可することができます。詳細とシナリオの例については、「SAML 2.0 ベースの
フェデレーションについて (p. 206)」を参照してください。

• ウェブ ID フェデレーション – ユーザーに一般的なサードパーティー ID プロバイダー (Login with 
Amazon、Facebook、Google、OpenID Connect (OIDC) 2.0 互換の任意のプロバイダーなど) を使用し
たサインインを求めることができます。お客様はそのプロバイダーの認証情報を AWS アカウント の
リソースを使用するための一時的なアクセス許可に変換することができます。これは、一時アクセス
に対する ウェブ ID フェデレーションアプローチとして知られています。モバイルまたはウェブアプリ
ケーションにウェブ ID フェデレーションを使用する場合、カスタムサインインコードを作成したり独
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自のユーザー ID を管理したりする必要はありません。ウェブ ID フェデレーションを使用すると、IAM 
ユーザーアクセスキーなどの長期的セキュリティ認証情報をアプリケーションに配布する必要がないた
め、AWS アカウント を安全に保つことができます。詳細については、「ウェブ ID フェデレーションに
ついて (p. 200)」を参照してください。

AWS STS ウェブ ID フェデレーションでは、Login with Amazon、Facebook、Google、および任意の 
OpenID Connect (OIDC) 互換の ID プロバイダーがサポートされています。

Note

モバイルアプリケーションに対しては、Amazon Cognito の使用をお勧めします。このサービ
スをモバイル開発用の AWS SDK と共に使用して、ユーザーの一意の ID を作成し、AWS リ
ソースへの安全なアクセスのためにユーザーを認証できます。Amazon Cognito では、AWS 
STS と同じ ID プロバイダーがサポートされます。さらに、認証されていない (ゲスト) アクセ
スもサポートされ、ユーザーがサインインしたときにユーザーデータを移行することができ
ます。また、Amazon Cognito には、ユーザーがデバイスを変えてもデータが保持されるよう
に、ユーザーデータを同期するための API オペレーションも用意されています。詳細について
は、Amplify ドキュメントの「Amplify による認証」を参照してください。

クロスアカウントアクセスのロール
多くの組織は、複数の AWS アカウント を保持しています。ロールとクロスアカウントアクセスを使用す
ると、1 つのアカウントでユーザー ID を定義し、その ID を使用して、組織に属している他のアカウント
の AWS リソースにもアクセスできるようにすることができます。これは、一時アクセスに対する委任ア
プローチとして知られています。クロスアカウントロールの作成の詳細については、「IAM ユーザーにア
クセス許可を委任するロールの作成 (p. 254)」を参照してください。信頼ゾーン (信頼できる組織または
アカウント) 外にあるアカウントのプリンシパルにロールを引き受けるアクセス権があるかどうかについ
ては、「IAM Access Analyzer とは」を参照してください。

Amazon EC2 の ロール
Amazon EC2 インスタンスでアプリケーションを実行し、これらのアプリケーションが AWS リソースに
アクセスする必要がある場合は、アプリケーションの起動時に一時的セキュリティ認証情報をインスタン
スに提供できます。これらの一時的なセキュリティ認証情報は、インスタンスで実行されるすべてのアプ
リケーションが使用できるので、インスタンスに長期的な認証情報を保存する必要がありません。詳細に
ついては、「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに IAM ロールを使用してアクセス
許可を付与する (p. 297)」を参照してください。

その他の AWS サービス
一時的セキュリティ認証情報を使用して、ほとんどの AWS サービスにアクセスできます。一時的セキュ
リティ認証情報を受け入れるサービスのリストは、「IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)」を参照
してください。

一時的なセキュリティ認証情報のリクエスト
一時的なセキュリティ認証情報をリクエストするには、AWS API で AWS Security Token Service (AWS 
STS) を使用できます。これには、AWS リソースへのアクセスを制御できる一時的セキュリティ認証情報
を持つ、信頼されたユーザーを作成および提供するオペレーションが含まれます。AWS STS の詳細につ
いては、「IAM の一時的な認証情報 (p. 355)」を参照してください。ロールを引き受けることで一時的な
セキュリティ認証情報をリクエストするための別の方法については、「IAM ロールを使用する (p. 278)」
を参照してください。

API オペレーションを呼び出すには、いずれかの AWS SDK を使用することができます。SDK 
は、Java、.NET、Python、Ruby、Android、iOS など、さまざまなプログラミング言語や環境で使用でき
ます。SDK は、リクエストへの暗号を使用した署名、必要に応じてリクエストの再試行、エラーレスポ
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ンスの処理などのタスクを処理します。また、AWS Security Token Service API リファレンス で説明され
ている AWS STS Query API を使用することもできます。最後に、AWS STS コマンドは AWS Command 
Line Interface および AWS Tools for Windows PowerShell という 2 つのコマンドラインツールでサポート
されています。

AWS STS API オペレーションは、アクセスキーペアやセキュリティトークンを含む一時的セキュリティ
認証情報で新しいセッションを作成します。アクセスキーペアは、アクセスキー ID とシークレットキー
で構成されます。ユーザー（またはユーザーが実行しているアプリケーション）はこれらの認証情報を使
用して、リソースにアクセスできます。AWS STS API オペレーションを使用して、ロールセッションを
作成し、プログラムでセッションポリシーとセッションタグを渡すことができます。結果として得られる
セッションのアクセス許可は、ロールの ID ベースのポリシーとセッションポリシーの共通部分です。セッ
ションポリシーの詳細については、「セッションポリシー (p. 419)」を参照してください。セッションタ
グの詳細については、「AWS STS でのセッションタグの受け渡し (p. 346)」を参照してください。

Note

AWS STS API オペレーションから返されるセッショントークンのサイズは固定ではありません。
最大サイズを仮定しないことを強くお勧めします。一般的なトークンのサイズは 4096 バイト未
満ですが、変化する可能性があります。

AWS リージョンでの AWS STS の使用
AWS STS API 呼び出しは、グローバルエンドポイントにも、リージョンのエンドポイントの 1 つに対し
ても送信できます。より近くのエンドポイントを選択した場合、レイテンシーを軽減し、API 呼び出しの
パフォーマンスが向上します。また、元のエンドポイントとの通信ができなくなった場合は、代替リー
ジョンのエンドポイントに呼び出しを送信することもできます。各種 AWS SDK の 1 つを使用している場
合、API コールを行う前に SDK メソッドを使用してリージョンを選択します。手動で HTTP API リクエス
トを組み立てる場合、独自で正しいエンドポイントにリクエストを送信する必要があります。詳細につい
ては、リージョンとエンドポイントの「AWS STS 」セクションおよび「AWS リージョン での AWS STS 
の管理 (p. 392)」 を参照してください。

AWS 環境およびアプリケーションで使用する一時的な認証情報の取得に使用できる API オペレーション
を、次に示します。

AssumeRole — クロスアカウントの委任とカスタム ID ブロー
カーを介したフェデレーション
この AssumeRole API オペレーションは、既存の IAM ユーザーに、まだアクセスできない AWS リソー
スへのアクセスを許可する際に役立ちます。例えば、ユーザーが別の AWS アカウント のリソースに
アクセスする必要がある場合があります。また、特権アクセスを一時的に得るための方法 ( 多要素認証 
(MFA) など) としても役立ちます。アクティブなユーザーの認証情報を使用してこの API を呼び出す必要
があります。誰がこの操作を呼び出すことができるのかについては、AWS STS API オペレーションの比
較 (p. 367) を参照してください。詳細については、IAM ユーザーにアクセス許可を委任するロールの作
成 (p. 254) および MFA 保護 API アクセスの設定 (p. 146) を参照してください。

この呼び出しは、有効な AWS セキュリティ認証情報を使用して実行される必要があります。この呼び出
しを行うときに、以下の情報を渡します。

• アプリが引き受ける必要のあるロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
• （オプション）一時的なセキュリティ認証情報の期間を指定する期間。DurationSeconds パラメー

タを使用して、ロールセッションの期間を 900 秒 (15 分) からそのロールの最大セッション期間設定ま
で指定できます。ロールの最大値を確認する方法については、「ロールの最大セッション期間設定の
表示 (p. 280)」を参照してください。このパラメータを渡さない場合、一時的な認証情報の有効期限
は 1 時間です。この API の DurationSeconds パラメータは、コンソールセッションの期間を指定す
る SessionDuration HTTP パラメータとは別のものです。コンソールのサインイントークンの場合
は、フェデレーションエンドポイントに対するリクエストで SessionDuration HTTP パラメータを
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使用します。詳細については、「カスタム ID ブローカーに対する AWS コンソールへのアクセスの許
可 (p. 235)」を参照してください。

• ロールセッション名 ロールが異なるプリンシパルによって使用される場合にセッションを識別す
るには、この文字列値を使用します。セキュリティ上の理由から、管理者は AWS CloudTrail ロ
グ (p. 405)内のこのフィールドを表示し、AWS でアクションを実行したユーザーを確認できます。管
理者が、ロールを引き受けるときにセッション名として IAM ユーザー名を指定するように要求している
場合があります。詳細については、「sts:RoleSessionName (p. 1294)」を参照してください。

• （オプション）送信元アイデンティティ。ユーザーがロールを引き受けるときに、ソース ID を指定する
ように要求できます。ソース ID を設定した後は、値を変更できません。これは、ロールセッション中に
実行されるすべてのアクションのリクエストに存在します。ソース ID 値はロールの連鎖 (p. 185)セッ
ション間で存続します。ソース ID 情報は、AWS CloudTrail ログを使用して、ロールでアクションを実
行したユーザーを特定します。ソースアイデンティティの使用の詳細については、「引き受けたロール
で実行されるアクションのモニタリングと制御 (p. 374)」を参照してください。

• (オプション) インラインまたはマネージド ポリシーセッション。これらのポリシーでは、ロールセッ
ションに割り当てられているロールのアイデンティティベースのポリシーのアクセス許可を制限してい
ます。結果として得られるセッションのアクセス許可は、ロールの ID ベースのポリシーとセッション
ポリシーの共通部分です。セッションポリシーを使用して、委任されているロールのアイデンティティ
ベースのポリシーによって許可されている以上のアクセス許可を付与することはできません。ロール
セッションのアクセス許可の詳細については、「セッションポリシー (p. 419)」を参照してください。

• （オプション）セッションタグ。ロールを引き受け、一時的な認証情報を使用してリクエストを行うこ
とができます。この場合、セッションのプリンシパルタグには、ロールのタグと渡されたセッションタ
グが含まれます。一時的な認証情報を使用してこの呼び出しを行うと、新しいセッションは呼び出し元
のセッションから推移的なセッションタグも継承します。セッションタグの詳細については、「AWS 
STS でのセッションタグの受け渡し (p. 346)」を参照してください。

• （オプション） MFA 情報。Multi-Factor Authentication (MFA) を使用するように設定されている場
合、MFA デバイスの ID と、このデバイスによって提供されるワンタイムコードを含めます。

• （オプション）サードパーティーへのアカウントにアクセス権を委任するときに使用できる
ExternalId 値。この値を利用して、指定されたサードパーティーだけがロールにアクセスできるよう
にします。詳細については、「AWS リソースへのアクセス権を第三者に付与するときに外部 ID を使用
する方法 (p. 192)」を参照してください。

以下の例は、AssumeRole を使用したリクエストと応答のサンプルを示します。このサンプルリクエス
トは、含まれているセッションポリシー (p. 419)、セッションタグ (p. 346)、外部 ID (p. 192)、およ
びソース ID (p. 374) を使用して、指定された期間の demo ロールを引き受けます。結果のセッションに
は John-session という名前が付けられます。

Example リクエストの例

https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=AssumeRole
&RoleSessionName=John-session
&RoleArn=arn:aws::iam::123456789012:role/demo
&Policy=%7B%22Version%22%3A%222012-10-17%22%2C%22Statement%22%3A%5B%7B%22Sid%22%3A
%20%22Stmt1%22%2C%22Effect%22%3A%20%22Allow%22%2C%22Action%22%3A%20%22s3%3A*%22%2C
%22Resource%22%3A%20%22*%22%7D%5D%7D
&DurationSeconds=1800
&Tags.member.1.Key=Project
&Tags.member.1.Value=Pegasus
&Tags.member.2.Key=Cost-Center
&Tags.member.2.Value=12345
&ExternalId=123ABC
&SourceIdentity=DevUser123
&AUTHPARAMS

上記の例に示すポリシーの値は、次のポリシーの URL エンコードされたバージョンです。
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{"Version":"2012-10-17","Statement":
[{"Sid":"Stmt1","Effect":"Allow","Action":"s3:*","Resource":"*"}]}

この例の AUTHPARAMS パラメータは 署名のプレースホルダーです。署名は AWS HTTP API リクエストに
含める必要がある認証情報です。AWS SDK を使用して API リクエストを作成することをお勧めします。
その利点の 1 つは、SDK がリクエストの署名を処理することです。API リクエストを手動で作成し、署名
する必要がある場合は、[Amazon Web Services 全般のリファレンス] の「署名バージョン 4 を使用して 
AWS リクエストに署名する」を参照してリクエストに署名する方法を確認してください。

一時的セキュリティ認証情報に加えて、レスポンスにはフェデレーティッドユーザーの Amazon リソース
ネーム（ARN）、および認証情報の有効期限が含まれています。

Example レスポンスの例

<AssumeRoleResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<AssumeRoleResult>
<SourceIdentity>DevUser123</SourceIdentity>
<Credentials> 
  <SessionToken> 
   AQoDYXdzEPT//////////wEXAMPLEtc764bNrC9SAPBSM22wDOk4x4HIZ8j4FZTwdQW 
   LWsKWHGBuFqwAeMicRXmxfpSPfIeoIYRqTflfKD8YUuwthAx7mSEI/qkPpKPi/kMcGd 
   QrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU 
   9HFvlRd8Tx6q6fE8YQcHNVXAkiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz 
   +scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fPOLn9FX9KSYvKTr4rvx3iSIlTJabIQwj2ICCR/oLxBA== 
  </SessionToken> 
  <SecretAccessKey> 
   wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY 
  </SecretAccessKey> 
  <Expiration>2019-07-15T23:28:33.359Z</Expiration> 
  <AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</AccessKeyId>
</Credentials>
<AssumedRoleUser> 
  <Arn>arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/demo/John</Arn> 
  <AssumedRoleId>ARO123EXAMPLE123:John</AssumedRoleId>
</AssumedRoleUser>
<PackedPolicySize>8</PackedPolicySize>
</AssumeRoleResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>c6104cbe-af31-11e0-8154-cbc7ccf896c7</RequestId>
</ResponseMetadata>
</AssumeRoleResponse>

Note

AWS 変換では、渡されたセッションポリシーとセッションタグが、個別の制限を持つひとまとめ
のバイナリ形式に圧縮されます。プレーンテキストが他の要件を満たしていても、この制限では
リクエストが失敗する可能性があります。PackedPolicySize レスポンス要素は、リクエスト
のポリシーとタグがサイズ制限にどの程度近づいているかをパーセントで示します。

AssumeRoleWithWebIdentity — ウェブベースの ID プロバイダー
を介したフェデレーション
AssumeRoleWithWebIdentity API オペレーションでは、パブリック ID プロバイダーを経由して認証
されたフェデレーティッドユーザーの一時的なセキュリティ認証情報のセットが返ります。パブリック ID 
プロバイダーの例としては、Login with Amazon、Facebook、Google、または OpenID Connect (OIDC) 
に対応している任意の ID プロバイダーがあります。このオペレーションは、AWS へのアクセスを必要と
するモバイルアプリケーションやクライアントベースのウェブアプリケーションを作成する際に役立ちま
す。このオペレーションを使用すると、ユーザーには自分の AWS または IAM アイデンティティは必要あ
りません。詳細については、「ウェブ ID フェデレーションについて (p. 200)」を参照してください。
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AssumeRoleWithWebIdentity を直接呼び出すのではなく、モバイル開発用の AWS SDK で Amazon 
Cognito および Amazon Cognito 認証情報プロバイダーを使用することをお勧めします。詳細について
は、Amplify ドキュメントの「Amplify による認証」を参照してください。

Amazon Cognito を使用していない場合は、AWS STS の AssumeRoleWithWebIdentity アクションを
呼び出します。これは無署名の呼び出しです。つまり、アプリが AWS セキュリティ認証情報にアクセス
できなくても呼び出すことができます。この呼び出しを行うときに、以下の情報を渡します。

• アプリが引き受ける必要のあるロールの Amazon リソースネーム (ARN)。アプリで複数のサインイン方
法をサポートしている場合は、ID プロバイダーごとに 1 つずつ、複数のロールを定義する必要がありま
す。AssumeRoleWithWebIdentity を呼び出すときは、ユーザーがサインインしたプロバイダーに固
有のロールの ARN を含める必要があります。

• アプリがユーザーを認証した後、IdP から取得したトークン。
• セッションタグ (p. 346)としてトークンに属性を渡すように IdP を設定できます。
• （オプション）一時的なセキュリティ認証情報の期間を指定する期間。DurationSeconds パラメー

タを使用して、ロールセッションの期間を 900 秒 (15 分) からそのロールの最大セッション期間設定ま
で指定できます。ロールの最大値を確認する方法については、「ロールの最大セッション期間設定の
表示 (p. 280)」を参照してください。このパラメータを渡さない場合、一時的な認証情報の有効期限
は 1 時間です。この API の DurationSeconds パラメータは、コンソールセッションの期間を指定す
る SessionDuration HTTP パラメータとは別のものです。コンソールのサインイントークンの場合
は、フェデレーションエンドポイントに対するリクエストで SessionDuration HTTP パラメータを
使用します。詳細については、「カスタム ID ブローカーに対する AWS コンソールへのアクセスの許
可 (p. 235)」を参照してください。

• ロールセッション名 ロールが異なるプリンシパルによって使用される場合にセッションを識別す
るには、この文字列値を使用します。セキュリティ上の理由から、管理者は AWS CloudTrail ロ
グ (p. 405)内のこのフィールドを表示し、AWS でアクションを実行したユーザーを確認できます。管
理者が、ロールを引き受けるときにセッション名に特定の値を指定することを要求している場合があり
ます。詳細については、「sts:RoleSessionName (p. 1294)」を参照してください。

• （オプション）送信元アイデンティティ。フェデレーティッドユーザーは、ロールを引き受けるときに
ソース ID を指定するように要求できます。ソース ID を設定した後は、値を変更できません。これは、
ロールセッション中に実行されるすべてのアクションのリクエストに存在します。ソース ID 値はロール
の連鎖 (p. 185)セッション間で存続します。ソース ID 情報は、AWS CloudTrail ログを使用して、ロー
ルでアクションを実行したユーザーを特定します。ソースアイデンティティの使用の詳細については、
「引き受けたロールで実行されるアクションのモニタリングと制御 (p. 374)」を参照してください。

• (オプション) インラインまたはマネージド ポリシーセッション。これらのポリシーでは、ロールセッ
ションに割り当てられているロールのアイデンティティベースのポリシーのアクセス許可を制限してい
ます。結果として得られるセッションのアクセス許可は、ロールの ID ベースのポリシーとセッション
ポリシーの共通部分です。セッションポリシーを使用して、委任されているロールのアイデンティティ
ベースのポリシーによって許可されている以上のアクセス許可を付与することはできません。ロール
セッションのアクセス許可の詳細については、「セッションポリシー (p. 419)」を参照してください。

Note

AssumeRoleWithWebIdentity に対する呼び出しは署名 (暗号化) されていません。そのた
め、信頼されている経路を通じてリクエストが送信される場合のみ、オプションのセッション
ポリシーを含める必要があります。そうでない場合、他のユーザーが制限を削除するようにポ
リシーを変更できます。

AssumeRoleWithWebIdentity を呼び出すとき、AWS はトークンの信頼性を確認します。たとえば、
プロバイダーに応じて、AWS はプロバイダーを呼び出して、アプリが渡したトークンを含める場合があり
ます。ID プロバイダーがトークンを確認した場合、AWS は次の情報を返します。

• 一時的なセキュリティ認証情報一式。一時的なセキュリティ認証情報は、アクセスキー ID、シークレッ
トアクセスキー、およびセッショントークンで構成されています。

• 引き受けたロールのロール ID と ARN。
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• 一意のユーザー ID を含む SubjectFromWebIdentityToken 値。

一時的なセキュリティ認証情報がある場合、それを使って AWS API を呼び出すことができます。これ
は、長期的なセキュリティ認証情報を使用して AWS API 呼び出しを行うのと同じ処理です。異なる点
は、AWS で一時的なセキュリティ認証情報が有効であることを確認できる、セッショントークンを含める
必要があることです。

アプリで認証情報をキャッシュする必要があります。先述したように、認証情報はデフォルトで 1 時間後
に無効になります。 SDK の AmazonSTSCredentialsProviderAWS オペレーションを使用しない場合、再
度 AssumeRoleWithWebIdentity を呼び出すかどうかはお客様およびお客様のアプリによります。古い
認証情報が失効する前に、このオペレーションを呼び出して新しい一時的なセキュリティ認証情報を取得
します。

AssumeRoleWithSAML — SAML 2.0 と互換性のあるエンタープ
ライズ ID プロバイダーを介したフェデレーション
AssumeRoleWithSAML API オペレーションでは、組織の既存の ID システムによって認証されたフェデ
レーティッドユーザーの一時的なセキュリティ認証情報のセットが返ります。また、ユーザーは SAML
2.0 (Security Assertion Markup Language) を使用して AWS に認証および許可情報を渡す必要があり
ます。この API オペレーションは、SAML アサーションを生成できるソフトウェアに認証システム 
(Windows Active Directory、OpenLDAP など) を統合している組織で役立ちます。このような統合はユー
ザー ID とアクセス許可に関する情報を提供します (Active Directory Federation Services や Shibboleth な
ど)。詳細については、「SAML 2.0 ベースのフェデレーションについて (p. 206)」を参照してください。

Note

AssumeRoleWithSAML に対する呼び出しは署名 (暗号化) されていません。そのため、信頼され
ている経路を通じてリクエストが送信される場合のみ、オプションのセッションポリシーを含め
る必要があります。そうでない場合、他のユーザーが制限を削除するようにポリシーを変更でき
ます。

これは無署名の呼び出しです。つまり、アプリが AWS セキュリティ認証情報にアクセスできなくても呼
び出すことができます。この呼び出しを行うときに、以下の情報を渡します。

• アプリが引き受ける必要のあるロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
• ID プロバイダーを表す IAM で作成された SAML プロバイダーの ARN。
• アプリからのサインインリクエストに対する認証レスポンスで、SAML ID プロバイダーによって提供さ

れる、base64 でエンコードされた SAML アサーション。
• セッションタグ (p. 346)として属性を SAML アサーションに渡すように IdP を設定できます。
• （オプション）一時的なセキュリティ認証情報の期間を指定する期間。DurationSeconds パラメー

タを使用して、ロールセッションの期間を 900 秒 (15 分) からそのロールの最大セッション期間設定ま
で指定できます。ロールの最大値を確認する方法については、「ロールの最大セッション期間設定の
表示 (p. 280)」を参照してください。このパラメータを渡さない場合、一時的な認証情報の有効期限
は 1 時間です。この API の DurationSeconds パラメータは、コンソールセッションの期間を指定す
る SessionDuration HTTP パラメータとは別のものです。コンソールのサインイントークンの場合
は、フェデレーションエンドポイントに対するリクエストで SessionDuration HTTP パラメータを
使用します。詳細については、「カスタム ID ブローカーに対する AWS コンソールへのアクセスの許
可 (p. 235)」を参照してください。

• (オプション) インラインまたはマネージド ポリシーセッション。これらのポリシーでは、ロールセッ
ションに割り当てられているロールのアイデンティティベースのポリシーのアクセス許可を制限してい
ます。結果として得られるセッションのアクセス許可は、ロールの ID ベースのポリシーとセッション
ポリシーの共通部分です。セッションポリシーを使用して、委任されているロールのアイデンティティ
ベースのポリシーによって許可されている以上のアクセス許可を付与することはできません。ロール
セッションのアクセス許可の詳細については、「セッションポリシー (p. 419)」を参照してください。
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• ロールセッション名 ロールが異なるプリンシパルによって使用される場合にセッションを識別す
るには、この文字列値を使用します。セキュリティ上の理由から、管理者は AWS CloudTrail ロ
グ (p. 405)内のこのフィールドを表示し、AWS でアクションを実行したユーザーを確認できます。管
理者が、ロールを引き受けるときにセッション名に特定の値を指定することを要求している場合があり
ます。詳細については、「sts:RoleSessionName (p. 1294)」を参照してください。

• （オプション）送信元アイデンティティ。フェデレーティッドユーザーは、ロールを引き受けるときに
ソース ID を指定するように要求できます。ソース ID を設定した後は、値を変更できません。これは、
ロールセッション中に実行されるすべてのアクションのリクエストに存在します。ソース ID 値はロール
の連鎖 (p. 185)セッション間で存続します。ソース ID 情報は、AWS CloudTrail ログを使用して、ロー
ルでアクションを実行したユーザーを特定します。ソースアイデンティティの使用の詳細については、
「引き受けたロールで実行されるアクションのモニタリングと制御 (p. 374)」を参照してください。

AssumeRoleWithSAML を呼び出すときに、AWS は SAML アサーションの信頼性を確認します。ID プロ
バイダーがアサーションを確認した場合、AWS は次の情報を返します。

• 一時的なセキュリティ認証情報一式。一時的なセキュリティ認証情報は、アクセスキー ID、シークレッ
トアクセスキー、およびセッショントークンで構成されています。

• 引き受けたロールのロール ID と ARN。
• SAML アサーションの Audience 要素の Recipient 属性値を含む SubjectConfirmationData

値。
• SAML アサーションの Issuer 要素の値を含む Issuer 値。
• Issuer 値、AWS アカウント ID、SAML プロバイダーのフレンドリ名から構築されたハッシュ値を含

む NameQualifier 要素。Subject 要素と結合する場合、フェデレーティッドユーザーを一意に識別
できます。

• SAML アサーションの Subject 要素内の NameID 要素の値を含む Subject 要素。
• SubjectType 要素の形式を示す Subject 要素。値は、persistent、transient、または SAML ア

サーションで使用されている Format および Subject 要素の完全な NameID URI とすることができま
す。NameID 要素の Format 属性の詳細については、「認証レスポンスの SAML アサーションを設定す
る (p. 227)」を参照してください。

一時的なセキュリティ認証情報がある場合、それを使って AWS API を呼び出すことができます。これ
は、長期的なセキュリティ認証情報を使用して AWS API 呼び出しを行うのと同じ処理です。異なる点
は、AWS で一時的なセキュリティ認証情報が有効であることを確認できる、セッショントークンを含める
必要があることです。

アプリで認証情報をキャッシュする必要があります。認証情報はデフォルトで 1 時間後に無効に
なります。 SDK の AmazonSTSCredentialsProviderAWS アクションを使用していない場合、再度
AssumeRoleWithSAML を呼び出すかどうかはお客様およびお客様のアプリによります。古い認証情報が
失効する前に、このオペレーションを呼び出して新しい一時的なセキュリティ認証情報を取得します。

GetFederationToken — カスタム ID ブローカーを介したフェデ
レーション
GetFederationToken API オペレーションでは、フェデレーティッドユーザー用の一時的セキュリティ
認証情報が返ります。この API は、デフォルトの有効期限が大幅に長い (1 時間ではなく 12 時間) という
点で AssumeRole とは異なります。また、DurationSeconds パラメータを使用して、一時的なセキュ
リティ認証情報が有効である期間を選択することもできます。作成された認証情報は指定された期間 (900 
秒 (15 分) から 129,600 秒 (36 時間)) 有効です。有効期限が長いほど、何度も新しい認証情報を取得する
必要がなくなるので、AWS の呼び出し回数を減らすことができます。詳細については、「一時的なセキュ
リティ認証情報のリクエスト (p. 357)」を参照してください。

このリクエストを行うときは、特定の IAM ユーザーの認証情報を使用します。一時的セキュリティ認証
情報のアクセス許可は、GetFederationToken を呼び出したときに渡すセッションポリシーによって
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決まります。結果として得られるセッションのアクセス許可は、IAM ユーザーポリシーとユーザーが渡
すセッションポリシーの共通部分です。セッションポリシーを使用して、フェデレーションをリクエスト
している IAM ユーザーのアイデンティティベースのポリシーによって許可されている以上のアクセス許
可を付与することはできません。ロールセッションのアクセス許可の詳細については、「セッションポリ
シー (p. 419)」を参照してください。

GetFederationToken オペレーションによって返される一時的な認証情報を使用すると、セッションの
プリンシパルタグには、ユーザーのタグと渡されたセッションタグが含まれます。セッションタグの詳細
については、「AWS STS でのセッションタグの受け渡し (p. 346)」を参照してください。

GetFederationToken 呼び出しは、セッショントークン、アクセスキー、シークレットキー、失効情報
で構成される一時的セキュリティ認証情報を返します。組織内でアクセス権限を管理する (たとえば、プ
ロキシアプリケーションを使用してアクセス権限を割り当てる) 場合、GetFederationToken を使用で
きます。GetFederationToken を使用するサンプルアプリケーションを表示するには、AWS サンプル
コードとライブラリのActive Directory ユースケースの ID フェデレーションサンプルアプリケーションに
移動します。

以下の例に、GetFederationToken を使用したリクエストと応答のサンプルを示します。このリクエス
ト例では、指定された期間の呼び出し元ユーザーをセッションポリシー (p. 419) ARN およびセッション
タグ (p. 346)とフェデレートします。結果のセッションには Jane-session という名前が付けられま
す。

Example リクエストの例

https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetFederationToken
&Name=Jane-session
&PolicyArns.member.1.arn==arn%3Aaws%3Aiam%3A%3A123456789012%3Apolicy%2FRole1policy
&DurationSeconds=1800
&Tags.member.1.Key=Project
&Tags.member.1.Value=Pegasus
&Tags.member.2.Key=Cost-Center
&Tags.member.2.Value=12345
&AUTHPARAMS

前述の例に示すポリシー ARN には、次の URL エンコードされた ARN が含まれています。

arn:aws:iam::123456789012:policy/Role1policy

また、例の &AUTHPARAMS パラメータは、認証情報のプレースホルダーとして使用されることに注意して
ください。これは、署名であり、AWS HTTP API リクエストに含める必要があります。AWS SDK を使用
して API リクエストを作成することをお勧めします。その利点の 1 つは、SDK がリクエストの署名を処理
することです。API リクエストを手動で作成し、署名する必要がある場合は、「Amazon Web Services 全
般のリファレンス」の「署名バージョン 4 を使用して AWS リクエストに署名する」を参照してリクエス
トに署名する方法を確認してください。

一時的セキュリティ認証情報に加えて、レスポンスにはフェデレーティッドユーザーの Amazon リソース
ネーム（ARN）、および認証情報の有効期限が含まれています。

Example レスポンスの例

<GetFederationTokenResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<GetFederationTokenResult>
<Credentials> 
  <SessionToken> 
   AQoDYXdzEPT//////////wEXAMPLEtc764bNrC9SAPBSM22wDOk4x4HIZ8j4FZTwdQW 
   LWsKWHGBuFqwAeMicRXmxfpSPfIeoIYRqTflfKD8YUuwthAx7mSEI/qkPpKPi/kMcGd 
   QrmGdeehM4IC1NtBmUpp2wUE8phUZampKsburEDy0KPkyQDYwT7WZ0wq5VSXDvp75YU 
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   9HFvlRd8Tx6q6fE8YQcHNVXAkiY9q6d+xo0rKwT38xVqr7ZD0u0iPPkUL64lIZbqBAz 
   +scqKmlzm8FDrypNC9Yjc8fPOLn9FX9KSYvKTr4rvx3iSIlTJabIQwj2ICCEXAMPLE== 
  </SessionToken> 
  <SecretAccessKey> 
  wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY 
  </SecretAccessKey> 
  <Expiration>2019-04-15T23:28:33.359Z</Expiration> 
  <AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE;</AccessKeyId>
</Credentials>
<FederatedUser> 
  <Arn>arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Jean</Arn> 
  <FederatedUserId>123456789012:Jean</FederatedUserId>
</FederatedUser>
<PackedPolicySize>4</PackedPolicySize>
</GetFederationTokenResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>c6104cbe-af31-11e0-8154-cbc7ccf896c7</RequestId>
</ResponseMetadata>
</GetFederationTokenResponse>

Note

AWS 変換では、渡されたセッションポリシーとセッションタグが、個別の制限を持つひとまとめ
のバイナリ形式に圧縮されます。プレーンテキストが他の要件を満たしていても、この制限では
リクエストが失敗する可能性があります。PackedPolicySize レスポンス要素は、リクエスト
のポリシーとタグがサイズ制限にどの程度近づいているかをパーセントで示します。

AWS ではリソースレベルでアクセス許可を付与する（たとえば、Amazon S3 バケットにリソースベース
のポリシーをアタッチする）ことを推奨しています。Policy パラメータは省略できます。ただし、フェ
デレーティッドユーザーのポリシーを含まない場合、一時的セキュリティ認証情報ではアクセス権限が付
与されません。この場合、リソースポリシーを使用してフェデレーティッドユーザーに AWS リソースへ
のアクセスを許可する必要があります。

例えば、AWS アカウント 番号が 111122223333 であり、Susan にアクセスを許可しようとしている 
Amazon S3 バケットがあるとします。Susan の一時的セキュリティ認証情報にはバケットのポリシーが
含まれていません。この場合、Susan の ARN (arn:aws:sts::111122223333:federated-user/
Susan など) と一致する ARN があるポリシーがバケットにあるようにする必要があります。

GetSessionToken — 信頼されていない環境にあるユーザー向け
の一時的認証情報
この GetSessionToken API オペレーションでは、既存の IAM ユーザーに一時的セキュリティ認証情報
のセットが返ります。この API は、MFA が IAM ユーザーに対して有効なときに AWS リクエストを作成
するなど、セキュリティを強化するために役立ちます。認証情報は一時的なものであるため、安全性の低
い環境からリソースにアクセスする IAM ユーザーがいる場合、これによりセキュリティが強化されます。
安全性の低い環境の例には、モバイルデバイスやウェブブラウザが含まれます。詳細については、一時的
なセキュリティ認証情報のリクエスト (p. 357) または AWS Security Token Service API リファレンスの
「GetBucketEncryption」を参照してください。

デフォルトでは、IAM ユーザーの一時的なセキュリティ認証情報は、最大 12 時間有効です。ただ
し、DurationSeconds パラメータを使用して最短 15 分、最長 36 時間の有効期間をリクエストできま
す。セキュリティ上の理由から、AWS アカウントのルートユーザー のトークンは有効期間が 1 時間に制
限されます。

GetSessionToken は、セッショントークン、アクセスキー ID、およびシークレットアクセスキーから構
成される一時的なセキュリティ認証情報を返します。以下の例は、GetSessionToken を使用したリクエ
ストと応答のサンプルを示します。レスポンスには、一時的なセキュリティ認証情報の有効期限も含んで
います。
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Example リクエストの例

https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetSessionToken
&DurationSeconds=1800
&AUTHPARAMS

この例の AUTHPARAMS パラメータは 署名のプレースホルダーです。署名は AWS HTTP API リクエストに
含める必要がある認証情報です。AWS SDK を使用して API リクエストを作成することをお勧めします。
その利点の 1 つは、SDK がリクエストの署名を処理することです。API リクエストを手動で作成し、署名
する必要がある場合は、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 を使用して 
AWS リクエストに署名する」を参照してリクエストに署名する方法を確認してください。

Example レスポンスの例

<GetSessionTokenResponse xmlns="https://sts.amazonaws.com/doc/2011-06-15/">
<GetSessionTokenResult>
<Credentials> 
  <SessionToken> 
   AQoEXAMPLEH4aoAH0gNCAPyJxz4BlCFFxWNE1OPTgk5TthT+FvwqnKwRcOIfrRh3c/L 
   To6UDdyJwOOvEVPvLXCrrrUtdnniCEXAMPLE/IvU1dYUg2RVAJBanLiHb4IgRmpRV3z 
   rkuWJOgQs8IZZaIv2BXIa2R4OlgkBN9bkUDNCJiBeb/AXlzBBko7b15fjrBs2+cTQtp 
   Z3CYWFXG8C5zqx37wnOE49mRl/+OtkIKGO7fAE 
  </SessionToken> 
  <SecretAccessKey> 
  wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYzEXAMPLEKEY 
  </SecretAccessKey> 
  <Expiration>2011-07-11T19:55:29.611Z</Expiration> 
  <AccessKeyId>AKIAIOSFODNN7EXAMPLE</AccessKeyId>
</Credentials>
</GetSessionTokenResult>
<ResponseMetadata>
<RequestId>58c5dbae-abef-11e0-8cfe-09039844ac7d</RequestId>
</ResponseMetadata>
</GetSessionTokenResponse>

オプションで、GetSessionToken リクエストに、AWS の多要素認証 (MFA) で確認する
SerialNumber および TokenCode 値を含めることができます。指定された値が有効であれば、AWS 
STS は、MFA 認証の状態を含む一時的なセキュリティ認証情報を提供します。この一時的セキュリティ認
証情報を使用して、MFA で保護された API オペレーションまたは AWS ウェブサイトに、MFA 認証が有
効である限りアクセスできます。

以下の例は、MFA 認証コードとデバイスのシリアルナンバーを含む GetSessionToken リクエストを示
しています。

https://sts.amazonaws.com/
?Version=2011-06-15
&Action=GetSessionToken
&DurationSeconds=7200
&SerialNumber=YourMFADeviceSerialNumber
&TokenCode=123456
&AUTHPARAMS

Note

AWS STS の呼び出しは、グローバルエンドポイントまたは AWS アカウント をアクティブ化し
ているリージョンのエンドポイントに対して行えます。詳細については、リージョンとエンドポ
イントの「AWS STS」セクションを参照してください。
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この例の AUTHPARAMS パラメータは 署名のプレースホルダーです。署名は AWS HTTP API リク
エストに含める必要がある認証情報です。AWS SDK を使用して API リクエストを作成すること
をお勧めします。その利点の 1 つは、SDK がリクエストの署名を処理することです。API リクエ
ストを手動で作成し、署名する必要がある場合は、[Amazon Web Services 全般のリファレンス] 
の「署名バージョン 4 を使用して AWS リクエストに署名する」を参照してリクエストに署名す
る方法を確認してください。

AWS STS API オペレーションの比較
次の表は、一時的なセキュリティ認証情報を返す、AWS STS の API オペレーションの機能を比較した
ものです。ロールを引き受けることで一時的なセキュリティ認証情報をリクエストするための別の方法
については、「IAM ロールを使用する (p. 278)」を参照してください。セッションタグを渡すことがで
きるさまざまな AWS STS API オペレーションについては、「AWS STS でのセッションタグの受け渡
し (p. 346)」を参照してください。

API オプションの比較

AWS 
STS API

呼び出し元 認証情報
の有効期
間 (最小 | 
最大 | デ
フォルト)

MFA サ
ポート¹

セッショ
ンポリ
シーのサ
ポート²

得られた一時的な認証情報に対
する制限

AssumeRole既存の一時的なセ
キュリティ認証情報
を持つ IAM ユーザー
または IAM ロール

15 分 | 最
大セッ
ション期
間設定³ | 
1 時間

はい はい GetFederationToken または
GetSessionToken を呼び出せ
ません。

AssumeRoleWithSAML任意のユーザー。呼
び出し元は、既知の 
ID プロバイダーから
の認証を示す SAML 
認証レスポンスを渡
す必要があります。

15 分 | 最
大セッ
ション期
間設定³ | 
1 時間

いいえ はい GetFederationToken または
GetSessionToken を呼び出せ
ません。

AssumeRoleWithWebIdentity任意のユーザー。呼
び出し元は、既知の 
ID プロバイダーから
の認証を示すウェブ 
ID トークンを渡す必
要があります。

15 分 | 最
大セッ
ション期
間設定³ | 
1 時間

いいえ はい GetFederationToken または
GetSessionToken を呼び出せ
ません。

GetFederationTokenIAM ユーザーまたは 
AWS アカウントの
ルートユーザー

IAM ユー
ザー: 15 
分 | 36 時
間 | 12 時
間

ルート
ユーザー: 
15 分 | 1 
時間 | 1 
時間

いいえ はい AWS CLI または AWS API を使
用して IAM オペレーションを呼
び出すことはできません。この
制限はコンソールセッションに
は適用されません。

GetCallerIdentity 以外の 
AWS STS オペレーションは呼び
出せません。⁴

コンソールへの SSO は許可され
ています。⁵

GetSessionTokenIAM ユーザーまたは 
AWS アカウントの
ルートユーザー

IAM ユー
ザー: 15 
分 | 36 時

はい いいえ リクエストに MFA 情報が含まれ
ていない場合は、IAM API オペ
レーションを呼び出せません。
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AWS 
STS API

呼び出し元 認証情報
の有効期
間 (最小 | 
最大 | デ
フォルト)

MFA サ
ポート¹

セッショ
ンポリ
シーのサ
ポート²

得られた一時的な認証情報に対
する制限

間 | 12 時
間

ルート
ユーザー: 
15 分 | 1 
時間 | 1 
時間

AssumeRole または
GetCallerIdentity を除く 
AWS STS API オペレーションを
呼び出せません。

コンソールへの SSO は許可され
ていません。⁶

¹ MFA サポート。AssumeRole および GetSessionToken API オペレーションを呼び出すときに、多要素認
証 (MFA) デバイスに関する情報を含めることができます。そうすることで、API 呼び出しによって得られ
た一時的なセキュリティ認証情報を、MFA デバイスで認証されたユーザーだけが使用できるようにできま
す。詳細については、「MFA 保護 API アクセスの設定 (p. 146)」を参照してください。

² セッションポリシーのサポート。セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの
一時セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡すポリシーです。このポリシーでは、
セッションに割り当てられているロールまたはユーザーのアイデンティティベースのポリシーのアクセス
許可を制限しています。結果として得られるセッションのアクセス許可は、エンティティの ID ベースのポ
リシーとセッションポリシーの共通部分です。セッションポリシーを使用して、委任されているロールの
アイデンティティベースのポリシーによって許可されている以上のアクセス許可を付与することはできま
せん。ロールセッションのアクセス許可の詳細については、「セッションポリシー (p. 419)」を参照して
ください。

³ [Maximum session duration setting] (最大セッション期間設定)。DurationSeconds パラメータを使用し
て、ロールセッションの期間を 900 秒 (15 分) からそのロールの最大セッション期間設定まで指定できま
す。ロールの最大値を確認する方法については、「ロールの最大セッション期間設定の表示 (p. 280)」を
参照してください。

⁴ GetCallerIdentity。このオペレーションを実行するためのアクセス許可は必要ありません。管理者
が、sts:GetCallerIdentity アクションへのアクセスを明示的に拒否するポリシーを IAM ユーザー
またはロールに追加しても、このオペレーションは実行できます。IAM ユーザーまたはロールがアクセス
を拒否されたときに同じ情報が返されるため、アクセス許可は必要ありません。レスポンスの例について
は、「iam:DeleteVirtualMFADevice を実行する権限がありません (p. 1085)」を参照してください。

⁵ コンソールへのシングルサインオン (SSO)。SSO をサポートするために、AWS でフェデレーションエ
ンドポイント (https://signin.aws.amazon.com/federation) を呼び出し、一時的セキュリティ
認証情報を渡すことができます。エンドポイントから返されるトークンを使用すると、パスワードを要求
せずにユーザーを直接コンソールにサインインさせる URL を作成できます。詳細とサンプルスクリプト
については、SAML 2.0 フェデレーティッドユーザーが AWS Management Consoleにアクセス可能にす
る (p. 232) および AWS セキュリティブログの「AWS へのクロスアカウントアクセスを有効にする方
法」を参照してください。

⁵ 一時的な認証情報を取得した後、この認証情報をフェデレーションのシングルサインオンエンドポイン
トに渡して AWS Management Console にアクセスすることはできません。詳細については、「カスタム 
ID ブローカーに対する AWS コンソールへのアクセスの許可 (p. 235)」を参照してください。

AWS リソースを使用した一時的な認証情報の使用
一時的な認証情報を使用して、AWS または AWS CLI API（AWS SDKを使用）を使用して AWS リソー
スのプログラム要求を行うことができます。一時的な認証情報は、IAM ユーザーの認証情報など、長期的
なセキュリティ認証情報を使用するのと同じアクセス許可を提供します。ただし、いくつか違いがありま
す。
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• 一時的セキュリティ認証情報を使用して呼び出しを行うときは、一時的な認証情報と共に返されるセッ
ショントークンを呼び出しに含める必要があります。AWS はセッショントークンを使用して、一時的セ
キュリティ認証情報を検証します。

• 一時的な認証情報は、指定した期間が過ぎると失効します。一時認証情報が有効期限切れになると、
その認証情報を使用する呼び出しはすべて失敗するため、新しい一時認証情報を生成する必要がありま
す。一時的な認証情報は、最初に指定された間隔を超えて延長または更新することはできません。

• 一時的な認証情報を使用してリクエストを行う場合、プリンシパルに一連のタグが含まれる場合があり
ます。これらのタグは、引き受けるロールにアタッチされたセッションタグとタグから取得されます。
セッションタグの詳細については、「AWS STS でのセッションタグの受け渡し (p. 346)」を参照して
ください。

AWS SDK 、AWS Command Line Interface (AWS CLI) または Tools for Windows PowerShell を使用して
いる場合、一時的なセキュリティ認証情報を取得および使用する方法はコンテキストによって異なりま
す。コード、AWS CLI、または Tools for Windows PowerShell コマンドを EC2 インスタンス内で実行し
ている場合は、Amazon EC2 のロールを利用できます。それ以外の場合は、AWS STS API を呼び出して
一時的な認証情報を取得した後、その情報を明示的に使用して AWS のサービスを呼び出すことができま
す。

Note

AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、AWS リソースへのアクセスをコントロー
ルできる一時的セキュリティ認証情報を持つ、信頼されたユーザーを作成および提供すること
ができます。AWS STS の詳細については、「IAM の一時的な認証情報 (p. 355)」を参照して
ください。AWS STS は、デフォルトのエンドポイントが https://sts.amazonaws.com に
あるグローバルサービスです。このエンドポイントや他のエンドポイントから取得した認証情報
はグローバルに有効ですが、このエンドポイントは米国東部 (バージニア北部) リージョンにあ
ります。これらの認証情報は、どのリージョンのサービスとリソースでも機能します。サポート
されているリージョンのいずれかにあるエンドポイントへの AWS STS API 呼び出しを実行する
こともできます。地理的に近い場所にあるリージョンのサーバーに対してリクエストを実行す
ることによって、レイテンシーを低減できます。認証情報を取得したリージョンに関係なく、認
証情報はグローバルに使用できます。詳細については、「AWS リージョン での AWS STS の管
理 (p. 392)」を参照してください。

目次
• Amazon EC2 インスタンスでの一時的な認証情報の使用 (p. 369)
• AWS SDK での一時的セキュリティ認証情報の使用 (p. 370)
• AWS CLI で一時的なセキュリティ認証情報を使用する (p. 370)
• API オペレーションで一時的なセキュリティ認証情報を使用する (p. 371)
• 詳細情報 (p. 371)

Amazon EC2 インスタンスでの一時的な認証情報の使用
AWS CLI コマンドまたはコードを EC2 インスタンス内で実行する場合、認証情報を取得するために推奨
される方法は、Amazon EC2 のロールを使用する方法です。つまり、EC2 インスタンスで実行されている
アプリケーションに付与するアクセス許可を指定する IAM ロールを作成します。インスタンスを起動する
ときに、このロールとインスタンスを関連付けます。

これにより、インスタンスで実行されるアプリケーション、AWS CLI、Tools for Windows PowerShell コ
マンドがインスタンスメタデータから自動的に一時的セキュリティ認証情報を取得できるようになりま
す。一時的なセキュリティ認証情報を明示的に取得する必要はありません。AWS SDK、AWS CLI、およ
び Tools for Windows PowerShell は EC2 インスタンスメタデータサービス (IMDS) から認証情報を自動的
に取得して使用します。一時的なセキュリティ認証情報には、インスタンスに関連付けられたロールに定
義されているアクセス権限が付与されます。

詳細情報および例については、次のセクションを参照してください。
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• IAM ロールを使用した Amazon Elastic Compute Cloud の AWS リソースへのアクセスの許可 — AWS 
SDK for Java

• IAM ロールを使用したアクセスの許可 — AWS SDK for .NET
• ロールの作成 — AWS SDK for Ruby

AWS SDK での一時的セキュリティ認証情報の使用
コード内で一時的なセキュリティ認証情報を使用するには、AssumeRole などの AWS STS API をプログ
ラムから呼び出し、結果として得られる認証情報とセッショントークンを抽出します。その後、これらの
値を AWS への後続の呼び出しの認証情報として使用します。以下の例は、AWS SDK を使用している場
合に、一時的なセキュリティ認証情報を使用する方法を示す疑似コードです。

assumeRoleResult = AssumeRole(role-arn);
tempCredentials = new SessionAWSCredentials( 
   assumeRoleResult.AccessKeyId,  
   assumeRoleResult.SecretAccessKey,  
   assumeRoleResult.SessionToken);
s3Request = CreateAmazonS3Client(tempCredentials);

Python で記述された例（AWS SDK for Python (Boto) を使用）については、「IAM ロール (AWS API) の切
り替え (p. 295)」を参照してください。この例では、AssumeRole を呼び出して一時的なセキュリティ
認証情報を取得し、それらの認証情報を使用して Amazon S3 を呼び出します。

AssumeRole、GetFederationToken、およびその他の API オペレーションを呼び出す方法の詳細につ
いては、「AWS Security Token Service API リファリファレンス」を参照してください。結果から一時的
なセキュリティ認証情報とセッショントークンを取得する方法の詳細については、お使いの SDK のドキュ
メントを参照してください。すべての AWS SDK に関するドキュメントは、主要な AWS のドキュメント
ページの「SDK とツールキット」セクションにあります。

古い認証情報が失効する前に、新しい認証情報を取得する必要があります。一部の SDK では、ユーザーの
代わりに認証情報の更新処理を管理するプロバイダーを使用できます。お使いの SDK のドキュメントを確
認してください。

AWS CLI で一時的なセキュリティ認証情報を使用する
AWS CLI で一時的なセキュリティ認証情報を使用できます。これは、ポリシーをテストする場合に便利で
す。

AWS CLI を使用して、AWS STS API (AssumeRole や GetFederationToken など) を呼び出し、結果
の出力をキャプチャします。次の例は、出力をファイルに送信する AssumeRole の呼び出しを示していま
す。この例では、profile パラメータは AWS CLI 設定ファイル内のプロファイルであると想定されてい
ます。また、ロールを引き受けるアクセス許可を持つ IAM ユーザーの認証情報を参照することも想定され
ます。

aws sts assume-role --role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/role-name --role-session-name 
 "RoleSession1" --profile IAM-user-name > assume-role-output.txt

コマンドが完了したら、ルーティングした場所からアクセスキー ID、シークレットアクセスキー、セッ
ショントークンを抽出できます。この操作は、手動またはスクリプトを使用して行うことができます。次
に、これらの値を環境変数に割り当てます。

AWS CLI コマンドを実行すると、AWS CLI によって特定の順序で資格情報が検索されます。最初は環
境変数で、次に構成ファイルで検索されます。したがって、一時的な認証情報を環境変数に設定する
と、AWS CLI でこれらの認証情報がデフォルトで使用されます （コマンドで profile パラメーターを指
定すると、AWS CLI は環境変数をスキップします。代わりに、AWS CLI は構成ファイルを調べます。こ
れにより、必要に応じて環境変数の資格情報をオーバーライドできます。）
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以下の例では、環境変数に一時的なセキュリティ認証情報を設定した後で AWS CLI コマンドを呼び出し
ています。AWS CLI コマンドには profile パラメータが指定されていないため、AWS CLI で最初に環境
変数内で認証情報が検索されます。その結果、一時的な認証情報が使用されます。

Linux

$ export AWS_ACCESS_KEY_ID=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
$ export AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
$ export AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of session token>
$ aws ec2 describe-instances --region us-west-1

Windows

C:\> SET AWS_ACCESS_KEY_ID=ASIAIOSFODNN7EXAMPLE
C:\> SET AWS_SECRET_ACCESS_KEY=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
C:\> SET AWS_SESSION_TOKEN=AQoDYXdzEJr...<remainder of token> 
C:\> aws ec2 describe-instances --region us-west-1

API オペレーションで一時的なセキュリティ認証情報を使用する
AWS に対する直接 HTTPS API リクエストを行う場合、AWS Security Token Service (AWS STS) から
取得した一時的セキュリティ認証情報でそれらのリクエストを署名できます。これを行うには AWS STS 
から受け取るアクセスキー ID とシークレットアクセスキーを使用します。長期的な認証情報を使用して
リクエストに署名するのと同じ方法で、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを使用します。ま
た、AWS STS から渡されるセッショントークンを API リクエストに追加します。セッショントークン
は、HTTP ヘッダーに追加するか、X-Amz-Security-Token という名前のクエリ文字列パラメータに追
加します。セッショントークンを追加するのは、HTTPヘッダーまたはクエリ文字列パラメータのいずれか
です。両方には追加しません。HTTPS API リクエストの署名の詳細については、「AWS 全般のリファレ
ンス」の「AWS API リクエストの署名」を参照してください。

詳細情報
他の AWS のサービスで AWS STS を使用する方法の詳細については、以下のブログ記事を参照してくだ
さい。

• Amazon S3。「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「IAM ユーザー一時クレデンシャ
ルを使用したリクエストの作成」または「フェデレーションユーザー一時クレデンシャルを使用したリ
クエストの作成」を参照してください。

• Amazon SNS 『Amazon Simple Notification Service 開発者ガイド』の「一時的なセキュリティクレデン
シャルの使用」を参照してください。

• Amazon SQS 「Amazon Simple Queue Service デベロッパーガイド」の「Amazon SNS でのアイデン
ティティベースのポリシーの使用」を参照してください。

• Amazon SimpleDB 「Amazon SimpleDB デベロッパーガイド」の「Amazon SQS での Identity and 
Access Management」を参照してください。

一時的なセキュリティ認証情報のアクセス権限を制御
する
AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、AWS リソースへのアクセスをコントロールできる
一時的セキュリティ認証情報を持つ、信頼されたユーザーを作成および提供することができます。AWS 
STS の詳細については、「IAM の一時的な認証情報 (p. 355)」を参照してください。AWS STS によって
一時的なセキュリティ証明書が発行された後、それらの証明書は期限切れになるまで有効であり、取り消
すことはできません。ただし、一時的なセキュリティ認証情報に割り当てられたアクセス権限は、認証情
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報を使用するリクエストがなされるたびに評価されるため、発行後にアクセス権を変更することで、認証
情報を取り消すのと同等の効果を得ることができます。

以下のトピックでは、AWS のアクセス許可とポリシーに関する実用的な知識があることを前提としていま
す。これらのトピックの詳細については、「AWS リソースの アクセス管理 (p. 416)」を参照してくださ
い。

トピック
• AssumeRole、AssumeRoleWithSAML、AssumeRoleWithWebIdentity のアクセス権限 (p. 372)
• 引き受けたロールで実行されるアクションのモニタリングと制御 (p. 374)
• GetFederationToken のアクセス権限 (p. 383)
• GetSessionToken のアクセス権限 (p. 386)
• 一時的なセキュリティ認証情報のアクセス権限を無効にする (p. 388)
• 一時的なセキュリティ認証情報を作成するためのアクセス権限の付与 (p. 391)

AssumeRole、AssumeRoleWithSAML、AssumeRoleWithWebIdentity 
のアクセス権限
引き受けるロールのアクセス許可ポリシーによって、AssumeRole、AssumeRoleWithSAML、および
AssumeRoleWithWebIdentity によって返る一時的なセキュリティ認証情報のアクセス許可が決まりま
す。これらのアクセス権限は、ロールを作成または更新するときに定義します。

必要に応じて、インラインまたはマネージド セッションポリシー (p. 419)
をAssumeRole、AssumeRoleWithSAML、または AssumeRoleWithWebIdentity API オペレーション
のパラメータとして渡すことができます。セッションポリシーは、ロールの一時的な認証情報セッション
のアクセス許可を制限します。結果として得られるセッションのアクセス許可は、ロールの ID ベースのポ
リシーとセッションポリシーの共通部分です。ロールの一時的な認証情報を以降の AWS API コールで使
用し、ロールを所有するアカウント内のリソースにアクセスできます。セッションポリシーを使用して、
委任されているロールのアイデンティティベースのポリシーによって許可されている以上のアクセス許可
を付与することはできません。AWS でロールの有効なアクセス許可を決定する方法の詳細については、
「ポリシーの評価論理 (p. 1220)」を参照してください。

AssumeRole を最初に呼び出した認証情報にアタッチされたポリシーは、「許可」または「拒否」承認
の決定を行うときに AWS によって評価されません。ユーザーは引き受けたロールによって割り当てら
れたアクセス権限に従って、元のアクセス権限を一時的に放棄します。AssumeRoleWithSAML および
AssumeRoleWithWebIdentity API オペレーションの場合、API の呼び出し元が AWS ID ではないた
め、評価するポリシーはありません。

例: AssumeRole を使用してアクセス権限を割り当てる
AssumeRole API オペレーションをさまざまなポリシーと共に使用できます。ここにいくつか例を挙げま
す。
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ロールのアクセス許可ポリシー

この例では、オプションの Policy パラメータでセッションポリシーを指定せずに、AssumeRole API オ
ペレーションを呼び出します。一時的な認証情報に割り当てられるアクセス許可は、引き受けるロールの
アクセス許可ポリシーによって決まります。次のアクセス許可ポリシーの例では、productionapp とい
う名前の S3 バケットに含まれるすべてのオブジェクトを一覧表示するアクセス許可をロールに付与しま
す。また、このバケット内のオブジェクトを取得、格納、削除することもロールに許可します。

Example ロールアクセス権限ポリシーの例

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:DeleteObject" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*" 
    } 
  ]
}

パラメータとして渡されたセッションポリシー

前の例と同じロールを引き受けることをユーザーに許可すると仮定します。ただし、この場合、オブジェ
クトを取得して productionapp S3 バケットに配置するためのアクセス許可のみをロールセッションに
付与する必要があります。オブジェクトの削除は許可しません。これを実現する 1 つの方法が、新しい
ロールを作成し、そのロールのアクセス許可ポリシーで目的のアクセス許可を指定することです。もう 
1 つの方法では、AssumeRole API を呼び出し、API オペレーションの一部としてオプションの Policy
パラメータにセッションポリシーを含めます。結果として得られるセッションのアクセス許可は、ロー
ルの ID ベースのポリシーとセッションポリシーの共通部分です。セッションポリシーを使用して、委
任されているロールのアイデンティティベースのポリシーによって許可されている以上のアクセス許可
を付与することはできません。ロールセッションのアクセス許可の詳細については、「セッションポリ
シー (p. 419)」を参照してください。

新しいセッションの一時的な認証情報を取得した後、それらのアクセス許可を付与するユーザーに取得し
た認証情報を渡すことができます。

たとえば、API 呼び出しのパラメータとして以下のポリシーを渡すとします。このセッションを使用する
ユーザーには、次のアクションのみを実行するアクセス許可が付与されています。

• productionapp バケットのすべてのオブジェクトをリストします。
• productionapp バケットのオブジェクトを取得し格納します。

次のセッションポリシーでは、s3:DeleteObject アクセス許可は除外され、引き受けたセッションに
s3:DeleteObject アクセス許可は付与されません。このポリシーでは、ロールの既存のアクセス許可ポ
リシーが上書きされるように、ロールセッションのアクセス許可の上限を設定します。

Example AssumeRole API コールで渡すセッションポリシーの例

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*" 
    } 
  ]
}

リソースベースのポリシー

一部の AWS リソースはリソースベースのポリシーをサポートし、このポリシーは一時的なセキュリティ
認証情報に影響するアクセス許可を定義する別の仕組みとして利用できます。リソースベースのポリシー
をサポートしているのは、Amazon S3 バケット、Amazon SNS トピック、Amazon SQS キューなど、一
部のリソースのみです。以下の例では、前の例を拡張して、productionapp という名前の S3 バケット
を使用します。以下に挙げるポリシーが、バケットにアタッチされます。

productionapp バケットに以下のリソースベースのポリシーをアタッチすると、すべてのユーザーに対
して、バケットからオブジェクトを削除するアクセス許可は拒否されます。(ポリシーの Principal 要
素を参照してください。) ロールのアクセス許可ポリシーで DeleteObject アクセス許可が付与されて
いますが、これには引き受けたすべてのロールユーザーも含まれます。明示的な Deny ステートメントは
Allow ステートメントより常に優先されます。

Example バケットポリシーの例

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Principal": {"AWS": "*"}, 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "s3:DeleteObject", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::productionapp/*" 
  }
}

AWS による複数のポリシータイプの組み合わせと評価の詳細については、「ポリシーの評価論
理 (p. 1220)」を参照してください。

引き受けたロールで実行されるアクションのモニタリングと制御
IAM ロール (p. 183)は、アクセス許可 (p. 417)が割り当てられている IAM 内のオブジェクトです。IAM 
IDまたは AWS の外部からのIDを使用してそのロールを引き受ける (p. 278)と、ロールに割り当てられた
アクセス許可を持つセッションを受け取ります。

AWS でアクションを実行すると、セッションに関する情報を AWS CloudTrail にログ記録して、アカウン
ト管理者がモニタリングできるようになります。管理者は、AWS でアクションを実行する個人またはアプ
リケーションを識別するカスタム文字列を渡すように ID を要求するようにロールを設定できます。この 
ID 情報は、ソース ID として AWS CloudTrail に保存されます。管理者は CloudTrail のアクティビティを確
認すると、ソース ID 情報を表示して、引き受けたロールセッションでアクションを実行したユーザーやア
クションを判断できます。
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ソースIDが設定されると、ロールセッション中に実行されるすべての AWS アクションの要求に存在しま
す。設定された値は、ロールが AWS CLI または AWS APIを介して別のロールを引き受けるために使用さ
れる場合、ロール連鎖 (p. 185)と呼ばれます。設定される値は、ロールセッション中に変更できません。
管理者は、ソース ID の存在または値に基づいて詳細なアクセス許可を構成して、共有ロールで実行される 
AWS アクションをさらに制御できます。ソース ID 属性を使用できるかどうか、必須かどうか、どの値を
使用できるかを決定できます。

ソース ID の使用方法は、ロールセッション名およびセッションタグとは重要な点で異なります。ソース 
ID 値は、設定後は変更できません。また、ロールセッションで実行される追加のアクションでも保持され
ます。セッションタグとロールセッション名の使用方法は次のとおりです。

• セッションタグ – ロールを引き受けるとき、またはユーザーをフェデレートするときに セッション
タグ を渡すこともできます。セッションタグは、ロールを引き受けるときに存在します。タグ条件
キーを使用して、タグに基づいてプリンシパルにアクセス許可を付与するポリシーを定義できます。次
に、CloudTrail を使用して、ロールを引き受けるか、ユーザーをフェデレートするために行われたリク
エストを表示できます。セッションタグの詳細については、「AWS STS でのセッションタグの受け渡
し (p. 346)」を参照してください。

• ロールセッション名 – ロール信頼ポリシーで sts:RoleSessionName 条件キーを使用して、ユーザー
がロールを引き受けるときに特定のセッション名を提供するように要求できます。ロールセッション名
は、ロールが異なるプリンシパルによって使用される場合に、ロールセッションを区別するために使用
できます。ロールセッション名の詳細については、「sts:RoleSessionName (p. 1294)」を参照してくだ
さい。。

ロールを引き受ける ID を制御する場合は、ソース ID を使用することをお勧めします。ソースアイデン
ティティは、CloudTrail ログをマイニングして、アクションを実行するためにロールを使用したユーザー
を特定する場合にも役立ちます。

トピック
• ソース ID を使用するための設定 (p. 375)
• ソースアイデンティティについて知っておくべきこと (p. 376)
• ソース ID を設定するために必要なアクセス許可 (p. 376)
• ロールを引き受けるときのソース ID の指定 (p. 378)
• AssumeRole でのソース ID の使用 (p. 378)
• AssumeRoleWithSAML を使用したソース ID の使用 (p. 378)
• AssumeRoleWithWebIdentity によるソース ID の使用 (p. 379)
• ソース ID 情報を使用してアクセスを制御する (p. 380)
• CloudTrail でのソースアイデンティティの表示  (p. 382)

ソース ID を使用するための設定

ソース ID を使用するように設定する方法は、ロールを引き受けるときに使用される方法によって異な
ります。例えば、IAMユーザーは、AssumeRole オペレーションを直接使用してロールを引き受ける
場合があります。エンタープライズ ID (ワークフォースIDとも呼ばれる) がある場合、AWS を使用して
AssumeRoleWithSAML リソースにアクセスする可能性があります。エンドユーザーがモバイルまたは
Webアプリケーションにアクセスする場合、AssumeRoleWithWebIdentity を使用してアクセスする可
能性があります。次に、既存の環境でソース ID 情報を利用するためのを設定する方法を理解するのに役立
つ概要のワークフローの概要を示します。

1. テストユーザーおよびロールの構成 — 運用前環境を使用して、テストユーザーおよびロールを構成
し、ソースアイデンティティを設定できるようにポリシーを構成します。

フェデレーション ID に ID プロバイダー (IdP) を使用する場合は、アサーションまたはトークンでソー
ス ID に選択したユーザー属性を渡すように IdP を設定します。
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2. ロールを引き受けるには – ロールを想定し、テスト用に設定したユーザーとロールにソース ID を渡し
ます。

3. CloudTrail の確認 — CloudTrail ログでテストロールのソース ID 情報を確認します。
4. ユーザーのトレーニング — 運用前の環境でテストした後、必要に応じて、ソース ID 情報を渡す方法を

ユーザーが把握していることを確認します。本番環境でソース ID の提供をユーザーに要求する期限を
設定します。

5. 本番ポリシーの設定：本番環境のポリシーを構成し、本番ユーザーおよびロールに追加します。
6. アクティビティのモニタリング— CloudTrail ログを使用して、本番ロールのアクティビティをモニタリ

ングします。

ソースアイデンティティについて知っておくべきこと

ソース ID を使用する際には、次の点に注意してください。

• ID プロバイダー (IdP) に接続されているすべてのロールの信頼ポリシーに sts:SetSourceIdentity
アクセス許可が必要です。ロール信頼ポリシーでこのアクセス許可を持たないロールの場
合、AssumeRole* オペレーションは失敗します。各ロールのロール信頼ポリシーを更新しない場合
は、ソース ID を渡すために個別の IdP インスタンスを使用できます。その後、個別の IdP に接続され
ているロールにのみ sts:SetSourceIdentity アクセス許可を追加します。

• アイデンティティーがソースアイデンティティを設定する場合、sts:SourceIdentity キーはリクエ
ストに存在します。ロールセッション中に実行される後続のアクションでは、aws:SourceIdentity
キーがリクエストに存在します。AWS は、sts:SourceIdentity または aws:SourceIdentity
キーのソース ID の値を制御しません。ソース ID を要求する場合は、ユーザーまたは IdP に提供する属
性を選択する必要があります。セキュリティ上の理由から、これらの値の提供方法を制御できることを
確認する必要があります。

• ソース ID の値は、2 〜 64 文字の長さである必要があり、英数字、アンダースコア、および 、. , + = @ 
-(ハイフン) のみを含めることができます。テキスト aws: から開始するタグキーや値を作成することは
できません。このプレフィックスは AWS の内部使用のために予約されています。

• AWS サービスまたはサービスにリンクされたロールがフェデレーション ID またはワーカー ID に代
わってアクションを実行する場合、ソース ID 情報は CloudTrail によってキャプチャされません。

Important

AWS Management Console でロールを切り替えるには、ロールを引き受けるときにソース ID を
設定する必要があります。このようなロールを引き受けるには、AWS CLI または AWS API を呼
び出して AssumeRole オペレーションを実行し、ソース ID パラメーターを指定します。

ソース ID を設定するために必要なアクセス許可

API オペレーションに一致するアクションに加えて、ポリシーには次のアクセス許可のみのアクションが
必要です。

sts:SetSourceIdentity

• ソース ID を指定するには、プリンシパル (IAM ユーザーとロール) に sts:SetSourceIdentity への
アクセス許可が必要です。管理者は、ロールの信頼ポリシーとプリンシパルのアクセス許可ポリシーで
これを設定できます。

• 別のロールでロールを引き受ける場合、ロールの連鎖 (p. 185)と呼ばれるアクセス許可
sts:SetSourceIdentity は、ロールを引き受けるプリンシパルのアクセス許可ポリシーと、ター
ゲットロールのロール信頼ポリシーの両方で必要です。そうしない場合、ロールの引き受け操作は失敗
します。

• ソース ID を使用している場合、ID プロバイダー (IdP) に接続されているすべてのロールの信頼ポリシー
に sts:SetSourceIdentity アクセス許可が必要です。このアクセス許可なしで IdP に接続されてい
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るロールでは、AssumeRole* オペレーションは失敗します。各ロールのロール信頼ポリシーを更新し
ない場合は、ソース ID を渡すために個別の IdP インスタンスを使用し、sts:SetSourceIdentity ア
クセス許可は、個別の IdP に接続されているロールにのみ付与されます。

• アカウントの境界を越えてソースIDを設定するには、2 箇所に sts:SetSourceIdentity アクセス許
可を含める必要があります。これは、元のアカウントのプリンシパルのアクセス許可ポリシーと、ター
ゲットアカウントのロールのロール信頼ポリシーにある必要があります。例えば、ロールがロールの連
鎖 (p. 185)を使用して別のアカウントでロールを引き受けるために使用される場合、これを行う必要が
ある場合があります。

アカウント管理者として、アカウントの IAM ユーザーDevUserが同じアカウントの Developer_Role を
引き継ぐことを許可したいとします。ただし、ユーザーがソース ID を自分の IAM ユーザー名に設定して
いる場合にのみ、このアクションを許可します。その場合、IAM ユーザーに以下のポリシーをアタッチで
きます。

Example DevUser にアタッチされた ID ベースのポリシーの例

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AssumeRole", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role" 
    }, 
    { 
      "Sid": "SetAwsUserNameAsSourceIdentity", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sts:SetSourceIdentity", 
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "sts:SourceIdentity": "${aws:username}" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

許容可能なソース ID 値を適用するには、次のロール信頼ポリシーを設定します。このポリシー
は、IAM ユーザー DevUser にロールを引き受けてソースIDを設定するためのアクセス許可を与えま
す。sts:SourceIdentity条件キーは、許容可能なソース ID 値を定義します。

Example ソース ID のロール信頼ポリシーの例

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AllowDevUserAssumeRole", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/DevUser" 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRole", 
        "sts:SetSourceIdentity" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
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          "sts:SourceIdentity": "DevUser" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

ユーザーは、IAMユーザー DevUser の認証情報を使用して、次の DeveloperRole リクエストを使用し
て、AWS CLI を受け入れようとしています。

Example AssumeRole CLI リクエストの例

aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/Developer_Role \
--role-session-name Dev-project \  
--source-identity DevUser \

AWS がリクエストを評価するとき、リクエストコンテキストには sts:SourceIdentity の DevUser
が含まれます。

ロールを引き受けるときのソース ID の指定

AWS STS AssumeRole* API操作の1つを使用してロールの一時的なセキュリティクレデンシャルを取得
するときに、ソースIDを指定できます。使用する API オペレーションは、ユースケースによって異なりま
す。例えば、IAMロールを使用して、IAMユーザーに通常はアクセスできない AWS リソースへのアクセス
を許可する場合は、AssumeRole オペレーションを使用できます。エンタープライズ ID フェデレーショ
ンを使用してワークフォースユーザーを管理する場合は、この AssumeRoleWithSAML オペレーションを
使用できます。Web IDフェデレーションを使用して、エンドユーザーがモバイルまたはWebアプリケー
ションにアクセスできるようにする場合は、AssumeRoleWithWebIdentity オペレーションを使用でき
ます。このセクションでは、オペレーションごとにソース ID を使用する方法について説明します。一時的
な認証情報の一般的なシナリオの詳細については、「一時的な認証情報の一般的なシナリオ (p. 356)」を
参照してください。。

AssumeRole でのソース ID の使用

AssumeRole オペレーションは、AWS リソースへのアクセスに使用できる一時的な認証情報のセットを
返します。IAM ユーザーまたはロールの認証情報を使用して AssumeRole を呼び出すことができます。
ロールを引き受けるときにセッションタグを渡すには、-–source-identity AWS CLI オプションまた
は SourceIdentity AWS API パラメータを使用します。次の例は、AWS CLI を使用してソースIDを指
定する方法を示しています。

Example AssumeRole CLI リクエストの例

aws sts assume-role \
--role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/developer \
--role-session-name Audit \  
--source-identity Admin \ 
             

AssumeRoleWithSAML を使用したソース ID の使用

AssumeRoleWithSAML オペレーションを呼び出すプリンシパルは、SAMLベースのフェデレーション
を使用して認証されます。このオペレーションは、AWS リソースへのアクセスに使用できる一時的な認
証情報のセットを返します。SAML ベースのフェデレーションを使用して AWS Management Console 
にアクセスする方法の詳細については、「SAML 2.0 フェデレーティッドユーザーが AWS Management 
Consoleにアクセス可能にする (p. 232)」を参照してください。AWS CLI または AWS API アクセスの詳

378



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
一時的なセキュリティ認証情報のアクセス権限を制御する

細については、「SAML 2.0 ベースのフェデレーションについて (p. 206)」を参照してください。Active 
Directory ユーザーの SAML フェデレーションを設定するチュートリアルについては、AWS セキュリティ
ブログの「Active Directory フェデレーションサービスを使用した AWS フェデレーション認証 (ADFS)」
を参照してください。

管理者は、企業ディレクトリのメンバーに AWS STS AssumeRoleWithSAML オペレーションを使用して
の AWS フェデレーションを許可できます。これを行うには、以下のタスクを完了する必要があります。

1. 組織での SAML プロバイダーの構成 (p. 224)。
2. IAM で SAML プロバイダーを作成するには (p. 219)
3. フェデレーションユーザーのロールとそのアクセス許可を AWS で設定します。 (p. 272)
4. SAML IdP の設定を終了し、SAML 認証レスポンスのアサーションを作成する (p. 227)

ソース ID の SAML 属性を設定するには、Attribute 属性が Name に設定されている https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity 要素を含めます。AttributeValue 要素を
使用して、ソース ID の値を指定します。例えば、次の ID 属性をソース ID として渡すとします。

SourceIdentity:DiegoRamirez

これらの属性を渡すには、SAML アサーションに以下の要素を含めます。

Example SAML アサーションのスニペットの例

<Attribute Name="https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SourceIdentity">
<AttributeValue>DiegoRamirez</AttributeValue>
</Attribute>

AssumeRoleWithWebIdentity によるソース ID の使用

AssumeRoleWithWebIdentity オペレーションを呼び出すプリンシパルは、OpenID Connect (OIDC) 
準拠の Web ID フェデレーションを使用して認証されます。このオペレーションは、AWS リソースへ
のアクセスに使用できる一時的な認証情報のセットを返します。AWS Management Console アクセス
にウェブ ID フェデレーションを使用する方法の詳細については、「ウェブ ID フェデレーションについ
て (p. 200)」を参照してください。

OpenID Connect (OIDC) からソース ID を渡すには、JSON ウェブトークン (JWT) にソース ID を含める
必要があります。AssumeRoleWithWebIdentity リクエストを送信するときに、トークンの http:// 
aws.amazon.com/ source_identity 名前空間にセッションタグを含めます。OIDC トークンとク
レームの詳細については、「Amazon Cognito 開発者ガイド」の「ユーザープールでのトークンの使用」
を参照してください。

例えば、次のデコードされた JWT は、AssumeRoleWithWebIdentity ソースIDで Admin を呼び出すた
めに使用されるトークンです。

Example デコードされた JSON ウェブトークンの例

{ 
    "sub": "johndoe", 
    "aud": "ac_oic_client", 
    "jti": "ZYUCeRMQVtqHypVPWAN3VB", 
    "iss": "https://xyz.com", 
    "iat": 1566583294, 
    "exp": 1566583354, 
    "auth_time": 1566583292, 
    "https://aws.amazon.com/source_identity":"Admin"
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}

ソース ID 情報を使用してアクセスを制御する

ソース ID が最初に設定されると、sts:SourceIdentity (p. 1295)キーがリクエストに存在します。ソース ID 
が設定されると、aws:SourceIdentity (p. 1278)キーは、ロールセッション中に行われた後続のすべての要
求に存在します。管理者は、ソース ID 属性の存在または値に基づいて AWS アクションを実行するための
条件付き承認を付与するポリシーを作成できます。

開発者にソースIDを設定して、本番環境の重要な AWS リソースへの書き込み権限を持つ重要なロー
ルを引き受けるようにリクエストするとします。また、AWS を使用してワークフォース ID への
AssumeRoleWithSAML アクセスを許可するとします。上級開発者の Saanvi と Diego にロールへのアク
セス権のみを与えるため、ロールに対して次の信頼ポリシーを作成します。

Example ソース ID のロール信頼ポリシーの例 (SAML)

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "SAMLProviderAssumeRoleWithSAML", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/name-of-identity-provider" 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRoleWithSAML" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "SAML:aud": "https://signin.aws.amazon.com/saml" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "SetSourceIdentitySrEngs", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:saml-provider/name-of-identity-provider" 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:SetSourceIdentity" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "sts:SourceIdentity": [ 
            "Saanvi", 
            "Diego" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

信頼ポリシーには、重要なロールを引き受けるために Saanvi または Diego のソース ID を必要とす
る、sts:SourceIdentity の条件が含まれています。

または、ウェブ ID フェデレーションに OIDC プロバイダーを使用してい
て、AssumeRoleWithWebIdentity によってユーザーが認証される場合、信頼ポリシーは次のようにな
ります。

380



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
一時的なセキュリティ認証情報のアクセス権限を制御する

Example ソース ID のロール信頼ポリシーの例 (OIDC プロバイダー)

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Federated": "arn:aws:iam::111122223333:oidc-provider/server.example.com" 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
        "sts:SetSourceIdentity" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "server.example.com:aud": "oidc-audience-id" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "sts:SourceIdentity": [ 
            "Saanvi", 
            "Diego" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

ロールチェーンとクロスアカウント要件

CriticalRole を想定したユーザーが別のアカウントで CriticalRole_2 を想定できるようにした
いとします。引き受けるために取得されたロールセッションの資格情報CriticalRoleは、ロールの連
鎖 (p. 185)を 2 番目のロール、CriticalRole_2別のアカウントで。ロールは、アカウントの境界を越
えて引き継がれています。したがって、sts:SetSourceIdentityのアクセス許可は、CriticalRole
のアクセス許可ポリシーとCriticalRole_2のロール信頼ポリシーの両方で付与する必要があります。

Example CriticalRoleのアクセス権限ポリシーの例

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AssumeRoleAndSetSourceIdentity", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRole", 
        "sts:SetSourceIdentity" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:iam::222222222222:role/CriticalRole_2" 
    } 
  ]
}

アカウントの境界を越えてソースIDの設定を保護するために、次のロール信頼ポリシー
は、CriticalRole のロールプリンシパルのみを信頼してソース ID を設定します。

Example CriticalRole_2 のロール信頼ポリシーの例

{ 
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  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:role/CriticalRole" 
      }, 
      "Action": [ 
        "sts:AssumeRole", 
        "sts:SetSourceIdentity" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:SourceIdentity": ["Saanvi","Diego"] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

ユーザーは、CriticalRole を引き受けることで取得したロールセッション資格情報を使用して、次の呼び出
しを行います。ソース ID は、CriticalRole の仮定時に設定されているので、明示的に再度設定する必要は
ありません。ユーザーがソース ID を設定しようとした場合、CriticalRole が想定された場合、ロール
の引き受けリクエストは拒否されます。

Example AssumeRole CLI リクエストの例

aws sts assume-role \  
--role-arn arn:aws:iam::222222222222:role/CriticalRole_2 \
--role-session-name Audit \

呼び出し元プリンシパルがロールを引き受けると、リクエスト内のソース ID は、最初に引き受けたロー
ルセッションから保持されます。したがって、aws:SourceIdentity キー と sts:SourceIdentity
キーの両方がリクエストコンテキストに存在します

CloudTrail でのソースアイデンティティの表示

CloudTrail を使用して、ロールを引き受けるか、ユーザーをフェデレートするために行われたリクエスト
を表示できます。AWS でアクションを実行するための役割またはユーザーのリクエストを表示することも
できます。CloudTrail ログファイルには、引き受けたロールまたはフェデレーティッドユーザーセッショ
ンのプリンシパルタグに関する情報が含まれます。詳細については、「AWS CloudTrail による IAM およ
び AWS STS の API コールのログ記録 (p. 403)」を参照してください。

例えば、ユーザーが AWS STS AssumeRole リクエストを行い、ソースIDを設定するとしま
す。sourceIdentity 情報は、CloudTrail ログの requestParameters キーで見つけることができま
す。

Example AWS CloudTrail ログの requestParameters セクションの例

"eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AWSAccount", 
        "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE", 
        "accountId": "111122223333" 
    }, 
    "eventTime": "2020-04-02T18:20:53Z", 
    "eventSource": "sts.amazonaws.com", 
    "eventName": "AssumeRole", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
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    "sourceIPAddress": "203.0.113.64", 
    "userAgent": "aws-cli/1.16.96 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.12.86", 
    "requestParameters": { 
        "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/DevRole", 
        "roleSessionName": "Dev1", 
        "sourceIdentity": "source-identity-value-set" 
    }

ユーザーが引き受けたロールセッションを使用してアクションを実行する場合、ソース ID 情報は
userIdentity キーを CloudTrail ログに追加します。

Example AWS CloudTrail ログの userIdentity キーの例

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AROAJ45Q7YFFAREXAMPLE:Dev1", 
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/DevRole/Dev1", 
    "accountId": "123456789012", 
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AROAJ45Q7YFFAREXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/DevRole", 
        "accountId": "123456789012", 
        "userName": "DevRole" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2021-02-21T23:46:28Z" 
      }, 
      "sourceIdentity": "source-identity-value-present" 
    } 
  }
}

AWS STS CloudTrail ログの API イベントの例を見るには、「CloudTrail ログの IAM API イベントの
例 (p. 406)」を参照してください。CloudTrail ログファイルに含まれる情報の詳細については、AWS 
CloudTrail ユーザーガイド の「CloudTrail イベントリファレンス」を参照してください。

GetFederationToken のアクセス権限
GetFederationToken オペレーションは、IAM ユーザーによって呼び出され、そのユーザーの一時的な
認証情報を返します。このオペレーションでは、ユーザーをフェデレーションします。フェデレーティッ
ドユーザーが割り当てられたアクセス権限は、次の 2 か所のどちらかで定義されます。

• GetFederationToken API コールのパラメータとして渡されるセッションポリシー。（こちらが普通
です)。

• ポリシーの Principal 要素でフェデレーティッドユーザーを明示的に指名するリソースベースのポリ
シー (こちらはそれほど一般的ではありません)。

セッションポリシーは、一時セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリ
シーです。フェデレーティッドユーザーセッションを作成し、セッションポリシーを渡すと、結果として
得られるセッションのアクセス許可は、 ユーザーのアイデンティティベースのポリシーとセッションポリ
シーの共通部分です。セッションポリシーを使用して、フェデレーションされているユーザーのアイデン
ティティベースのポリシーによって許可されている以上のアクセス許可を付与することはできません。
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ほとんどの場合、GetFederationToken API 呼び出しでポリシーを渡さなければ、返される一時的なセ
キュリティ認証情報はアクセス権限を持ちません。ただし、リソースベースのポリシーでは、セッショ
ンに追加のアクセス許可を提供できます。セッションを許可されたプリンシパルとして指定するリソース
ベースのポリシーを使用してリソースにアクセスできます。

次の図は、ポリシーがどのように相互作用して、GetFederationToken の呼び出しによって返される一
時的なセキュリティ認証情報のアクセス権限が決まるかを視覚的に示しています。

例: GetFederationToken を使用してアクセス権限を割り当てる

GetFederationToken API アクションをさまざまなポリシーと共に使用できます。ここにいくつか例を
挙げます。

ポリシーを IAM ユーザーにアタッチするには

この例では、2 つのバックエンドウェブサービスに頼ったブラウザベースのクライアントアプリケーショ
ンがあります。1 つのバックエンドサービスは、独自の ID システムを使用してクライアントアプリケー
ションを認証する独自の認証サーバーです。もう 1 つのバックエンドサービスは、クライアントアプリ
ケーションの機能の一部を提供する AWS サービスです。クライアントアプリケーションはサーバーに
よって認証され、サーバーは適切なアクセス許可ポリシーを作成または取得します。サーバーは、続い
て、GetFederationToken API を呼び出して一時的なセキュリティ認証情報を取得し、その認証情報を
クライアントアプリケーションに返します。クライアントアプリケーションは、その後、一時的なセキュ
リティ認証情報を使って AWS サービスに対してリクエストを直接行うことができます。このアーキテク
チャでは、AWS 長期的認証情報を埋め込まなくても、クライアントアプリケーションが AWS リクエスト
を実行できます。

認証サーバーは、GetFederationToken という名前の IAM ユーザーの長期的なセキュリティ認証情報
を使用して token-app API を呼び出します。ただし、長期的な IAM ユーザー認証情報はサーバーにと
どまり、決してクライアントには配布されません。以下の例のポリシーは、token-app IAM ユーザーに
アタッチされ、フェデレーションユーザー (クライアント) が必要とする最も広範なアクセス権限を定義
します。フェデレーティッドユーザーの一時的なセキュリティ認証情報を取得するには、認証サービスに
sts:GetFederationToken アクセス許可が必要となることに注意してください。

Note

AWS にはこの目的にかなったサンプル Java アプリケーションが用意されていて、「ID 登録のた
めのトークン自動販売機 - サンプル Java ウェブアプリケーション」からダウンロードできます。

Example token-app を呼び出す IAMユーザー GetFederationToken にアタッチされたポリ
シーの例

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
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      "Action": "sts:GetFederationToken", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "dynamodb:ListTables", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sqs:ReceiveMessage", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sns:ListSubscriptions", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

前述のポリシーは、IAM ユーザーに複数のアクセス許可を付与します。ただし、このポリシー単独で
フェデレーティッドユーザーにアクセス許可が付与されることはありません。この IAM ユーザーが
GetFederationToken を呼び出して、API 呼び出しのパラメータとしてポリシーを渡さない場合、結果
として、フェデレーションユーザーは有効なアクセス許可を持ちません。

パラメータとして渡されたセッションポリシー

フェデレーティッドユーザーに適切なアクセス許可を確実に割り当てる最も一般的な方法
は、GetFederationToken API 呼び出しでセッションポリシーを渡すことです。前の例を拡張し
て、GetFederationToken が IAM ユーザー token-app の認証情報を使用して呼び出されると仮定しま
す。次に、API 呼び出しのパラメータとして以下のセッションポリシーを渡すとします。結果として得ら
れるフェデレーティッドユーザーは、productionapp という名前の Amazon S3 バケットのコンテンツ
を一覧表示するアクセス許可を持つことになります。ユーザーは、productionapp バケット内の項目に
対して Amazon S3 GetObject、PutObject、および DeleteObject アクションを実行できません。

アクセス許可は IAM ユーザーポリシーとユーザーが渡すセッションポリシーとの共通部分であるため、
フェデレーティッドユーザーにはこれらのアクセス許可が割り当てられます。

フェデレーティッドユーザーは、Amazon SNS、Amazon SQS、Amazon DynamoDB、または S3 バケッ
トでアクションを行うことができませんでした (productionapp を除く)。これらのアクションは、この
アクセス許可が GetFederationToken コールに関連付けられている IAM ユーザーに付与されている場
合でも拒否されます。

Example GetFederationToken API 呼び出しのパラメータとして渡されるセッションポリシー

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp"] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
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      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:DeleteObject" 
      ], 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp/*"] 
    } 
  ]
}

リソースベースのポリシー

一部の AWS リソースはリソースベースのポリシーをサポートし、このポリシーはフェデレーティッド
ユーザーにアクセス許可を直接付与するもう 1 つの仕組みとして利用できます。一部の AWS サービスの
みでリソースに基づくポリシーをサポートしています。たとえば、Amazon S3 にはバケット、Amazon 
SNS にはトピック、Amazon SQS にはキューがあり、これらにポリシーをアタッチできます。リソース
ベースのポリシーをサポートするすべてのサービスのリストについては、「IAM と連携する AWS のサー
ビス (p. 1137)」を参照の上、テーブルの「リソースベースのポリシー」列を確認してください。リソー
スベースのポリシーを使用して、フェデレーションユーザーに直接アクセス許可を割り当てることがで
きます。そのためには、リソースベースのポリシーの Principal 要素でフェデレーティッドユーザーの 
Amazon Resource Name (ARN) を指定します。以下の例では、これを表し、また productionapp とい
う名前の S3 バケットを使用して前の例を拡張しています。

次のリソースベースのポリシーは、バケットにアタッチされています。このバケットポリシーでは、Carol 
という名前のフェデレーティッドユーザーにバケットへのアクセスを許可します。前に示したサンプルポ
リシーが token-app IAM ユーザーにアタッチされていると、Carol というフェデレーティッドユーザー
には、s3:GetObject、s3:PutObject、s3:DeleteObject アクションを productionapp という名
前のバケットに対して実行するアクセス許可が付与されています。これは、GetFederationToken API 
コールのパラメータとしてセッションポリシーが渡されていない場合にも当てはまります。Carol という
フェデレーションユーザーが以下のリソースベースのポリシーによって明示的にアクセス権限を付与され
ているためです。

フェデレーティッドユーザーがアクセス許可を付与されるのは、IAM ユーザーとフェデレーティッドユー
ザーの両方に、明示的にアクセス許可が付与されている場合のみであることを忘れないでください。ま
た、次の例のように、ポリシーの Principal 要素でフェデレーションユーザーを明示的に指名するリ
ソースベースのポリシーでも (アカウント内で) 付与することができます。

Example フェデレーティッドユーザーにアクセスを許可するバケットポリシーの例

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:sts::account-id:federated-user/Carol"}, 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "s3:GetObject", 
      "s3:PutObject", 
      "s3:DeleteObject" 
    ], 
    "Resource": ["arn:aws:s3:::productionapp/*"] 
  }
}

ポリシーの評価方法の詳細については、「ポリシーの評価論理 (p. 1220)」を参照してください。

GetSessionToken のアクセス権限
GetSessionToken API オペレーション、あるいは get-session-token CLI を呼び出す主な場面は、
ユーザーを多要素認証 (MFA) で認証する必要がある場合です。MFA で認証されたユーザーが要求した
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場合にのみ、特定のアクションを許可するポリシーを作成することができます。MFA 認証チェックを正
常に渡すには、ユーザーはまず GetSessionToken を呼び出し、オプションの SerialNumber および
TokenCode パラメータを含める必要があります。ユーザーが MFA デバイスで正常に認証されている場
合、GetSessionToken API オペレーションで返される認証情報には MFA コンテキストが含まれていま
す。このコンテキストは、ユーザーが MFA で認証され、MFA 認証を必要とする API オペレーションへの
アクセス権限があることを示します。

GetSessionToken に必要なアクセス権限

ユーザーがセッショントークンを取得するために必要なアクセス権限はありません。GetSessionToken
オペレーションの目的は、MFA を使用してユーザーを認証することです。認証オペレーションを制御する
ためにポリシーを使用することはできません。

ほとんどの AWS オペレーションを実行するためのアクセス権限を付与するには、ポリシーに同じ名
前のアクションを追加します。たとえば、ユーザーを作成するには、CreateUser API オペレーショ
ン、create-user CLI コマンド、または AWS Management Console を使用する必要があります。これら
のオペレーションを実行するには、CreateUser アクションにアクセスできるポリシーを持っている必要
があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateUser", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ポリシーに GetSessionToken アクションを含めることはできますが、これはユーザーが
GetSessionToken オペレーションを実行する権限に影響を及ぼしません。

GetSessionToken によるアクセス権限付与

GetSessionToken が IAM ユーザーの認証情報によって呼び出された場合、一時的なセキュリティ認証
情報は IAM ユーザーと同じアクセス権限を持ちます。同様に、GetSessionToken が AWS アカウントの
ルートユーザー 認証情報によって呼び出された場合、一時的なセキュリティ認証情報は ルートユーザーの
アクセス許可を持ちます。

Note

GetSessionToken は、ルートユーザー認証情報を使用して呼び出さないようお勧めします。代
わりに、ベストプラクティス (p. 938)に従って、必要なアクセス許可を持つ IAM ユーザーを作
成します。AWS との日常的なやり取りには、これらの IAM ユーザーを使用します。

GetSessionToken を呼び出すときに取得する一時的な認証情報には、次の機能と制限があります。

• フェデレーションのシングルサインオンエンドポイント https://signin.aws.amazon.com/
federation に認証情報を渡すことで AWS Management Console にアクセスできます。詳細について
は、「カスタム ID ブローカーに対する AWS コンソールへのアクセスの許可 (p. 235)」を参照してく
ださい。

• 認証情報を使用して IAM または AWS STS API オペレーションを呼び出すことはできません。認証情報
を使用してその他の  サービスの API オペレーションを呼び出すことはできますAWS。

AWS STS API オペレーションの比較 (p. 367) で、この API オペレーションおよびその制限と機能を、
一時的なセキュリティ認証情報を作成する他の API と比較してください。
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GetSessionToken を使用した MFA 保護 API アクセスの詳細については、「MFA 保護 API アクセスの
設定 (p. 146)」を参照してください。

一時的なセキュリティ認証情報のアクセス権限を無効にする
一時的なセキュリティ認証情報は、期限が切れるまで有効で、取り消すことはできません。ただし、アク
セス許可は、認証情報を使用する AWS リクエストがなされるたびに評価されるため、発行後に認証情報
のアクセス権を変更することで、認証情報を取り消すのと同等の効果を得ることができます。一時的なセ
キュリティ認証情報からすべてのアクセス許可を削除すると、その後、その認証情報を使用する AWS リ
クエストは失敗します。一時的なセキュリティ認証情報に割り当てられたアクセス許可を変更または削除
する仕組みについては、以降のセクションでは説明します。

Note

既存のポリシーのアクセス権限を更新したとき、または、ユーザーやリソースに新しいポリシー
を適用したときに、ポリシーの更新が有効になるまでに数分かかることがあります。

トピック
• 一時的なセキュリティ認証情報の作成者のアクセスを拒否する (p. 388)
• 一時的なセキュリティ認証情報のアクセスを名前で拒否する (p. 389)
• 特定の時間より前に発行した一時的なセキュリティ認証情報のアクセスを拒否する (p. 390)

一時的なセキュリティ認証情報の作成者のアクセスを拒否する

一時的なセキュリティ認証情報に割り当てられたアクセス権限を変更または削除するために、認証情報の
作成者に関連付けられたアクセス権限を変更または削除することができます。認証情報の作成者は、認証
情報を取得するために使用された AWS STS API によって決定されます。作成者に関連付けられたアクセ
ス権限を変更または削除する仕組みについては、以降のセクションで説明します。

AssumeRole、AssumeRoleWithSAML、AssumeRoleWithWebIdentity によって作成された認証情
報のアクセスを拒否する

AssumeRole、AssumeRoleWithSAML、AssumeRoleWithWebIdentity の API オペレーションを呼
び出して取得した一時的なセキュリティ認証情報に割り当てたアクセス許可を変更または削除するには、
引き受けたロールのアクセス許可を定義するロールアクセス許可ポリシーを編集または削除します。ロー
ルを引き受けることで取得した一時的なセキュリティ認証情報は、引き受けたロールのアクセス許可ポリ
シーで定義されたアクセス許可を超えるアクセス許可を持つことはできません。また、一時的なセキュリ
ティ認証情報に割り当てられたアクセス許可は、AWS リクエストで使用されるたびに評価されます。ロー
ルのアクセス許可ポリシーを編集または削除すると、その変更内容は、ロールのアクセス許可ポリシーを
変更する前に発行された認証情報も含めて、そのロールに関連付けられているすべての一時的なセキュ
リティ認証情報のアクセス許可に影響します。「IAM ロールの一時的なセキュリティ認証情報の取り消
し (p. 306)」のステップに従い、セッションのすべてのアクセス許可をすぐに取り消すことができます。

ロールアクセス許可ポリシーの編集の詳細については、「ロールの修正 (p. 308)」を参照してください。

GetFederationToken または GetSessionToken によって作成された認証情報のアクセスを拒否す
る

GetFederationToken または GetSessionToken API オペレーションを呼び出して取得した一時的なセ
キュリティ認証情報に割り当てられたアクセス許可を変更または削除するには、GetFederationToken
または GetSessionToken を呼び出すときに認証情報を使用した IAM ユーザーにアタッチされたポリ
シーを編集または削除します。GetFederationToken または GetSessionToken を呼び出して取得し
た一時的なセキュリティ認証情報は、IAM ユーザーがその取得に使用した認証情報を超えるアクセス許可
を持つことはありません。また、一時的なセキュリティ認証情報に割り当てられたアクセス許可は、AWS 
リクエストの実行に使用されるたびに評価されます。重要な注意点として、IAM ユーザーのアクセス許可
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を編集または削除すると、変更内容はその IAM ユーザーのほかに、そのユーザーが作成したすべての一時
的セキュリティ認証情報にも影響を与えます。

Important

AWS アカウントのルートユーザー のアクセス許可を変更することはできません。同様に、ルー
トユーザーとしてサインインしているときに GetFederationToken または GetSessionToken
を呼び出して作成した一時的セキュリティ認証情報のアクセス許可を変更することはできませ
ん。そのため、ルートユーザーとして GetFederationToken または GetSessionToken を呼
び出さないようお勧めします。

GetFederationToken または GetSessionToken を呼び出すときに認証情報を使用した IAM ユーザー
に関連付けられたポリシーを変更または削除する方法については、「IAM ポリシーを管理する (p. 513)」
を参照してください。

一時的なセキュリティ認証情報のアクセスを名前で拒否する

認証情報を作成した IAM ユーザーまたはロールのアクセス許可に影響を与えることなく、一時的な
セキュリティ認証情報のアクセスを拒否することもできます。これは、リソースベースのポリシーの
Principal 要素で一時的なセキュリティ認証情報の Amazon Resource Name (ARN) を指定することで実
行します (一部の AWS サービスのみでリソースに基づくポリシーをサポートしています。)

フェデレーティッドユーザーのアクセスを拒否する

たとえば、認証情報を呼び出し GetFederationToken に使用する token-app という名の IAM ユー
ザーがいるとします。GetFederationToken API を呼び出すと、Bob という名前のフェデレーティッ
ドユーザーに関連付けられた一時的なセキュリティ認証情報が得られました (フェデレーティッドユー
ザー名は、API 呼び出しの Name パラメータから付けられます)。フェデレーションユーザーの Bob によ
る EXAMPLE-BUCKET という S3 バケットへのアクセスを拒否するには、次のサンプルバケットポリシー
を EXAMPLE-BUCKET にアタッチします。重要な注意点として、これはフェデレーティッドユーザーの 
Amazon S3 アクセス許可のみに影響します。フェデレーティッドユーザーに付与された他のアクセス許可
は影響を受けません。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:sts::account-id:federated-user/Bob"}, 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "s3:*", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::EXAMPLE-BUCKET" 
  }
}

フェデレーティッドユーザーを指定する代わりに、GetFederationToken の呼び出し時に認証情報が使
用された IAM ユーザーの ARN を、バケットポリシーの Principal 要素で指定できます。その場合、前
述のポリシーの Principal 要素は次のようになります。

"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/token-app"}

重要な注意点として、ポリシーで IAM ユーザー token-app の ARN を指定すると、Bob という名前の
フェデレーティッドユーザーだけでなく、 によって作成されたすべてtoken-appのフェデレーティッド
ユーザーのアクセスが拒否されます。

引き受けたロールユーザーのアクセスを拒否する

ロールを引き受けることで作成された一時的なセキュリティ認証情報の ARN を指定することもできま
す。違うのは、リソースベースのポリシーの Principal 要素で使用される構文です。たとえば、ユー
ザーが Accounting-Role というロールを引き受けて、RoleSessionName という Mary を指定します 
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(RoleSessionName は AssumeRole API 呼び出しのパラメータです)。この API 呼び出しによる一時的な
セキュリティ認証情報のアクセスを拒否する場合、リソースベースのポリシーの Principal 要素は次の
ようになります。

"Principal": {"AWS": "arn:aws:sts::account-id:assumed-role/Accounting-Role/Mary"}

また以下の例のように、リソースベースのポリシーの Principal 要素で IAM ロールの ARN を指定する
こともできます。この場合、ポリシーにより、Accounting-Role という名前のロールに関連付けられて
いるすべての一時的なセキュリティ認証情報へのアクセスが拒否されます。

"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::account-id:role/Accounting-Role"}

特定の時間より前に発行した一時的なセキュリティ認証情報のアクセスを拒否す
る

特定の日時より前に作成された一時的なセキュリティ認証情報だけ、アクセスを拒否することができま
す。これは、ポリシーの aws:TokenIssueTime 要素の Condition キーの値を指定することで実行でき
ます。ポリシーの例を以下に示します。以下の例に似たポリシーを、一時的なセキュリティ認証情報を作
成した IAM ユーザーにアタッチします。このポリシーは、aws:TokenIssueTime の値が指定した日時よ
り前である場合にのみ、すべてのアクセス許可を拒否します。aws:TokenIssueTime の値は、一時的な
セキュリティ認証情報が作成された正確な時間に相当します。aws:TokenIssueTime の値は、一時的セ
キュリティ認証情報を使用して署名された AWS リクエストのコンテキストでのみ存在します。したがっ
て、ポリシーの Deny ステートメントは、IAM ユーザーの長期的認証情報を使って署名したリクエストに
は影響を与えません。

以下のポリシーは、ロールにアタッチすることもできます。その場合、このポリシーは、指定した日時
より前に、そのロールによって作成された一時的なセキュリティ認証情報のみに影響します。認証情報
が指定の日時より後にロールによって作成された場合、ポリシーの Condition 要素は false と評価さ
れ、Deny ステートメントは効果を持ちません。

Example 発行時間により一時的な認証情報にすべてのアクセス権限を拒否するポリシーの例

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "*", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": {"DateLessThan": {"aws:TokenIssueTime": "2014-05-07T23:47:00Z"}} 
  }
}

この方法でセッションが取り消された有効なユーザーは、作業を続行するには新しいセッション用の一時
的な認証情報を取得する必要があります。AWS CLI は、期限切れになるまで認証情報をキャッシュするこ
とに注意してください。有効でなくなった、キャッシュされている認証情報の削除と更新を CLI に強制す
るには、次のいずれかのコマンドを実行します。

Linux、MacOS、または Unix

$ rm -r ~/.aws/cli/cache

Windows

C:\> del /s /q %UserProfile%\.aws\cli\cache

390



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
一時的なセキュリティ認証情報のアクセス権限を制御する

一時的なセキュリティ認証情報を作成するためのアクセス権限の
付与
デフォルトで、IAM ユーザーには、フェデレーティッドユーザーおよびロールの一時的なセキュリティ
認証情報を作成するアクセス許可がありません。ユーザーに上記の権限を提供するポリシーを使用する必
要があります。ユーザーに直接アクセス権限を付与できますが、アクセス権限はグループに付与すること
を強くお勧めします。これによって、アクセス権限の管理が容易になります。ユーザーがアクセス権限に
関連付けられているタスクを実行する必要がなくなった場合には、そのユーザーをグループから削除する
だけです。他のユーザーがそのタスクを実行する必要がある場合には、そのユーザーをグループに追加し
て、アクセス権限を付与します。

フェデレーテッドユーザーまたはロールの一時的なセキュリティ認証情報を作成するアクセス許可を IAM 
グループに付与するには、次の権限の少なくとも 1 つを付与するポリシーをアタッチします。

• IAM ロールにアクセスするフェデレーティッドユーザーには、 AWS STS AssumeRole に対するアクセ
ス許可を付与します。

• ロールを必要としないフェデレーティッドユーザーには、AWS STS GetFederationToken に対する
アクセス許可を付与します。

AssumeRole および GetFederationToken の API オペレーションの違いの詳細については、「一時的
なセキュリティ認証情報のリクエスト (p. 357)」を参照してください。

また、IAM ユーザーは、一時的なセキュリティ認証情報を作成するために GetSessionToken を呼び出す
こともできます。ユーザーが GetSessionToken を呼び出すためには、アクセス権限を必要としません。
このオペレーションの目的は、MFA を使用してユーザーを認証することです。認証を制御するためにポリ
シーを使用することはできません。つまり、IAM ユーザーが GetSessionToken を呼び出して、一時的な
認証情報を作成することを回避することはできません。

Example ロールを引き受けるアクセス許可を付与するポリシー

以下のポリシーの例では、AWS アカウント 123123123123 の UpdateApp ロールに対して AssumeRole
を呼び出すアクセス許可が与えられます。AssumeRole を使用する場合、フェデレーティッドユーザーの
代わりにセキュリティ認証情報を作成するユーザー (またはアプリケーション) は、ロールのアクセス許可
ポリシーに指定されていないあらゆるアクセス許可を委任することができません。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::123123123123:role/UpdateAPP" 
  }]
}

Example フェデレーティッドユーザーの一時的なセキュリティ認証情報を作成するアクセス権限
を付与するポリシーの例

次のポリシーの例では、GetFederationToken にアクセスできるアクセス許可が付与されます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:GetFederationToken", 
    "Resource": "*" 
  }]
}
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Important

GetFederationToken を使用して、IAM ユーザーにアクセス権限を与えてフェデレーティッド
ユーザーの一時的なセキュリティ認証情報を作成する場合は、この権限によってユーザーは自身
の権限を委任できるようになることに注意してください。IAM ユーザーや AWS アカウント への
アクセス許可の委任については、「アクセス権を委任するポリシーの例 (p. 275)」を参照してく
ださい。一時的なセキュリティ認証情報のアクセス許可を制御する方法の詳細については、「一
時的なセキュリティ認証情報のアクセス権限を制御する (p. 371)」を参照してください。

Example フェデレーティッドユーザーの一時的セキュリティ認証情報を作成するユーザーを限定
するアクセス許可を付与するポリシーの例

IAM ユーザーが GetFederationToken 呼び出しをできるようにする場合、IAM ユーザーに委任できる権
限を制限することがベストプラクティスです。たとえば、次のポリシーは、名前が Manager で始まるフェ
デレーティッドユーザーの場合にのみ、IAM ユーザーに一時的なセキュリティ認証情報の作成を許可する
方法を示しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:GetFederationToken", 
    "Resource": ["arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Manager*"] 
  }]
}

AWS リージョン での AWS STS の管理
デフォルトでは、AWS Security Token Service (AWS STS) は、グローバルなサービスと使用することがで
き、AWS STS リクエストはすべて、https://sts.amazonaws.com の単一エンドポイントに送信され
ます。AWS では、レイテンシーの低減、冗長性の構築、セッショントークンの有効性の強化のために、グ
ローバルエンドポイントではなく、リージョンの AWS STS エンドポイントを使用することを推奨してい
ます。

• レイテンシーの低減 – お客様のサービスやアプリケーションに地理的に近いエンドポイントに対して 
AWS STS の呼び出しを実行することにより、より低いレイテンシーとより高速な応答時間で AWS STS 
サービスにアクセスできます。

• 冗長性の構築 – AWS STS API 呼び出しを他のリージョンに切り替えるアプリケーションにコードを追
加できます。これにより、最初のリージョンが応答を停止した場合、アプリケーションは動作を続けま
す。この冗長性は自動的には行われません。その機能をコードに組み込む必要があります。

• セッショントークンの有効性を向上させる – リージョンの AWS STS エンドポイントからのセッショ
ントークンはすべての AWS リージョン で有効です。グローバル STS エンドポイントからのセッショ
ントークンは、デフォルトで有効になっている AWS リージョン でのみ有効です。アカウントで新し
いリージョンを有効にする場合、リージョン別 AWS STS エンドポイントからのセッショントークンを
使用できます。グローバルエンドポイントの使用を選択した場合、グローバルエンドポイントに対する 
AWS STS セッショントークンのリージョンの互換性を変更する必要があります。これにより、トーク
ンはすべての AWS リージョン で有効になります。

グローバルエンドポイントセッショントークンの管理
ほとんどの AWS リージョン はデフォルトですべての AWS のサービス のオペレーションに有効になって
います。これらのリージョンは、AWS STS で使用できるように自動的にアクティブ化されます。アジア
パシフィック (香港) など一部のリージョンは、手動で有効にする必要があります。AWS リージョン の有
効化と無効化の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS リージョン の管理」を参照して
ください。これらの AWS リージョンを有効にすると、AWS STS で使用できるように、自動的にアクティ
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ブ化されます。無効になっているリージョンの AWS STS エンドポイントをアクティブ化することはでき
ません。すべての AWS リージョン で有効なトークンには、デフォルトで有効になっているリージョンで
有効なトークンを超える文字が含まれています。この設定を変更すると、一時的にトークンを保存する既
存のシステムに影響する可能性があります。

この設定は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用して変更できます。

グローバルエンドポイント (コンソール) に対するセッショントークンの リージョンの互換性を変
更するには

1. IAM 管理タスクを実行するアクセス許可があるルートユーザーまたはユー
ザーとしてサインインします。セッショントークンの互換性を変更するに
は、iam:SetSecurityTokenServicePreferences アクションを許可するポリシーがある必要が
あります。

2. [IAM コンソール] を開きます。ナビゲーションペインで [アカウント設定] を選択します。
3. [Security Token Service (STS)] セクションの [Session Tokens from the STS endpoints] (STS エンド

ポイントからのセッショントークン)。[Global endpoint] (グローバルエンドポイント) は Valid only 
in AWS ##### enabled by default を示します。[Change] を選択します。

4. [Change region compatibility] (リージョンの互換性を変更) ダイアログボックスで、[All AWS リージョ
ン] を選択します。次に、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

Note

すべての AWS リージョン で有効なトークンには、デフォルトで有効になっているリージョ
ンで有効なトークンを超える文字が含まれています。この設定を変更すると、一時的にトー
クンを保存する既存のシステムに影響する可能性があります。

グローバルエンドポイント (AWS CLI) に対するセッショントークンの リージョンの互換性を変更するには

セッショントークンのバージョンを設定します。バージョン 1 トークンは、デフォルトで利用できる 
AWS リージョン でのみ有効です。これらのトークンは、アジアパシフィック (香港) など、手動で有効に
なっているリージョンでは動作しません。バージョン 2 のトークンはすべてのリージョンで有効です。た
だし、バージョン 2 トークンにはさらに多くの文字が含まれており、一時的にトークンを保存するシステ
ムに影響する可能性があります。

• aws iam set-security-token-service-preferences

グローバルエンドポイント (AWS API) に対するセッショントークンの リージョンの互換性を変更するに
は

セッショントークンのバージョンを設定します。バージョン 1 トークンは、デフォルトで利用できる 
AWS リージョン でのみ有効です。これらのトークンは、アジアパシフィック (香港) など、手動で有効に
なっているリージョンでは動作しません。バージョン 2 のトークンはすべてのリージョンで有効です。た
だし、バージョン 2 トークンにはさらに多くの文字が含まれており、一時的にトークンを保存するシステ
ムに影響する可能性があります。

• SetSecurityTokenServicePreferences

AWS リージョン での AWS STS のアクティブ化と非アクティブ
化
リージョンに対して STS を有効にすると、AWS STS は、AWS STS リクエストを行うアカウントのユー
ザーとロールに一時的な認証情報を発行できます。その後、これらの認証情報は、デフォルトで有効であ
るリージョン、または手動で有効にされているリージョンで使用できます。デフォルトで有効になってい
るリージョンでは、一時認証情報が生成されるアカウントでリージョン STS エンドポイントをアクティブ
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化する必要があります。リクエストを行うときに、ユーザーが同じアカウントにサインインしたかまたは
別のアカウントにサインインしたかは関係ありません。リージョンが手動でアクティブ化される場合は、
リージョンは、リクエストを行うアカウントと一時的な認証情報が生成されるアカウントの両方でアク
ティブ化する必要があります。

例えば、アカウント A 内のあるユーザーが AWS STS リージョンのエンドポイント https://sts.us-
east-2.amazonaws.com に sts:AssumeRole API リクエストを送信するとします。このリクエスト
は、アカウント B にある Developer という名前のロール用の一時的な認証情報を求めるものです。こ
れはアカウント B 内のエンティティの認証情報を作成するリクエストであるため、アカウント B が us-
east-2 リージョンをアクティブ化する必要があります。アカウント A (または他のアカウント) のユー
ザーは、us-east-2 エンドポイントを呼び出して、自分のアカウントでこのリージョンがアクティブ化
されているかどうかに関わらず、アカウント B の認証情報をリクエストできます。

Note

アクティブなリージョンはそのアカウントで一時的な認証情報を使用するすべてのユーザーが利
用できます。どの IAM ユーザーまたはロールがリージョンにアクセスできるかを制御するには、
アクセス許可ポリシーで、aws:RequestedRegion (p. 1269) 条件キーを使用します。

デフォルトで有効なリージョンで AWS STS をアクティブ化または非アクティブ化するには (コン
ソール)

1. IAM 管理タスクを実行するアクセス許可があるルートユーザーまたはユーザーとしてサインインしま
す。

2. IAM コンソールを開き、ナビゲーションペインで [アカウント設定] を選択します。
3. [Security Token Service (STS)] セクションの [Endpoints] (エンドポイント) で、設定するリージョンを

見つけ、[STS status] (STS ステータス) 列で [Active] (アクティブ) または [Inactive] (非アクティブ) を
選択します。

4. 表示されたダイアログボックスで、[Activate] (有効化) または [Deactivate] (無効化) を選択します。

有効にする必要があるリージョンの場合、リージョンを有効にすると AWS STS が自動的にアクティブに
なります。リージョンを有効にすると、AWS STS はそのリージョンに対して常にアクティブになり、非
アクティブ化することはできません。リージョンを有効にする方法については、「AWS 全般のリファレン
ス」の「AWS リージョン の管理」を参照してください。

AWS STS リージョンを使用するコードの記述
リージョンをアクティブ化すると、そのリージョンに AWS STS API 呼び出しを割り振ることがで
きます。次の Java コードスニペットは、 (eu-west-1) リージョンにリクエストを送信するように
AWSSecurityTokenService オブジェクトを設定する方法を示しています。

EndpointConfiguration regionEndpointConfig = new EndpointConfiguration("https://sts.eu-
west-1.amazonaws.com", "eu-west-1");
AWSSecurityTokenService stsRegionalClient = AWSSecurityTokenServiceClientBuilder.standard()
.withCredentials(credentials)
.withEndpointConfiguration(regionEndpointConfig)
.build();

AWS STS では、リージョンのエンドポイントへの呼び出しを推奨します。手動でリージョンを有効にす
る方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS リージョン の管理」を参照してください。

この例では、最初の行は regionEndpointConfig という EndpointConfiguration オブジェクトを
インスタンス化し、エンドポイントの URL と AWS リージョン をパラメータとして渡します。

AWS SDK の環境変数を使用して AWS STS のリージョンエンドポイントを設定する方法については、
「AWS SDK とツールリファレンスガイド」の「AWS STS リージョンエンドポイント」を参照してくだ
さい。
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他のすべての言語とプログラミング環境の組み合わせについては、「関連する SDK のドキュメント」を参
照してください。

リージョンとエンドポイント
次の表に、リージョンとそのエンドポイントを一覧表示します。ここには、デフォルトでアクティブ化さ
れるものや、ユーザーがアクティブ化または非アクティブ化できるものが示されています。

リージョン名 エンドポイント デフォルト
でアクティブ

手動でアク
ティブ化/非
アクティブ化

--グローバル-- st.amazonaws.com  はい  いいえ

米国東部 (オハイオ) sts.us-east-2.amazonaws.com  はい  はい

米国東部 (バージニア
北部)

sts.us-east-1.amazonaws.com  はい  いいえ

米国西部 (北カリフォ
ルニア)

sts.us-west-1.amazonaws.com  はい  はい

米国西部 (オレゴン) sts.us-west-2.amazonaws.com  はい  はい

アフリカ (ケープタウ
ン)

sts.af-south-1.amazonaws.com No¹  いいえ

アジアパシフィック 
(香港)

sts.ap-east-1.amazonaws.com No¹  いいえ

アジアパシフィック 
(ハイデラバード)

sts.ap-south-2.amazonaws.com No¹  いいえ

アジアパシフィック 
(ジャカルタ)

sts.ap-southeast-3.amazonaws.com No¹  いいえ

アジアパシフィック 
(メルボルン)

sts.ap-southeast-4.amazonaws.com No¹  いいえ

アジアパシフィック 
(ムンバイ)

sts.ap-south-1.amazonaws.com  はい  はい

アジアパシフィック 
(大阪)

sts.ap-northeast-3.amazonaws.com  はい  はい

アジアパシフィック 
(ソウル)

sts.ap-northeast-2.amazonaws.com  はい  はい

アジアパシフィック 
(シンガポール)

sts.ap-southeast-1.amazonaws.com  はい  はい

アジアパシフィック 
(シドニー)

sts.ap-southeast-2.amazonaws.com  はい  はい

アジアパシフィック 
(東京)

sts.ap-northeast-1.amazonaws.com  はい  はい

カナダ (中部) sts.ca-central-1.amazonaws.com  はい  はい
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リージョン名 エンドポイント デフォルト
でアクティブ

手動でアク
ティブ化/非
アクティブ化

中国 (北京) sts.cn-north-1.amazonaws.com.cn  はい²  いいえ

中国 (寧夏) sts.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn  はい²  はい

欧州 (フランクフルト) sts.eu-central-1.amazonaws.com  はい  はい

欧州 (アイルランド) sts.eu-west-1.amazonaws.com  はい  はい

欧州 (ロンドン) sts.eu-west-2.amazonaws.com  はい  はい

欧州 (ミラノ) sts.eu-south-1.amazonaws.com No¹  いいえ

欧州 (パリ) sts.eu-west-3.amazonaws.com  はい  はい

欧州 (スペイン) sts.eu-south-2.amazonaws.com No¹  いいえ

欧州 (ストックホルム) sts.eu-north-1.amazonaws.com  はい  はい

欧州 (チューリッヒ) sts.eu-central-2.amazonaws.com No¹  いいえ

中東 (バーレーン) sts.me-south-1.amazonaws.com No¹  いいえ

中東 (アラブ首長国連
邦)

sts.me-central-1.amazonaws.com No¹  いいえ

南米 (サンパウロ) sts.sa-east-1.amazonaws.com  はい  はい

¹リージョンで使用するには、リージョンを有効にする必要があります。これにより、AWS STS が自動的
にアクティブになります。これらのリージョンで AWS STS を手動でアクティブ化または非アクティブ化
することはできません。

²中国で AWS を使用するには、中国内の AWS に特化されたアカウントと認証情報が必要です。

AWS CloudTrail とリージョンのエンドポイント
リージョンのエンドポイント (us-east-2.amazonaws.com など) に対する呼び出しは、リージョン
のサービスへの呼び出しと同様に AWS CloudTrail のログに記録されます。グローバルエンドポイント
sts.amazonaws.com への呼び出しは、グローバルサービスへの呼び出しとして記録されます。詳細につ
いては、「AWS CloudTrail による IAM および AWS STS の API コールのログ記録 (p. 403)」を参照して
ください。

AWS STS インターフェイス VPC エンドポイントの
使用
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用して AWS リソースをホストする場合、VPC と AWS 
STS の間のプライベート接続を確立できます。この接続を使用すると、AWS STS はパブリックインター
ネットを経由せずに、VPC のリソースと通信できます。

Amazon VPC は、ユーザー定義の仮想ネットワークで AWS リソースを起動するために使用できる AWS 
のサービスです。VPC を使用すると、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、ネットワーク

396

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/rande-manage.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
AWS STS インターフェイス VPC エンドポイントの使用

ゲートウェイなどのネットワーク設定を制御できます。VPC を AWS STS に接続するには、AWS STS 
の  インターフェイス VPC エンドポイントを定義します。このエンドポイントは、インターネットゲー
トウェイ、ネットワークアドレス変換 (NAT) インスタンス、または VPN 接続を必要とせず、信頼性が高
くスケーラブルな AWS STS への接続を提供します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの
「Amazon VPC とは」を参照してください。

インターフェイス VPC エンドポイントは AWS PrivateLink を利用しています。これは、Elastic Network 
Interface とプライベート IP アドレスを使用して AWS のサービス間のプライベート通信を可能にする 
AWS のテクノロジーです。詳細については、「AWS サービスの AWS PrivateLink」を参照してくださ
い。

以下の手順は、Amazon VPC のユーザー向けです。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの
「Amazon VPC の使用開始」を参照してください。

可用性
現在、AWS STS は、次のリージョンで VPC エンドポイントをサポートしています。

• 米国東部 (オハイオ)
• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (北カリフォルニア)
• 米国西部 (オレゴン)
• アフリカ (ケープタウン)
• アジアパシフィック (香港)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (大阪)
• アジアパシフィック (ソウル)
• アジアパシフィック (シンガポール)
• アジアパシフィック (シドニー)
• アジアパシフィック (東京)
• カナダ (中部)
• 中国 (北京)
• 中国 (寧夏)
• ヨーロッパ (フランクフルト)
• ヨーロッパ (アイルランド)
• ヨーロッパ (ロンドン)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• ヨーロッパ (パリ)
• ヨーロッパ (ストックホルム)
• 中東 (バーレーン)
• 南米 (サンパウロ)
• AWS GovCloud (米国東部)
• AWS GovCloud (米国西部)

AWS STS の VPC エンドポイントを作成する
VPC で AWS STS の使用を開始するには、AWS STS のインターフェイス VPC エンドポイントを作成し
ます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドのインターフェイスエンドポイントの作成を参照し
てください。
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VPC エンドポイントを作成した後は、一致するリージョンのエンドポイントを使用して AWS STS リクエ
ストを送信する必要があります。AWS STS では、setRegion メソッドと setEndpoint メソッドの両
方を使用してリージョンのエンドポイントを呼び出すことを推奨しています。setRegion メソッドは、
アジアパシフィック (香港) など、手動で有効になっているリージョンに単独で使用できます。この場合、
呼び出しは STS リージョン別エンドポイントに送信されます。手動でリージョンを有効にする方法につ
いては、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS リージョンの管理」を参照してください。デフォルト
で有効になっているリージョンに setRegion メソッドを単独で使用する場合、呼び出しは https:// 
sts.amazonaws.com  のグローバルエンドポイントに送信されます。

リージョンのエンドポイントを使用すると、AWS STS は、パブリックエンドポイントまたはプライベー
トインターフェイス VPC エンドポイントのうち使用中のいずれかを使って、他の AWS のサービスを呼び
出します。たとえば、AWS STS のインターフェイス VPC エンドポイントを作成し、VPC にあるリソー
スの一時的な認証情報を AWS STS からリクエスト済みであるとします。その場合、これらの認証情報
は、デフォルトではそのインターフェイス VPC エンドポイントを経由して流れ始めます。AWS STS を使
用してリージョンのリクエストを作成する方法の詳細については、「AWS リージョン での AWS STS の
管理 (p. 392)」を参照してください。

ベアラートークンを使用する
一部の AWS のサービスでは、プログラムでリソースにアクセスする前に、AWS STS サービスベアラー
トークンを取得するアクセス許可が必要です。これらのサービスは、従来の署名バージョン 4 の署名付き
リクエストを使用する代わりに、ベアラトークンの使用が必要なプロトコルをサポートします。ベアラー
トークンをリクエストする AWS CLI または AWS API オペレーションを実行すると、AWS のサービスは
お客様に代わってベアラートークンをリクエストします。サービスによってトークンが提供され、この
トークンを使用して、サービスで後続のオペレーションを実行できます。

AWS STS サービスベアラートークンには、アクセス許可に影響する可能性がある元のプリンシパル認証
の情報が含まれます。この情報には、プリンシパルタグ、セッションタグ、セッションポリシーが含まれ
ます。トークンのアクセスキー ID は、ABIA プレフィックスで始まります。これは、CloudTrail ログ内の
サービスベアラートークンを使用して実行されたオペレーションを識別するのに役立ちます。

Important

ベアラートークンは、それを生成するサービスへの呼び出しと、それが生成されたリージョンで
のみ使用できます。ベアラトークンを使用して、他のサービスやリージョンでオペレーションを
実行することはできません。

ベアラートークンをサポートするサービスの例は、AWS CodeArtifact です。NPM、Maven、または PIP 
などのパッケージマネージャを使用して AWS CodeArtifact を操作する前に、aws codeartifact get-
authorization-token オペレーションを呼び出す必要があります。このオペレーションは、AWS 
CodeArtifact オペレーションを実行するために使用できるベアラートークンを返します。または、同じオ
ペレーションを完了し、クライアントを自動的に設定する aws codeartifact login コマンドを使用
できます。

ベアラートークンを生成する AWS のサービスでアクションを実行する場合は、IAM ポリシーに次のアク
セス許可が必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowServiceBearerToken", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:GetServiceBearerToken", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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サービスのベアラートークンの例については、「AWS CodeArtifact ユーザーガイド」の「Using identity-
based policies for AWS CodeArtifact」( でのアイデンティティベースのポリシーの使用) を参照してくださ
い。

一時認証情報を使用するサンプルアプリケーション
AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、AWS リソースへのアクセスをコントロールできる
一時的セキュリティ認証情報を持つ、信頼されたユーザーを作成および提供することができます。AWS 
STS の詳細については、「IAM の一時的な認証情報 (p. 355)」を参照してください。AWS STS を使用し
て一時的なセキュリティ認証情報を管理する方法を確認するために、完全なシナリオ例を実装する以下の
サンプルアプリケーションをダウンロードできます。

• 「Active Directory ユースケースのための ID フェデレーションのサンプルアプリケーション」。Amazon 
S3 ファイルとバケットにアクセスするための一時的なセキュリティ認証情報を発行するために、Active 
Directory (.NET/C#) で定義されているユーザーに結び付けられたアクセス権限を使用する方法を示しま
す。

• AWS マネジメントコンソールのフェデレーションプロキシのサンプルユースケース。シングルサイン
オン (SSO) を有効にするカスタムフェデレーションプロキシを作成して、既存の Active Directory ユー
ザーが AWS Management Console (.NET/C#) にサインイン可能にする方法を示します。

• Shibboleth を AWS Identity and Access Management と統合する。Shibboleth と SAML (p. 206) を使
用して、AWS Management Console へのシングルサインオン (SSO) アクセスを可能にする方法を示し
ます。

ウェブ ID フェデレーションのサンプル
以下のサンプルアプリケーションは、Login with Amazon、Amazon Cognito、Facebook、Google などの
プロバイダーでウェブ ID フェデレーションを使用する方法を示しています。これらのプロバイダーからの
認証情報を一時的な AWS セキュリティ認証情報に交換して、AWS のサービスにアクセスできます。

• Amazon Cognitoチュートリアル – モバイル開発用の AWS SDK で Amazon Cognitoを使用することをお
勧めします。Amazon Cognito は、モバイルアプリの ID を管理するための最も簡単な方法であり、同期
やクロスデバイス ID のような追加機能も利用できます。Amazon Cognito の詳細については、「Amplify 
ドキュメント」の「Amplify による認証」を参照してください。

• Web Identity Federation Playground。このウェブサイトでは、ウェブ ID フェデレーション (p. 200)と
AssumeRoleWithWebIdentity API を対話的に試すことができます。

一時的なセキュリティ認証情報のための追加リソース
以下のシナリオやアプリケーションは、一時的なセキュリティ認証情報の使用時に役立ちます。

• AWS STS SourceIdentity をアイデンティティプロバイダーと統合する方法。この記事で
は、Okta、Ping、OneLogin を IdP として使用し、AWS STS SourceIdentity 属性を設定する方法に
ついて説明します。

• ウェブ ID フェデレーションについて (p. 200)。このセクションでは、ウェブ ID フェデレーションと
AssumeRoleWithWebIdentity API を使用するときに、IAM ロールを設定する方法について説明しま
す。

• MFA 保護 API アクセスの設定 (p. 146)。このトピックでは、アカウントで機密性の高い API アクショ
ンを保護するために、ロールを使用して多要素認証（MFA）を要求する方法について説明します。

• ID 登録のためのトークン自動販売機 このサンプル Java ウェブアプリケーション
は、GetFederationToken API を使用して、リモートクライアントに一時的なセキュリティ認証情報
を発行します。

AWS におけるポリシーとアクセス権限の詳細については、以下のトピックを参照してください。
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• AWS リソースの アクセス管理 (p. 416)
• ポリシーの評価論理 (p. 1220).
• Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「Amazon S3 リソースへのアクセス許可の管理」。
• 信頼ゾーン (信頼できる組織またはアカウント) 外にあるアカウントのプリンシパルにロールを引き受け

るアクセス権があるかどうかについては、「IAM Access Analyzer とは」を参照してください。

AWS アカウントのルートユーザー
Amazon Web Services (AWS) アカウントを初めてを作成する場合は、このアカウントのすべての AWS 
サービスとリソースに対して完全なアクセス権限を持つシングルサインインアイデンティティで始めま
す。このアイデンティティは AWS アカウントルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した
メールアドレスとパスワードでのサインインによりアクセスされます。

強くお勧めしているのは、日常的なタスクには、それが管理者タスクであっても、ルートユーザーを使用
しないことです。ベストプラクティス (p. 938)として、ルートユーザーの認証情報を保護し、日常的なタ
スクには使用しないようにします。ルートユーザーの認証情報は、少数のアカウントおよびサービス管理
タスクの実行にのみ使用します。

ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクを確認するには、「ルートユーザー認証情報が必
要なタスク」を参照してください。

AWS アカウントのルートユーザー のアクセスキー (アクセスキー ID とシークレットアクセスキー) は、
作成、更新、無効化、または削除できます。ルートユーザー パスワードを変更することもできます。AWS 
アカウント のユーザー認証情報を持っていればだれでも、請求情報を含むアカウントのすべてのリソース
に無制限にアクセスできます。

アクセスキーを作成するときは、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーをセットとして作成しま
す。アクセスキーの作成時に、AWS では、アクセスキーのシークレットアクセスキーの部分を表示および
ダウンロードする機会が 1 回限り与えられます。これをダウンロードしない場合や紛失した場合は、アク
セスキーを削除して新しいアクセスキーを作成できます。ルートユーザーアクセスキーは、IAM コンソー
ル、AWS CLI、または AWS API で作成できます。

新しく作成したアクセスキーのステータスは active になります。これは、CLI および API コール用にこの
アクセスキーを使用できる状態です。IAM ユーザーごとに持つことができるアクセスキーは 2 つまでで
す。これは、アクセスキーを更新する場合に便利です。また、ルートユーザー に最大 2 つのアクセスキー
を割り当てることもできます。アクセスキーを無効にした場合、アクセスキーを API コールに使用できな
くなります。非アクティブになったキーも、引き続き制限に対してカウントされます。アクセスキーはい
つでも作成したり削除したりすることができます。ただし、一度アクセスキーを削除した場合、永久に削
除されて、回復することはできません。

[Security Credentials] (セキュリティ認証情報) ページにアクセスすれば、メールアドレスとパスワードを
変更できます。AWS サインインページで [Forgot password]? (パスワードを忘れた場合) を選択して、パス
ワードをリセットすることもできます。

タスク
• AWS アカウント の作成または削除 (p. 401)
• AWS アカウントのルートユーザー での MFA を有効にします (p. 401)
• ルートユーザーのアクセスキーの作成 (p. 401)
• ルートユーザーのアクセスキーの削除 (p. 402)
• ルートユーザーのパスワードの変更 (p. 402)
• ルートユーザーの認証情報の保護 (p. 403)
• ルートユーザー所有者を転送する (p. 403)
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AWS アカウント の作成または削除
詳細については、AWS ナレッジセンターの次の記事を参照してください。

• AWS アカウント を作成し有効化するにはどうすればよいですか?
• AWS アカウント を閉鎖するにはどうすればよいですか?

AWS アカウントのルートユーザー での MFA を有効
にします
お客様のアカウントで多要素認証 (MFA) を有効にするためにセキュリティ上のベストプラクティスに従
うことをお勧めします。ルートユーザーはアカウントで機密性の高い操作を実行できるため、追加の認
証レイヤーを追加すると、アカウントのセキュリティを強化できます。MFA には複数のタイプがありま
す。AWS アカウントのルートユーザー および AWS アカウント の IAM ユーザーに対して複数の MFA デ
バイスを有効にすることをお勧めします。これにより、AWS アカウントのルートユーザー を含め、AWS 
アカウント のセキュリティレベルを上げることができます。AWS アカウントのルートユーザー および 
IAM ユーザーには、現在サポートされている MFA タイプを任意に組み合わせた最大 8 台の MFA デバイス
を登録できます。

複数の MFA デバイスがあっても、そのユーザーとして AWS Management Console にログインした
り、AWS CLI を使用してセッションを作成したりするのに必要なのは 1 台の MFA デバイスだけです。詳
細については、「MFA トークンを使用して、AWS CLI を通じて AWS リソースへのアクセスを認証するに
はどうすればよいですか?」を参照してください。

MFA の有効化の詳細については、以下を参照してください。

• AWS アカウントのルートユーザー (コンソール) の仮想 MFA デバイスを有効にします (p. 120)
• AWS アカウント のルートユーザー (コンソール) 用にハードウェア TOTP トークンを有効にしま

す (p. 132)

ルートユーザーのアクセスキーの作成
お勧めはしませんが、AWS Management Console や AWS プログラミングツールを使用してルートユー
ザーのアクセスキーを作成できます。

AWS アカウントのルートユーザー のアクセスキーを作成するには (コンソール)

1. [Root user] (ルートユーザー) を選択して AWS アカウント の E メールアドレスを入力し、アカウント
所有者として IAM コンソールにサインインします。次のページでパスワードを入力します。

Note

ルートユーザーでは、「IAM ユーザーとしてサインイン」ページにサインインすることはで
きません。[IAM ユーザーのサインイン] ページが表示された場合、ページ下部付近で [ルート
ユーザーの電子メールを使用してサインインする] を選択します。ルートユーザーを使用して
サインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの「ルートユーザーとし
て AWS Management Console へサインインする」を参照してください。

2. ナビゲーションバーでアカウント名を選択してから、[Security credential] (セキュリティ認証情報) を
選択します。

3. AWS アカウント のセキュリティ認証情報へのアクセスに関する警告が表示された場合、[Continue to 
Security credentials] (セキュリティ認証情報に進む) を選択します。
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4. 代替手段を確認します。ルートユーザーのアクセスキーを作成することはお勧めしません。アクセ
スキーの作成を続ける場合は、これがベストプラクティスではないことを理解していることを示す
チェックボックスを選択してから、[Create access key] (アクセスキーを作成) を選択します。

5. [Retrieve access key] (アクセスキーを取得) ページで、[Show] (表示) または [Download .csv file] (.csv 
ファイルをダウンロード) を選択します。これはシークレットアクセスキーを保存する唯一の機会で
す。シークレットアクセスキーを安全な場所に保存したら、[Done] (完了) を選択します。

[Download .csv file] (.csv ファイルをダウンロード) を選択した場合は、アクセスキー ID とシークレッ
トキーが含まれる rootkey.csv という名前のファイルを受け取ります。そのファイルをどこか安全
な場所に保管します。

6. アクセスキーが不要になったら、そのキーを削除する (p. 942)か、少なくとも [Actions] (アクション) 
を選択してから [Deactivate] (無効化) を選択して非アクティブ化することで、悪用されないようにす
ることをお勧めします。

ルートユーザーのアクセスキーを作成するには (AWS CLI または AWS API)

以下のいずれかを使用します。

• AWS CLI: aws iam create-access-key
• AWS API: CreateAccessKey

ルートユーザーのアクセスキーの削除
AWS Management Console を使用して、ルートユーザーのアクセスキーを削除できます。

1. AWS アカウントのメールアドレスとパスワードを使用し、 として AWS Management ConsoleAWS 
アカウントのルートユーザー にサインインします。

Note

3 つのテキストボックスが表示される場合、以前に IAM ユーザー認証情報でコンソールにサ
インインしました。ブラウザでこの設定が記憶され、サインインを試みるたびにこのアカウ
ント固有のサインインページが開く場合があります。IAM ユーザーのサインインページを使
用して、アカウント所有者としてサインインすることはできません。表示された場合、IAM 
ユーザーのサインインページ] で、ルートユーザーの電子メールを使用してサインインする] 
(ページの下部にあります)。これにより、メインのサインインページに戻ります。ここか
ら、AWS アカウントのメールアドレスとパスワードを使用して、ルートユーザーとしてサイ
ンインできます。

2. ナビゲーションバーでアカウント名を選択してから、[Security credential] (セキュリティ認証情報) を
選択します。

3. AWS アカウント のセキュリティ認証情報へのアクセスに関する警告が表示された場合、[Continue to 
Security credentials] (セキュリティ認証情報に進む) を選択します。

4. 次の画面で、[Deactivate] (無効化) を選択します。これにより、アクセスキーが無効になります。アク
セスキーを完全に削除する前に、アクセスキーが使用されていないことを確認することをお勧めしま
す。削除されたことを確認するには、アクセスキー ID をコピーし、テキスト入力フィールドにアクセ
スキー ID を貼り付けて、[Delete] (削除) を選択します。

ルートユーザーのパスワードの変更
ルートユーザーのパスワードの変更については、「AWS アカウント ルートユーザーのパスワードの変
更 (p. 93)」を参照してください。ルートユーザーを変更するには、ルートユーザー認証情報を使用して
ログインする必要があります。ルートユーザーとしてサインインする必要がある全タスクのリストについ
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ては、「AWS Account Management リファレンスガイド」の「Tasks that require root user credentials」
(ルートユーザー認証情報が必要なタスク) を参照してください。

ルートユーザーの認証情報の保護
AWS アカウントのルートユーザーの認証情報を保護する方法の詳細については、「ルートユーザーの認証
情報を保護し、日常的なタスクには使用しない (p. 941)」を参照してください。

ルートユーザー所有者を転送する
ルートユーザーの所有権を移行するには、「AWS アカウント を他の人または企業に譲渡するにはどうす
ればよいですか？」を参照してください。

AWS CloudTrail による IAM および AWS STS の 
API コールのログ記録

IAM および AWS STS は AWS CloudTrail と統合されています。このサービスは、IAM ユーザーやロール
のサービスによって実行されたアクションを記録するサービスです。CloudTrail は、コンソールからの呼
び出しや API 呼び出しを含む、IAM と AWS STS のすべての API 呼び出しをイベントとしてキャプチャし
ます。証跡を作成する場合は、 のイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの継続的
な配信を有効にすることができます 追跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event history]
(イベント履歴) で最新のイベントを表示できます。CloudTrail を使用して、IAM または AWS STS に対し
て行われたリクエストに関する情報を取得できます。たとえば、リクエストの実行元 IP アドレス、実行
者、実行日時、およびその他の詳細を表示できます。

CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

トピック
• CloudTrail での IAM および AWS STS 情報 (p. 403)
• IAM および AWS STS API リクエストのログ記録 (p. 404)
• 他の AWS のサービスへの API リクエストのログ記録 (p. 404)
• ユーザーサインインイベントのログ記録 (p. 404)
• 一時的な認証情報のサインインイベントのログ記録 (p. 405)
• CloudTrail ログの IAM API イベントの例 (p. 406)
• 例 AWS STS CloudTrail ログの API イベント (p. 407)
• CloudTrail ログのサインインイベントの例 (p. 413)

CloudTrail での IAM および AWS STS 情報
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS アカウント で有効になります。IAM または AWS STS でアク
ティビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) で AWS のその他のサー
ビスのイベントと共に CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウント で表
示、検索、ダウンロードできます。詳細については、CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示を参照
してください。

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

• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから 

CloudTrail ログファイルを受け取る」

すべての IAM およびAWS STSアクションは CloudTrail によってログに記録されます。これらのアクショ
ンについては、IAM API リファレンスとAWS Security Token ServiceAPI リファレンス。

IAM および AWS STS API リクエストのログ記録
CloudTrailは、認証されたすべての API リクエスト（資格情報を使用して作成）を IAM および AWS STS 
APIオペレーションにログに記録します。CloudTrail は、認証されていないリクエストを AWS STS アク
ション、AssumeRoleWithSAML および AssumeRoleWithWebIdentity に記録し、ID プロバイダー
から提供された情報も記録します。この情報を使用して、引き受けたロールを持つフェデレーティッ
ドユーザーによって行われた呼び出しを元の外部フェデレーティッド呼び出し元にマッピングできま
す。AssumeRole の場合、呼び出しをその元の AWS サービスまたはユーザーのアカウントに再度マッ
ピングすることができます。CloudTrail ログエントリの JSON データの userIdentity セクションに
は、AssumeRole* リクエストを特定のフェデレーティッドユーザーにマッピングするのに必要な情報が含
まれます。詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「CloudTrail userIdentity Element」を
参照してください。

たとえば、IAM CreateUser、DeleteRole、ListGroups、およびその他の API オペレーションに対す
る呼び出しはすべて、CloudTrail によってログに記録されます。

このタイプのログエントリの例については、このトピックの後半で説明します。

他の AWS のサービスへの API リクエストのログ記録
他の AWS のサービス API オペレーションに対する認証されたリクエストは CloudTrail によってログに記
録され、そのログエントリにはリクエストの生成元に関する情報が含まれます。

たとえば、Amazon EC2 インスタンスの一覧表示または AWS CodeDeploy のデプロイグループの作成を
リクエストしたとします。リクエストを行ったユーザーまたはサービスに関する詳細は、そのリクエスト
のログエントリに含まれています。この情報は、リクエストが AWS アカウントのルートユーザー、IAM 
ユーザー、ロール、または別の AWS サービスのいずれによって行われたかを判断するのに役立ちます。

CloudTrail ログエントリのユーザー ID 情報の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドの
「userIdentity 要素」を参照してください。

ユーザーサインインイベントのログ記録
CloudTrail は、サインインイベントを AWS Management Console、AWS ディスカッションフォーラム、
および AWS Marketplace に記録します。CloudTrail は、IAM ユーザーとフェデレーティッドユーザーのサ
インインの成功と失敗をログに記録します。

rootユーザーのサインインが成功した場合と失敗した場合のサンプルCloudTrailイベントを表示するに
は、AWS CloudTrail ユーザーガイドの「ルートユーザーのイベントレコードの例」を参照してください。

セキュリティのベストプラクティスとして、AWS は、サインインの失敗した原因が間違ったユー
ザー名である場合、入力された IAM ユーザー名テキストをログに記録しません。ユーザー名テキスト
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は、HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS という値によってマスクされます。この例として、このト
ピックの「間違ったユーザー名が原因で発生したサインイン失敗イベントの例 (p. 414)」を参照してくだ
さい。失敗の原因がユーザーエラーであるため、ユーザー名のテキストが隠れています。これらのエラー
を記録すると、機密性の高い情報が公開される可能性があります。例:。

• 誤ってユーザー名ボックスにパスワードを入力した。
• ある AWS アカウント のサインインページのリンクを選択したが、別の AWS アカウント のアカウント

番号を入力した。
• どのアカウントにサインインしているのかを忘れて、誤って個人メールのアカウント名や銀行のサイン

イン ID などのプライベート ID を入力した。

一時的な認証情報のサインインイベントのログ記録
プリンシパルが一時的な認証情報をリクエストすると、プリンシパルタイプによって CloudTrail がイベ
ントをログに記録する方法が決まります。これは、プリンシパルが別のアカウントのロールを引き受ける
場合に複雑になる可能性があります。ロールのクロスアカウントオペレーションに関連するオペレーショ
ンを実行するために、複数の API コールがあります。まず、プリンシパルは AWS STS API を呼び出して
一時的な認証情報を取得します。このオペレーションは、呼び出し元のアカウントと AWS STS オペレー
ションが実行されたアカウントに記録されます。次に、プリンシパルはロールを使用して、引き受けた
ロールのアカウントで他の API コールを実行します。

ロール信頼ポリシーで sts:SourceIdentity 条件キーを使用すると、ユーザーがロールを引き受
けるときに ID を指定するように要求できます。例えば、IAM ユーザーがセッション名として自分の
ユーザー名を指定するように要求できます。これにより、AWS の特定のアクションを実行したユー
ザーを特定できます。詳細については、「sts:SourceIdentity (p. 1295)」を参照してくださ
い。sts:RoleSessionName (p. 1294) を使用して、ユーザーが役割を引き受けるときにセッション名を
指定するようにユーザーに要求することもできます。これは、AWS CloudTrail ログを確認するときに異な
るプリンシパルによって使用されるロールのロールセッションを区別するのに役立ちます。

次の表は、一時認証情報を生成する各 API 呼び出しに対するさまざまな情報を CloudTrail がどのようにロ
グに記録しているかを示しています。

プリンシパルタイ
プ

STS API 呼び出し元アカウ
ントの CloudTrail 
ログ内のユーザー 
ID

割り当てられた
ロールのアカウン
トの CloudTrail ロ
グのユーザー ID

ロールの後続
の API コールの 
CloudTrail ログ内
のユーザー ID

AWS アカウントの
ルートユーザー 認
証情報

GetSessionToken ルートユーザー ID ロール所有者アカ
ウントと呼び出し
元アカウントが同
じ

ルートユーザー ID

IAM ユーザー GetSessionToken IAM ユーザーアイ
デンティティ

ロール所有者アカ
ウントと呼び出し
元アカウントが同
じ

IAM ユーザーアイ
デンティティ

IAM ユーザー GetFederationToken IAM ユーザーアイ
デンティティ

ロール所有者アカ
ウントと呼び出し
元アカウントが同
じ

IAM ユーザーアイ
デンティティ

IAM ユーザー AssumeRole IAM ユーザーアイ
デンティティ

アカウント番号お
よびプリンシパル 
ID (ユーザーの場

ロール ID のみ 
(ユーザーの記録は
しない)
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プリンシパルタイ
プ

STS API 呼び出し元アカウ
ントの CloudTrail 
ログ内のユーザー 
ID

割り当てられた
ロールのアカウン
トの CloudTrail ロ
グのユーザー ID

ロールの後続
の API コールの 
CloudTrail ログ内
のユーザー ID

合)、または AWS 
サービスプリンシ
パル

外部で認証された
ユーザー

AssumeRoleWithSAML該当なし SAML ユーザー ID ロール ID のみ 
(ユーザーの記録は
しない)

外部で認証された
ユーザー

AssumeRoleWithWebIdentity該当なし OIDC/Web のユー
ザー ID

ロール ID のみ 
(ユーザーの記録は
しない)

CloudTrail ログの IAM API イベントの例
CloudTrail ログファイルには、イベントが JSON 形式で書き込まれます。API イベントは 1 つの API リク
エストを表すものであり、プリンシパル、リクエストされたアクション、すべてのパラメータ、およびア
クションの日時に関する情報が含まれます。

CloudTrail ログファイルの IAM API イベントの例
次の例は、IAM の GetUserPolicy アクションに対するリクエストの CloudTrail ログエントリを示してい
ます。

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "IAMUser", 
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
    "arn": "arn:aws:iam::444455556666:user/JaneDoe", 
    "accountId": "444455556666", 
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
    "userName": "JaneDoe", 
    "sessionContext": { 
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2014-07-15T21:39:40Z" 
      } 
    }, 
    "invokedBy": "signin.amazonaws.com" 
  }, 
  "eventTime": "2014-07-15T21:40:14Z", 
  "eventSource": "iam.amazonaws.com", 
  "eventName": "GetUserPolicy", 
  "awsRegion": "us-east-2", 
  "sourceIPAddress": "signin.amazonaws.com", 
  "userAgent": "signin.amazonaws.com", 
  "requestParameters": { 
    "userName": "JaneDoe", 
    "policyName": "ReadOnlyAccess-JaneDoe-201407151307" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "9EXAMPLE-0c68-11e4-a24e-d5e16EXAMPLE", 
  "eventID": "cEXAMPLE-127e-4632-980d-505a4EXAMPLE"
} 
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このイベント情報から、このリクエストは、ReadOnlyAccess-JaneDoe-201407151307 要素で指定さ
れた、ユーザー JaneDoe の requestParameters というユーザーポリシーを取得するために送信された
ことを確認できます。また、このリクエストは、JaneDoe という IAM ユーザーによって 2014 年 7 月 15 
日の午後 9 時 40 分 (UTC) に送信されたことも確認できます。この例では、userAgent 要素から、この
リクエストの実行元は AWS Management Console であることがわかります。

例 AWS STS CloudTrail ログの API イベント
CloudTrail ログファイルには、イベントが JSON 形式で書き込まれます。API イベントは 1 つの API リク
エストを表すものであり、プリンシパル、リクエストされたアクション、すべてのパラメータ、およびア
クションの日時に関する情報が含まれます。

CloudTrail ログファイル内のクロスアカウント AWS STS API イ
ベントの例
アカウント 777788889999 の JohnDoe という名前の IAM ユーザーは、AWS STS AssumeRole アクショ
ンを呼び出して、アカウント 111122223333 のロール EC2-dev を引き受けます。アカウント管理者は、
ロールを引き受けるときに、ユーザ名と同じソース ID を設定することをユーザーに要求します。ユーザー
は JohnDoe のソースID値を渡します。

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "IAMUser", 
    "principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE", 
    "arn": "arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe", 
    "accountId": "777788889999", 
    "accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE", 
    "userName": "JohnDoe" 
  }, 
  "eventTime": "2014-07-18T15:07:39Z", 
  "eventSource": "sts.amazonaws.com", 
  "eventName": "AssumeRole", 
  "awsRegion": "us-east-2", 
  "sourceIPAddress": "192.0.2.101", 
  "userAgent": "aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64 
 botocore/1.4.67", 
  "requestParameters": { 
    "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev", 
    "roleSessionName": "JohnDoe-EC2-dev", 
    "sourceIdentity": "JohnDoe",
    "serialNumber": "arn:aws:iam::777788889999:mfa"
  }, 
  "responseElements": { 
    "credentials": { 
      "sessionToken": "<encoded session token blob>", 
      "accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE", 
      "expiration": "Jul 18, 2023, 4:07:39 PM" 
      }, 
    "assumedRoleUser": { 
      "assumedRoleId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:JohnDoe-EC2-dev", 
      "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EC2-dev/JohnDoe-EC2-dev" 
    }, 
  "sourceIdentity": "JohnDoe" 
  }, 
  "resources": [ 
    { 
      "ARN": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev", 
      "accountId": "111122223333", 
      "type": "AWS::IAM::Role" 
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    } 
  ], 
  "requestID": "4EXAMPLE-0e8d-11e4-96e4-e55c0EXAMPLE", 
  "sharedEventID": "bEXAMPLE-efea-4a70-b951-19a88EXAMPLE", 
  "eventID": "dEXAMPLE-ac7f-466c-a608-4ac8dEXAMPLE", 
  "eventType": "AwsApiCall",    
  "recipientAccountId": "111122223333"
}

2 番目の例は、同じリクエストを行ったロールアカウント (111122223333) の CloudTrail ログエントリを
示しています。

{  
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AWSAccount", 
    "principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE", 
    "accountId": "777788889999" 
  }, 
  "eventTime": "2014-07-18T15:07:39Z", 
  "eventSource": "sts.amazonaws.com", 
  "eventName": "AssumeRole", 
  "awsRegion": "us-east-2", 
  "sourceIPAddress": "192.0.2.101", 
  "userAgent": "aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64 
 botocore/1.4.67", 
  "requestParameters": {    
    "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/EC2-dev", 
    "roleSessionName": "JohnDoe-EC2-dev", 
    "sourceIdentity": "JohnDoe",  
    "serialNumber": "arn:aws:iam::777788889999:mfa"
  },  
  "responseElements": { 
    "credentials": { 
      "sessionToken": "<encoded session token blob>",      
      "accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE",      
      "expiration": "Jul 18, 2014, 4:07:39 PM"      
    },    
    "assumedRoleUser": {      
      "assumedRoleId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:JohnDoe-EC2-dev",      
      "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/EC2-dev/JohnDoe-EC2-dev"    
      }, 
  "sourceIdentity": "JohnDoe" 
  }, 
  "requestID": "4EXAMPLE-0e8d-11e4-96e4-e55c0EXAMPLE", 
  "sharedEventID": "bEXAMPLE-efea-4a70-b951-19a88EXAMPLE", 
  "eventID": "dEXAMPLE-ac7f-466c-a608-4ac8dEXAMPLE"
}

CloudTrail ログファイル内の AWS STS ロール連鎖 API イベント
の例
次の例は、アカウント 111111111111 で John Doe によって行われたリクエストの CloudTrail ログエン
トリを示しています。John は以前、JohnRole1 ロールを引き受けるために JohnDoe ユーザーを使用し
ていました。このリクエストでは、その JohnRole2 ロールの認証情報を使用してロールを引き受けま
す。これは、ロールの連鎖 (p. 185)と呼ばれます。彼が JohnDoe1 ロールを引き受けたときに設定した
ソースIDは、JohnRole2 を引き受ける要求に存続します。ロールを引き受けるときに John が別のソー
ス ID を設定しようとすると、要求は拒否されます。John は 2 つの セッションタグ (p. 346) をリクエ
ストに渡します。彼はこれらの 2 つのタグを推移的に設定します。ジョンが JohnRole1 を引き受けたと
きに推移的として設定したため、リクエストは Department タグを推移的として継承します。ソース ID 
の詳細については、引き受けたロールで実行されるアクションのモニタリングと制御 (p. 374) を参照し
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てください。ロールチェーン内の推移的キーの詳細については、「セッションタグを使用したロールの連
鎖 (p. 353)」を参照してください。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AROAIN5ATK5U7KEXAMPLE:JohnRole1", 
        "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/JohnDoe/JohnRole1", 
        "accountId": "111111111111", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2019-10-02T21:50:54Z" 
            }, 
                "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
               "principalId": "AROAIN5ATK5U7KEXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole1", 
                "accountId": "111111111111", 
                "userName": "JohnDoe" 
            }, 
            "sourceIdentity": "JohnDoe" 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2019-10-02T22:12:29Z", 
    "eventSource": "sts.amazonaws.com", 
    "eventName": "AssumeRole", 
    "awsRegion": "us-east-2", 
    "sourceIPAddress": "123.145.67.89", 
    "userAgent": "aws-cli/1.16.248 Python/3.4.7 
 Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 botocore/1.12.239", 
    "requestParameters": { 
        "incomingTransitiveTags": { 
            "Department": "Engineering" 
        }, 
        "tags": [ 
            { 
                "value": "johndoe@example.com", 
                "key": "Email" 
            }, 
            { 
                "value": "12345", 
                "key": "CostCenter" 
            } 
        ], 
        "roleArn": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole2", 
        "roleSessionName": "Role2WithTags", 
        "sourceIdentity": "JohnDoe", 
        "transitiveTagKeys": [ 
            "Email", 
            "CostCenter" 
        ], 
        "durationSeconds": 3600 
    }, 
    "responseElements": { 
        "credentials": { 
            "accessKeyId": "ASIAWHOJDLGPOEXAMPLE", 
            "expiration": "Oct 2, 2019, 11:12:29 PM", 
            "sessionToken": "AgoJb3JpZ2luX2VjEB4aCXVzLXdlc3QtMSJHMEXAMPLETOKEN
+//rJb8Lo30mFc5MlhFCEbubZvEj0wHB/mDMwIgSEe9gk/Zjr09tZV7F1HDTMhmEXAMPLETOKEN/iEJ/
rkqngII9///////////
ARABGgw0MjgzMDc4NjM5NjYiDLZjZFKwP4qxQG5sFCryASO4UPz5qE97wPPH1eLMvs7CgSDBSWfonmRTCfokm2FN1+hWUdQQH6adjbbrVLFL8c3jSsBhQ383AvxpwK5YRuDE1AI/
+C+WKFZb701eiv9J5La2EXAMPLETOKEN/c7S5Iro1WUJ0q3Cxuo/8HUoSxVhQHM7zF7mWWLhXLEQ52ivL
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+F6q5dpXu4aTFedpMfnJa8JtkWwG9x1Axj0Ypy2ok8v5unpQGWych1vwdvj6ez1Dm8Xg1+qIzXILiEXAMPLETOKEN/
vQGqu8H+nxp3kabcrtOvTFTvxX6vsc8OGwUfHhzAfYGEXAMPLETOKEN/
L6v1yMM3B1OwFOrQBno1HEjf1oNI8RnQiMNFdUOtwYj7HUZIOCZmjfN8PPHq77N7GJl9lzvIZKQA0Owcjg
+mc78zHCj8y0siY8C96paEXAMPLETOKEN/
E3cpksxWdgs91HRzJWScjN2+r2LTGjYhyPqcmFzzo2mCE7mBNEXAMPLETOKEN/oJy
+2o83YNW5tOiDmczgDzJZ4UKR84yGYOMfSnF4XcEJrDgAJ3OJFwmTcTQICAlSwLEXAMPLETOKEN" 
        }, 
        "assumedRoleUser": { 
            "assumedRoleId": "AROAIFR7WHDTSOYQYHFUE:Role2WithTags", 
            "arn": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/test-role/Role2WithTags" 
        }, 
    "sourceIdentity": "JohnDoe" 
    }, 
    "requestID": "b96b0e4e-e561-11e9-8b3f-7b396EXAMPLE", 
    "eventID": "1917948f-3042-46ec-98e2-62865EXAMPLE", 
    "resources": [ 
        { 
            "ARN": "arn:aws:iam::111111111111:role/JohnRole2", 
            "accountId": "111111111111", 
            "type": "AWS::IAM::Role" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111111111111"
}

CloudTrail ログファイルの AWS のサービス AWS STS API イベ
ントの例
次の例は、サービスロールのアクセス許可を使用して別のサービス API を呼び出す AWS のサービスに
よって行われたリクエストの CloudTrail ログエントリを示しています。アカウント 777788889999 で行わ
れたリクエストの CloudTrail ログエントリが表示されます。

{ 
  "eventVersion": "1.04", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE:devdsk", 
    "arn": "arn:aws:sts::777788889999:assumed-role/AssumeNothing/devdsk", 
    "accountId": "777788889999", 
    "accessKeyId": "AKIAQRSTUVWXYZEXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2016-11-14T17:25:26Z" 
      }, 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AIDAQRSTUVWXYZEXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::777788889999:role/AssumeNothing", 
        "accountId": "777788889999", 
        "userName": "AssumeNothing" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2016-11-14T17:25:45Z", 
  "eventSource": "s3.amazonaws.com", 
  "eventName": "DeleteBucket", 
  "awsRegion": "us-east-2", 
  "sourceIPAddress": "192.0.2.1", 
  "userAgent": "[aws-cli/1.11.10 Python/2.7.8 Linux/3.2.45-0.6.wd.865.49.315.metal1.x86_64 
 botocore/1.4.67]", 
  "requestParameters": { 
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    "bucketName": "my-test-bucket-cross-account" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "EXAMPLE463D56D4C", 
  "eventID": "dEXAMPLE-265a-41e0-9352-4401bEXAMPLE", 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "recipientAccountId": "777788889999"
}

CloudTrail ログファイル内の SAML AWS STS API イベントの例
次の例は、 AWS STS の AssumeRoleWithSAML アクションに対するリクエストの CloudTrail ログエント
リを示しています。リクエストには SAML アサーションを介してセッションタグ (p. 346)として渡され
る SAML 属性 CostCenter と Project が含まれています。これらのタグは推移的として設定され、ロー
ルの連鎖シナリオでも保持されます (p. 353)。リクエストには、SAMLアサーションで渡される SAML 属
性 sourceIdentity が含まれています。作成されたロールセッションの資格情報を使用して別のロール
を引き受ける場合、このソース ID は保持されます。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "SAMLUser", 
        "principalId": "SampleUkh1i4+ExamplexL/jEvs=:SamlExample", 
        "userName": "SamlExample", 
        "identityProvider": "bdGOnTesti4+ExamplexL/jEvs=" 
    }, 
    "eventTime": "2019-11-01T19:14:36Z", 
    "eventSource": "sts.amazonaws.com", 
    "eventName": "AssumeRoleWithSAML", 
    "awsRegion": "us-east-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.101", 
    "userAgent": "aws-cli/1.16.263 Python/3.4.7 
 Linux/4.9.184-0.1.ac.235.83.329.metal1.x86_64 botocore/1.12.253", 
    "requestParameters": { 
        "sAMLAssertionID": "_c0046cEXAMPLEb9d4b8eEXAMPLE2619aEXAMPLE", 
        "roleSessionName": "MyAssignedRoleSessionName", 
        "sourceIdentity": "MySAMLUser", 
        "principalTags": { 
            "CostCenter": "987654", 
            "Project": "Unicorn", 
            "Department": "Engineering" 
        }, 
        "transitiveTagKeys": [ 
            "CostCenter", 
            "Project" 
        ], 
        "durationSeconds": 3600, 
        "roleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/SAMLTestRoleShibboleth", 
        "principalArn": "arn:aws:iam::444455556666:saml-provider/Shibboleth" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "subjectType": "transient", 
        "issuer": "https://server.example.com/idp/shibboleth", 
        "sourceIdentity": "MySAMLUser" 
        "credentials": { 
            "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "expiration": "Mar 23, 2016, 2:39:57 AM", 
            "sessionToken": "<encoded session token blob>" 
        }, 
        "nameQualifier": "bdGOnTesti4+ExamplexL/jEvs=", 
        "assumedRoleUser": { 
            "assumedRoleId": "AROAD35QRSTUVWEXAMPLE:MyAssignedRoleSessionName", 
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            "arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/SAMLTestRoleShibboleth/
MyAssignedRoleSessionName" 
        }, 
        "subject": "SamlExample", 
        "audience": "https://signin.aws.amazon.com/saml" 
    }, 
    "resources": [ 
        { 
            "ARN": "arn:aws:iam::444455556666:role/SAMLTestRoleShibboleth", 
            "accountId": "444455556666", 
            "type": "AWS::IAM::Role" 
        }, 
        { 
            "ARN": "arn:aws:iam::444455556666:saml-provider/test-saml-provider", 
            "accountId": "444455556666", 
            "type": "AWS::IAM::SAMLProvider" 
        } 
    ], 
    "requestID": "6EXAMPLE-e595-11e5-b2c7-c974fEXAMPLE", 
    "eventID": "dEXAMPLE-265a-41e0-9352-4401bEXAMPLE", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "444455556666"
}

CloudTrail ログファイルのウェブ ID AWS STS API イベントの例
次の例は、AWS STS の AssumeRoleWithWebIdentity アクションに対するリクエストの CloudTrail 
ログエントリを示しています。リクエストには ID プロバイダートークンを介してセッションタ
グ (p. 346)として渡される属性 CostCenter と Project が含まれています。これらのタグは推移的と
して設定され、ロールの連鎖でも保持されます (p. 353)。リクエストには、ID プロバイダートークンか
らの sourceIdentity 属性が含まれています。作成されたロールセッションの資格情報を使用して別の
ロールを引き受ける場合、このソース ID は保持されます。

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "WebIdentityUser", 
    "principalId": "accounts.google.com:<id-of-application>.apps.googleusercontent.com:<id-
of-user>", 
    "userName": "<id of user>", 
    "identityProvider": "accounts.google.com" 
  }, 
  "eventTime": "2016-03-23T01:39:51Z", 
  "eventSource": "sts.amazonaws.com", 
  "eventName": "AssumeRoleWithWebIdentity", 
  "awsRegion": "us-east-2", 
  "sourceIPAddress": "192.0.2.101", 
  "userAgent": "aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5", 
  "requestParameters": { 
    "sourceIdentity": "MyWebIdentityUser",  
    "durationSeconds": 3600, 
    "roleArn": "arn:aws:iam::444455556666:role/FederatedWebIdentityRole", 
    "roleSessionName": "MyAssignedRoleSessionName" 
        "principalTags": { 
            "CostCenter": "24680", 
            "Project": "Pegasus" 
        }, 
        "transitiveTagKeys": [ 
            "CostCenter", 
            "Project" 
        ], 
  }, 
  "responseElements": { 
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    "provider": "accounts.google.com", 
    "subjectFromWebIdentityToken": "<id of user>", 
    "sourceIdentity": "MyWebIdentityUser",     
    "audience": "<id of application>.apps.googleusercontent.com", 
    "credentials": { 
      "accessKeyId": "ASIACQRSTUVWRAOEXAMPLE", 
      "expiration": "Mar 23, 2016, 2:39:51 AM", 
      "sessionToken": "<encoded session token blob>" 
    }, 
    "assumedRoleUser": { 
      "assumedRoleId": "AROACQRSTUVWRAOEXAMPLE:MyAssignedRoleSessionName", 
      "arn": "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/FederatedWebIdentityRole/
MyAssignedRoleSessionName" 
    } 
  }, 
  "resources": [ 
    { 
      "ARN": "arn:aws:iam::444455556666:role/FederatedWebIdentityRole", 
      "accountId": "444455556666", 
      "type": "AWS::IAM::Role"  
    } 
  ], 
  "requestID": "6EXAMPLE-e595-11e5-b2c7-c974fEXAMPLE", 
  "eventID": "bEXAMPLE-0b30-4246-b28c-e3da3EXAMPLE", 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "recipientAccountId": "444455556666"
}

CloudTrail ログのサインインイベントの例
CloudTrail ログファイルには、イベントが JSON 形式で書き込まれます。サインインイベントは、シング
ルサインインリクエストを表し、サインインプリンシパル、リージョン、およびアクションの日時に関す
る情報を含みます。

CloudTrail ログファイル内のサインイン成功イベントの例
成功したサインインイベントの CloudTrail のログエントリの例を以下に示します。

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "IAMUser", 
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
    "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe", 
    "accountId": "111122223333", 
    "userName": "JohnDoe" 
  }, 
  "eventTime": "2014-07-16T15:49:27Z", 
  "eventSource": "signin.amazonaws.com", 
  "eventName": "ConsoleLogin", 
  "awsRegion": "us-east-2", 
  "sourceIPAddress": "192.0.2.110", 
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0", 
  "requestParameters": null, 
  "responseElements": { 
    "ConsoleLogin": "Success" 
  }, 
  "additionalEventData": { 
    "MobileVersion": "No", 
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/s3/ ", 
    "MFAUsed": "No"
  }, 
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  "eventID": "3fcfb182-98f8-4744-bd45-10a395ab61cb"
}

CloudTrail ログファイルに含まれる情報の詳細については、ユーザーガイド の「AWS 
CloudTrailCloudTrail イベントリファレンス」を参照してください。

CloudTrail ログファイル内のサインイン失敗イベントの例
失敗したサインインイベントの CloudTrail のログエントリの例を以下に示します。

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "IAMUser", 
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
    "arn":"arn:aws:iam::111122223333:user/JaneDoe", 
    "accountId": "111122223333", 
    "userName": "JaneDoe" 
  }, 
  "eventTime": "2014-07-08T17:35:27Z", 
  "eventSource": "signin.amazonaws.com", 
  "eventName": "ConsoleLogin", 
  "awsRegion": "us-east-2", 
  "sourceIPAddress": "192.0.2.100", 
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0", 
  "errorMessage": "Failed authentication", 
  "requestParameters": null, 
  "responseElements": { 
    "ConsoleLogin": "Failure" 
  }, 
  "additionalEventData": { 
    "MobileVersion": "No", 
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/sns", 
    "MFAUsed": "No"
  }, 
  "eventID": "11ea990b-4678-4bcd-8fbe-62509088b7cf"
}

この情報から、JaneDoe 要素に示されているように、このサインインは userIdentity という IAM ユー
ザーによって試行されたことを確認できます。また、responseElements 要素に示されているように、
サインインの試行が失敗したこともわかります。さらに、JaneDoe が 2014 年 7 月 8 日、午後 5 時 35 分 
(UTC) に Amazon SNS コンソールにサインインしようとしたことも確認できます。

間違ったユーザー名が原因で発生したサインイン失敗イベントの
例
以下の例は、ユーザーが間違ったユーザー名を入力したことが原因で発生したサインイ
ン失敗イベントの CloudTrail ログ項目を示しています。AWS は、userName テキストを
HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS でマスクして、機密となっている可能性のある情報が漏れないよ
うにします。

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity": { 
    "type": "IAMUser", 
    "accountId": "123456789012", 
    "accessKeyId": "", 
    "userName": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS" 
  }, 
  "eventTime": "2015-03-31T22:20:42Z", 
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  "eventSource": "signin.amazonaws.com", 
  "eventName": "ConsoleLogin", 
  "awsRegion": "us-east-2", 
  "sourceIPAddress": "192.0.2.101", 
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0", 
  "errorMessage": "No username found in supplied account", 
  "requestParameters": null, 
  "responseElements": { 
    "ConsoleLogin": "Failure" 
  }, 
  "additionalEventData": { 
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?state=hashArgs
%23&isauthcode=true", 
    "MobileVersion": "No", 
    "MFAUsed": "No"
  }, 
  "eventID": "a7654656-0417-45c6-9386-ea8231385051", 
  "eventType": "AwsConsoleSignin", 
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
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AWS リソースの アクセス管理
AWS Identity and Access Management (IAM) は、AWS リソースへのアクセスを安全に管理するための
ウェブサービスです。AWS でプリンシパル (p. 8)がリクエストを行うと、AWS 強制コードは、プリン
シパルが認証 (サインイン) され、許可されている (アクセス許可を持っている) かどうかをチェックしま
す。AWS でアクセスを管理するには、ポリシーを作成して IAM ID や AWS リソースにアタッチします。
ポリシーは、アイデンティティやリソースにアタッチして、そのアクセス許可を定義する、AWS の JSON 
ポリシードキュメントです。ポリシーのタイプと用途の詳細については、「IAM でのポリシーとアクセス
許可 (p. 417)」を参照してください。

残りの認証と許可の詳細については、「IAM の仕組み (p. 6)」を参照してください 。

認可の間、AWS エンフォースメントコードでは、リクエストコンテキスト (p. 8)からの値に基づいて、一
致するポリシーをチェックし、リクエストの許可または拒否を決定します。

AWS は、リクエストのコンテキストに該当する各ポリシーをチェックします。1 つのポリシーでリクエス
トが拒否されると、そのリクエストは AWS で全面的に拒否され、ポリシーの評価が停止します。このプ
ロセスは明示的な拒否と呼ばれています。リクエストはデフォルトで拒否されるため、IAM では、リクエ
ストのすべての部分が該当するポリシーによって許可された場合に限り、リクエストを承認します。単一
アカウント内のリクエストの評価ロジック (p. 1220)は、以下のルールに基づきます。

• デフォルトでは、すべてのリクエストが明示的に拒否されます。(または、AWS アカウントのルート
ユーザー には、デフォルトでフルアクセス権が付与されています)。
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• アイデンティティベースのポリシーまたはリソースベースのポリシーに明示的な許可が含まれている場
合、このデフォルト設定は上書きされます。

• アクセス許可の境界、Organizations SCP、またはセッションポリシーがある場合、この許可は明示的な
拒否で上書きされる場合があります。

• ポリシー内の明示的な拒否は、すべての許可に優先します。

リクエストが認証され承認された後で、AWS はリクエストを承認します。別のアカウントでリクエストす
る必要がある場合は、別のアカウントポリシーで、リソースへのアクセスを許可する必要があります。さ
らに、リクエストに使用する IAM エンティティに、そのリクエストを許可するアイデンティティベースの
ポリシーが必要です。

アクセス管理リソース
権限に関する詳細およびポリシーの作成に関する詳細については、以下のリソースを参照してください。

AWS セキュリティブログの以下のエントリは、Amazon S3 バケットおよびオブジェクトへのアクセスに
関するポリシーを記述するための一般的な方法について説明しています。

• IAM ポリシーの記述: Amazon S3 バケットへのアクセス権を付与する方法
• IAM ポリシーの記述: Amazon S3 バケット内のユーザー固有のフォルダへのアクセスを許可する方法
• IAM ポリシー、バケットポリシー、および ACL! Oh, My! (S3 リソースへのアクセス制御)
• RDS のリソース レベルのアクセス許可入門
• EC2 リソースレベルアクセス許可とは

IAM でのポリシーとアクセス許可
AWS でのアクセスを管理するには、ポリシーを作成し、IAM アイデンティティ (ユーザー、ユーザーのグ
ループ、ロール) または AWS リソースにアタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、ア
イデンティティやリソースに関連付けて、これらのアクセス許可を定義します。AWS は、IAM プリンシ
パル (ユーザーまたはロール) によってリクエストが行われると、それらのポリシーを評価します。ポリ
シーでの許可により、リクエストが許可されるか拒否されるかが決まります。通常、ポリシーは JSON ド
キュメントとして AWS に保存されます。AWS は、6 つのポリシータイプ (アイデンティティベースのポ
リシー、リソースベースのポリシー、アクセス許可の境界、 SCP、ACL、セッションポリシー) をサポー
トします。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、GetUser アクションを許可するポリシーを適用されたユーザーは、AWS Management Console、AWS 
CLI、または AWS API からユーザー情報を取得できます。IAM ユーザーを作成したら、コンソールまたは
プログラムによるアクセスを許可するように選択できます。コンソールへのアクセスが許可されている場
合、IAM ユーザーは、サインイン認証情報を使用してコンソールにサインインできます。プログラムによ
るアクセスが許可されている場合、ユーザーは、アクセスキーで CLI または API を使用します。

ポリシータイプ
AWS では、使用頻度の高いものから低いものの順にリストされた次のポリシータイプを使用できます。詳
細については、以下のポリシータイプ別のセクションを参照してください。

• ID ベースのポリシー (p. 418) – 管理 (p. 418)ポリシーとインライン (p. 418)ポリシーを IAM ID 
(ユーザー、ユーザーが所属するグループ、またはロール) に添付することができます。アイデンティ
ティベースのポリシーでは、アクセス許可はアイデンティティに付与されます。

• リソースベースのポリシー (p. 418) – インラインポリシーをリソースにアタッチします。リソースベー
スのポリシーとして最も一般的な例は、Amazon S3 バケットポリシーと IAM ロールの信頼ポリシーで
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す。リソースベースのポリシーでは、アクセス許可は、ポリシーで指定されているプリンシパルに付与
されます。プリンシパルは、リソースと同じアカウントか、別のアカウントになります。

• アクセス許可の境界 (p. 419) – IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) のアクセス許可の境界とし
て、管理ポリシーを使用します。このポリシーでは、アイデンティティベースのポリシーでエンティ
ティに付与できるアクセス許可の上限を定義しますが、アクセス許可は付与されません。アクセス許可
の境界では、リソースベースのポリシーでエンティティに付与できるアクセス許可の上限は定義されま
せん。

• Organizations SCP (p. 419) – AWS Organizations サービスコントロールポリシー (SCP) を使用して、
組織または組織単位 (OU) のメンバーアカウントのアクセス許可の上限を定義します。SCP では、ア
イデンティティベースのポリシーまたはリソースベースのポリシーで、アカウント内のエンティティ 
(ユーザーまたはロール) に付与するアクセス許可が制限されますが、アクセス許可は付与されません。

• アクセスコントロールリスト (ACL) (p. 419) – ACL を使用して、ACL がアタッチされているリソース
にアクセスすることができる他のアカウントのプリンシパルを制御します。ACL は、リソースベース
のポリシーと似ていますが、JSON ポリシードキュメント構造を使用しない唯一のポリシータイプで
す。ACL は、指定されたプリンシパルにアクセス許可を付与するクロスアカウントのアクセス許可ポリ
シーです。ACL では、同じアカウント内のエンティティにアクセス許可を付与することはできません。

• セッションポリシー (p. 419) – AWS CLI または AWS API を使用して、ロールまたはフェデレー
ティッドユーザーを引き受ける場合に高度なセッションポリシーを渡します。セッションポリシーで
は、ロールまたはユーザーのアイデンティティベースのポリシーでセッションに付与するアクセス許可
を制限します。セッションポリシーでは、作成したセッションのアクセス許可が制限されますが、アク
セス許可は付与されません。詳細については、「セッションポリシー」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースのポリシーは、アイデンティティ (ユーザー、ユーザーのグループ、ロール) が実
行できるアクション、リソース、および条件を制御する JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。
アイデンティティベースのポリシーはさらに次のように分類できます。

• 管理ポリシー - AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールにアタッチできるスタ
ンドアロンのアイデンティティベースのポリシーです。管理ポリシーには 2 種類あります。
• AWS 管理ポリシー – AWS が作成および管理する管理ポリシー。
• カスタマー管理ポリシー - AWS アカウント で作成および管理する管理ポリシー。カスタマー管理ポ

リシーでは、AWS 管理ポリシーに比べて、より正確にポリシーを管理できます。
• インラインポリシー - 単一のユーザー、グループ、ロールに直接追加するポリシー。インラインポリ

シーは、ポリシーとIDの間の厳密な1対1の関係を維持します。これらは、ID を削除すると削除されま
す。

管理ポリシーとインラインポリシーを使い分ける方法については、「管理ポリシーとインラインポリシー
の比較 (p. 431)」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、Amazon S3 バケットなどのリソースにアタッチする JSON ポリシード
キュメントです。これらのポリシーでは、そのリソースに対して特定のアクションを実行するために指定
されたプリンシパルのアクセス許可を付与するとともに、このアクセス許可が適用される条件を定義しま
す。リソースベースのポリシーはインラインポリシーです。マネージド型のリソースベースのポリシーは
ありません。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルおよびリソースが別の AWS アカウント である場合は、アイデンティティベースのポリシー
を使用して、リソースへのアクセス権をプリンシパルに付与する必要があります。ただし、リソースベー
スのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が付与されている場合は、ID ベースの
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ポリシーをさらに付与する必要はありません。クロスサービスアクセスを許可する手順については、IAM 
チュートリアル: AWS アカウント間の IAM ロールを使用したアクセスの委任 (p. 35)。

IAM サービスは、ロールの信頼ポリシーと呼ばれるリソースベースのポリシーのタイプを 1 つのみサポー
トします。これが、IAM ロールにアタッチされています。IAM ロールは、リソースベースのポリシーをサ
ポートするアイデンティティかつリソースです。そのため、信頼ポリシーとアイデンティティベースのポ
リシーのいずれも IAM ロールにアタッチする必要があります。信頼ポリシーでは、ロールを引き受けるこ
とができるプリンシパルエンティティ (アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーティッドユーザー) を
定義します。IAM ロールと、他のリソースベースのポリシーとの違いについては、「IAM ロールとリソー
スベースのポリシーとの相違点 (p. 324)」を参照してください。

リソースベースのポリシーをサポートするその他のサービスを確認するには､「IAM と連携する AWS の
サービス (p. 1137)」を参照してください｡ リソースベースのポリシーの詳細については、「アイデンティ
ティベースおよびリソースベースのポリシー (p. 444)」を参照してください。信頼ゾーン (信頼できる組
織またはアカウント) 外にあるアカウントのプリンシパルにロールを引き受けるアクセス権があるかどう
かについては、「IAM Access Analyzer とは」を参照してください。

IAM アクセス許可の境界
アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーが IAM エンティティに付与できるアクセス
許可の上限を設定する高度な機能です。エンティティのアクセス許可の境界を設定した場合、エンティ
ティは、アイデンティティベースのポリシーとそのアクセス許可の境界の両方で許可されているアクセス
許可のみ実行できます。プリンシパルとしてユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシー
は、アクセス許可の境界では制限されません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、
許可は無効になります。アクセス許可の境界の詳細については、「IAM エンティティのアクセス許可境
界 (p. 433)」を参照してください

サービスコントロールポリシー (SCP)
AWS Organizations は、ビジネスが所有する複数の AWS アカウント をグループ化して一元管理するため
のサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、サービスコントロールポリシー (SCP) を一部ま
たはすべてのアカウントに適用できます。SCP は、組織または組織単位 (OU) のアクセス許可の上限を指
定する JSON ポリシーです。SCP はメンバーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限しま
す (各 AWS アカウントのルートユーザー など)。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、
許可は無効になります。

Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「 SCP の仕組み」を参
照してください。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールポリシー (ACL) は、リソースにアクセスできる別のアカウントのプリンシパルを制
御できるサービスポリシーです。ACL を使用して、同じアカウント内のプリンシパルのアクセス権を制御
することはできません。ACL は、リソースベースのポリシーと似ていますが、JSON ポリシードキュメン
ト形式を使用しない唯一のポリシータイプです。Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、お
よび Amazon VPC は、ACL をサポートするサービスの例です。ACL の詳細については、Amazon Simple 
Storage Service デベロッパーガイドの「アクセスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してくださ
い。

セッションポリシー
セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時セッションをプログラムで作成
する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。セッションのアクセス許可は、セッションの作成に
使用する IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) のアイデンティティベースのポリシーとセッションポ
リシーの共通部分です。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。これらの
ポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。
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API の AssumeRole、AssumeRoleWithSAML、または AssumeRoleWithWebIdentity オペレー
ションを使用して、ロールセッションを作成し、プログラムでセッションポリシーを渡すことができ
ます。Policy パラメータを使用して単一の JSON インラインセッションポリシードキュメントを渡
すことができます。PolicyArns パラメータを使用して、最大 10 個の管理セッションポリシーを指定
できます。ロールセッションに関する詳細については、「一時的なセキュリティ認証情報のリクエス
ト (p. 357)」を参照してください。

フェデレーションユーザーのセッションを作成する場合は、IAM ユーザーのアクセスキーを使用し
て、API の GetFederationToken オペレーションをプログラムで呼び出します。また、セッションポリ
シーも渡す必要があります。結果として得られるセッションのアクセス許可は、ID ベースのポリシーと
セッションポリシーの共通部分です。フェデレーティッドユーザーセッションの作成に関する詳細につい
ては、「GetFederationToken — カスタム ID ブローカーを介したフェデレーション (p. 363)」を参照して
ください。

リソースベースのポリシーでは、プリンシパルとしてユーザーまたはロールの ARN を指定できます。そ
の場合、セッションが作成される前に、リソースベースのポリシーのアクセス許可がロールまたはユー
ザーのアイデンティティベースのポリシーに追加されます。このセッションポリシーでは、リソースベー
スのポリシーおよびアイデンティティベースのポリシーによって付与されるアクセス許可の合計を制限
します。結果として得られるセッションのアクセス許可は、セッションポリシーとリソースベースのポリ
シーの共通部分に加えて、セッションポリシーと ID ベースのポリシーの共通部分です。

リソースベースのポリシーでは、プリンシパルとしてセッションの ARN を指定できます。その場合、リ
ソースベースのポリシーのアクセス権限がセッションの作成後に追加されます。リソースベースのポリ
シーのアクセス許可は、セッションポリシーで制限されません。結果として得られるセッションには、
リソースベースのポリシーのすべてのアクセス許可に加えて、アイデンティティベースのポリシーとセッ
ションポリシーの共通部分があります。
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アクセス許可の境界で、セッションの作成に使用するユーザーまたはロールのアクセス許可の上限が設定
されます。その場合、結果として得られるセッションのアクセス許可は、セッションポリシー、アクセス
許可の境界、およびアイデンティティベースのポリシーの共通部分です。ただし、アクセス許可の境界で
は、結果として得られるセッションの ARN を指定するリソースベースのポリシーによって付与されたア
クセス許可は制限されません。
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ポリシーとルートユーザー
AWS アカウントのルートユーザー に影響するポリシータイプは限定されます。ルートユーザーにはア
イデンティティベースのポリシーをアタッチできません。また、ルートユーザーにはアクセス許可の境
界を設定できません。ただし、ルートユーザーはリソースベースのポリシーまたは ACL でプリンシパル
として指定できます。ルートユーザーは引き続きアカウントのメンバーです。そのアカウントが AWS 
Organizations の組織のメンバーの場合、ルートユーザーからアカウントの SCP の影響を受けます。

JSON ポリシー概要
大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に保存されます。アイデンティティベースのポリシー
および境界のアクセス許可設定に使用されるポリシーは、ユーザーまたはロールにアタッチする JSON ポ
リシードキュメントです。リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメン
トです。SCP は、AWS Organizations 組織単位 (OU) にアタッチする (構文が制限された) JSON ポリシー
ドキュメントです。ACL もリソースにアタッチしますが、別の構文を使用する必要があります。セッショ
ンポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーセッションを引き受けるときに指定した JSON 
ポリシーです。

JSON 構文を理解する必要はありません。AWS Management Console でビジュアルエディタを使用する
と、JSON を一切使用することなく、カスタマー管理ポリシーを作成および編集できます。ただし、グ
ループあるいは複雑なポリシーに対してインラインポリシーを使用する場合は、コンソールで JSON エ
ディタを使用してポリシーを作成および編集する必要があります。ビジュアルエディタの詳細について
は、「IAM ポリシーの作成 (p. 514)」および「IAM ポリシーの編集 (p. 543)」を参照してください。

JSON ポリシーを作成または編集するときに、IAM はポリシー検証を実行し、効果的なポリシーを作成す
るのに役立ちます。IAM は JSON 構文エラーを識別します。一方、IAM Access Analyzer は、ポリシーを
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さらに絞り込むのに役立つ推奨事項を含む追加のポリシーチェックを提供します。ポリシーの検証の詳細
については、「IAM ポリシーの検証 (p. 521)」を参照してください。。IAM Access Analyzer のポリシー
チェックと実用的な推奨事項の詳細については、「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」IAM Access 
Analyzer ポリシーの検証を参照してください。

JSON ポリシードキュメント構造
次の図に示すように、JSON ポリシードキュメントは以下の要素で構成されます。

• ドキュメントの最上部に記載されるポリシー全体の情報 (任意)
• 1 つ以上の個別のステートメント

各ステートメントには、1 つのアクセス許可に関する情報が含まれています。ポリシーに複数のステート
メントが含まれている場合、AWS は評価時にステートメント全体に論理 OR を適用します。複数のポリ
シーが 1 つのリクエストに適用される場合、AWS は評価時にすべてのポリシーに論理 OR を適用します。

ステートメントの情報は、一連の要素の中に含まれています。

• Version – 使用するポリシー言語のバージョンを指定します。最新 2012-10-17 バージョンの使用をお
勧めします。詳細については、「IAM JSON ポリシー要素Version (p. 1176)」を参照してください。

• Statement – このポリシーのメイン要素であり、以下の要素のコンテナになります。ポリシーには、複数
のステートメントを含めることができます。

• Sid (オプション) – 複数のステートメントを区別するための任意のステートメント ID が含まれます。
• Effect – Allow または Deny を使用してポリシーで付与または拒否するアクセス許可を指定します。
• Principal (一部の状況でのみ必須) リソースベースのポリシーを作成する場合は、アクセスを許可または

拒否するアカウント、ユーザー、ロール、またはフェデレーティッドユーザーを指定する必要がありま
す。ユーザーまたはロールにアタッチする IAM アクセス許可ポリシーを作成する場合は、この要素を含
めることはできません。プリンシパルは、そのユーザーまたはロールを暗黙に示しています。

• Action – ポリシーで許可または拒否するアクションのリストが含まれます。
• Resource (一部の状況でのみ必須) IAM アクセス許可ポリシーを作成する場合は、アクションが適用さ

れるリソースのリストを指定する必要があります。リソースベースのポリシーを作成する場合は、この
要素はオプションです。この要素を含めない場合、アクションが適用されるリソースは、ポリシーがア
タッチされているリソースです。
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• Condition (オプション) ポリシーでアクセス許可を付与する状況を指定します。

上記およびさらに詳細なポリシー要素の詳細については、「IAM JSON ポリシー要素のリファレン
ス (p. 1175)」を参照してください。

複数のステートメントと複数のポリシー
エンティティ (ユーザーまたはロール) に対して複数のアクセス許可を定義する場合は、1 つのポリシー
で複数のステートメントを使用することができます。また、複数のポリシーをアタッチすることもできま
す。1 つのステートメントで複数のアクセス許可を定義すると、ポリシーから期待するアクセス許可が付
与されない場合があります。ポリシーをリソースタイプ別に分割することをお勧めします。

ポリシーのサイズが制限されている (p. 1131)ために、複雑なアクセス許可には複数のポリシーが必要にな
る場合があります。機能別にアクセス許可をグループ化して別個のカスタマー管理ポリシーを作成するこ
とも有効です。たとえば、IAM ユーザー管理用、自己管理用、S3 バケット管理用に 3 つのポリシーを作
成するとします。AWS では、複数のステートメントや複数のポリシーの組み合わせにかかわらず、ポリ
シーを同じ方法で評価 (p. 1220)します。

たとえば、次のポリシーには 3 つのステートメントがあります。ステートメント別に異なるアクセス許可
セットが 1 つのアカウント内に定義されます。各ステートメントでは以下が定義されます。

• 最初のステートメントは、Sid (ステートメント ID) が FirstStatement であり、ポリシーがアタッ
チされたユーザーに対して各自のパスワードを変更することを許可します。このステートメントの
Resource 要素は「すべてのリソース」を意味する「*」です。しかし、実際に API オペレーション
ChangePassword (CLI コマンド change-password に対応) が影響するのはリクエストを行うユー
ザーのパスワードのみです。

• 2 つ目のステートメントでは、ユーザーは AWS アカウント のすべての Amazon S3 バケットを一覧表
示できます。このステートメントの Resource 要素は「すべてのリソース」を意味する "*" です。た
だし、ポリシーでは他のアカウントのリソースへのアクセスが許可されていないため、ユーザーは自分
の AWS アカウント のバケットのみ一覧表示できます。

• 3 番目のステートメントでは、confidential-data というバケット内の任意のオブジェクトを表示お
よび取得することをユーザーに許可しますが、ユーザーが多要素認証 (MFA) で認証することが条件で
す。このポリシーの Condition 要素で MFA 認証が強制されます。

ポリシーステートメントに Condition 要素が含まれている場合、このステートメントは Condition
要素が true に評価されたときにのみ有効になります。この例では、ユーザーが MFA 認証された場
合に限り、Condition 要素が true に評価されます。ユーザーが MFA 認証されていない場合、この
Condition は false に評価されます。この場合、このポリシーの 3 番目のステートメントは適用され
ず、ユーザーは confidential-data バケットにアクセスできません。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "FirstStatement", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": ["iam:ChangePassword"], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "SecondStatement", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets", 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Sid": "ThirdStatement", 
      "Effect": "Allow", 
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      "Action": [ 
        "s3:List*", 
        "s3:Get*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::confidential-data", 
        "arn:aws:s3:::confidential-data/*" 
      ], 
      "Condition": {"Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "true"}} 
    } 
  ]
}

JSON ポリシー構文の例
次のIDベースのポリシーにより、暗黙のプリンシパルは example_bucket という名前の単一の Amazon 
S3 バケットをリストできます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "s3:ListBucket", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket" 
  }
}

次のリソースベースのポリシーは Amazon S3 バケットにアタッチできます。このポリシーでは、バケッ
ト mybucket に対して Amazon S3 のすべてのアクションを実行することを、特定の AWS アカウント の
メンバーに許可します。バケットやバケット内のオブジェクトに対して任意のアクションを実行できま
す。(このポリシーではアカウントに対してのみ信頼が付与されているため、指定された Amazon S3 アク
ションを実行するには、アクションへのアクセス許可をアカウント内の個々のユーザーに付与する必要が
あります。)

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Sid": "1", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"AWS": ["arn:aws:iam::account-id:root"]}, 
    "Action": "s3:*", 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:s3:::mybucket", 
      "arn:aws:s3:::mybucket/*" 
    ] 
  }]
}

一般的なシナリオのポリシー例については、「IAM アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 459)」を
参照してください。

最小限の特権を認める。
IAM ポリシーを作成する場合、最小限のアクセス権を付与するという標準的なセキュリティアドバイスに
従うか、タスクの実行に必要なアクセス許可のみ付与します。ユーザー (およびロール) が何をする必要が
あるのかを決定してから、それらのタスクのみの実行を許可するポリシーを作成します。

最小限の許可からスタートし、必要に応じて追加の許可を付与します。この方法は、寛容過ぎる許可から
始めて、後から厳しくしようとするよりも安全です。
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最小限のアクセス許可の代わりに、AWS 管理対象ポリシー (p. 427)またはワイルドカード * アクセス許
可を持つポリシーを使用して、ポリシーの使用を開始できます。プリンシパルにジョブに必要な以上のア
クセス許可を付与すると、セキュリティ上のリスクを考慮してください。これらのプリンシパルをモニタ
リングして、使用しているアクセス許可を確認します。次に、最小限の特権ポリシーを記述します。

IAM には、付与するアクセス許可を絞り込むのに役立つオプションがいくつか用意されています。

• アクセスレベルのグループ化 – ポリシーが付与するアクセスレベルを把握できます。ポリシーアクショ
ン (p. 1188)は、List、Read、Write、Permissions management、または Tagging として分類さ
れています。たとえば、List や Read アクセスレベルからアクションを選択し、ユーザーに読み取り
専用のアクセスレベルを付与することができます。アクセスレベルの権限を理解するためにポリシーの
概要を使用するには「ポリシー概要内のアクセスレベルの概要について (p. 580)」をご覧ください。

• ポリシーの検証— JSON ポリシーを作成および編集するときに、IAM Access Analyzer を使用してポリ
シーの検証を実行できます。既存のすべてのポリシーを確認および検証することをお勧めします。IAM 
Access Analyzer では、ポリシーを検証するために 100 を超えるポリシーチェックが提供されます。ポ
リシー内のステートメントで、過度に許容されるアクセスを許可すると、セキュリティ警告が生成され
ます。最小限の特権の付与に向けて作業するときに、セキュリティ警告によって提供される実用的な推
奨事項を使用できます。IAM Access Analyzer で提供されるポリシーチェックの詳細については、「IAM 
Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。。

• アクセスアクティビティに基づくポリシーの生成— 付与するアクセス権限を調整するために、IAM エ
ンティティ (ユーザーまたはロール) のアクセスアクティビティに基づく IAM ポリシーを生成できま
す。IAM Access Analyzer は AWS CloudTrail ログを確認し、指定した日付範囲内のロールが使用したア
クセス許可を含むポリシーテンプレートを生成します。テンプレートを使用して、きめ細かなアクセス
権限で管理ポリシーを作成し、それを IAM エンティティにアタッチできます。これにより、特定のユー
スケースでロールが AWS リソースとインタラクションするために必要なアクセス権限のみを付与しま
す。詳細については、「アクセスアクティビティに基づいてポリシーを生成する (p. 521)」を参照して
ください。

• 最終アクセス情報を使用 — 最低限のアクセス許可で役立つもう 1 つの機能は、最終アクセス情報で
す。IAM ユーザー、グループ、ロール、ポリシーのこの情報は、IAM コンソールの詳細ページの [アク
セスアドバイザー] に表示されます。最終アクセス情報には、Amazon EC2、IAM、Lambda、Amazon 
S3 など、一部のサービスで最後にアクセスされたアクションに関する情報も含まれます。AWS 
Organizations 管理アカウントの認証情報を使用してサインインすると、IAM コンソールの [AWS 
Organizations] セクションでサービスの最終アクセス情報を表示できます。AWS CLI または AWS API 
を使用して、IAM または Organizations でエンティティまたはポリシーの最終アクセス情報のレポート
を取得するために使用することもできます。この情報を使用して不要なアクセス許可を識別し、最小権
限の原則により良く準拠するよう IAM または Organizations ポリシーを改善することができます。詳細
については、「最終アクセス情報を使用した AWS のアクセス許可の調整 (p. 551)」を参照してくださ
い。

• AWS CloudTrail のアカウントイベントを確認 - アクセス許可をさらに削減するには、AWS CloudTrail 
のイベント履歴でアカウントのイベントを表示できます。CloudTrail のイベントログには、ポリシーの
アクセス許可を減らすために使用できる詳細なイベント情報が含まれます。ログには、IAM エンティ
ティが必要とするアクションとリソースのみが含まれます。詳細については、AWS CloudTrail ユーザー
ガイドの CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示を参照してください。

詳細については、以下の各サービスのポリシートピックを参照してください。サービス固有のリソースに
対するポリシーの書き方の例を挙げています。

• Amazon DynamoDB 開発者ガイドのAmazon DynamoDB に対する認証とアクセスコントロール
• Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのバケットポリシーとユーザーポリシーの使用
• Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「アクセスコントロールリスト (ACL) の概要」
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管理ポリシーとインラインポリシー
IAM ID のアクセス許可を設定する必要がある場合は、AWS 管理ポリシー、カスタマー管理ポリシー、ま
たはインラインポリシーを使用するかどうかを決定します。以下のセクションでは、各種のアイデンティ
ティベースのポリシーとそれぞれの用途について詳しく説明します。

トピック
• AWS マネージドポリシー (p. 427)
• カスタマー管理ポリシー (p. 428)
• インラインポリシー (p. 429)
• 管理ポリシーとインラインポリシーの比較 (p. 431)
• 管理ポリシーの開始方法 (p. 432)
• インラインポリシーを管理ポリシーに変換する (p. 432)
• 非推奨の AWS 管理ポリシー (p. 433)

AWS マネージドポリシー
AWS 管理ポリシーは、AWS が作成および管理するスタンドアロンポリシーです。スタンドアロンポ
リシーとは、ポリシー名を含む独自の Amazon リソースネーム (ARN) の付いたポリシーです。たとえ
ば、arn:aws:iam::aws:policy/IAMReadOnlyAccess は AWS 管理ポリシーです。ARN の詳細につ
いては、IAM ARN (p. 1124)を参照してください。

AWS 管理ポリシーは、ユーザー、グループおよびロールに適切な権限を割り当てるのに便利です。ポリ
シーを自分で作成するよりも簡単で、多くの一般的なユースケースに対応したアクセス許可が含まれてい
ます。

AWS 管理ポリシーで定義されているアクセス許可は変更できません。AWS は、AWS 管理ポリシーで定
義されているアクセス許可を不定期に更新します。AWS によるこの更新は、ポリシーがアタッチされて
いるすべてのプリンシパルエンティティ (ユーザー、グループ、およびロール) に影響を与えます。AWS 
は、新しい AWS サービスが開始されたときや既存のサービスで新しい API コールが利用可能になった
ときに、AWS 管理ポリシーを更新する可能性が最も高くなります。たとえば、ReadOnlyAccess という 
AWS 管理ポリシーでは、すべての AWS サービスおよびリソースへの読み取り専用アクセスが許可され
ます。AWS は新しいサービスを開始すると、AWS により ReadOnlyAccess ポリシーを更新して、新し
いサービスに対する読み取り専用アクセス許可を追加します。更新されたアクセス権限は、ポリシーがア
タッチされているすべてのプリンシパルエンティティに適用されます。

フルアクセスの AWS 管理ポリシーでは、フルアクセスをサービスに付与して、サービス管理者のアクセ
ス許可を定義します。

• AmazonDynamoDBFullAccess
• IAMFullAccess

AWS パワーユーザー管理ポリシーは、AWS サービスとリソースへのフルアクセスを提供しますが、ユー
ザーとグループの管理は許可しません。

• AWSCodeCommitPowerUser
• AWSKeyManagementServicePowerUser

部分的なアクセスの AWS 管理ポリシーは、アクセス許可管理 (p. 581)アクセスレベルの許可を与えず
に、特定のレベルの AWS サービスに対するアクセスを提供します。

• AmazonMobileAnalyticsWriteOnlyAccess
• AmazonEC2ReadOnlyAccess
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AWS 管理ポリシーの中でも特に有用なカテゴリーは、ジョブ機能用に設計されているものです。これら
のポリシーは、IT 業界で一般的に使用されているジョブ機能と密接に連携し、これらのジョブ機能に対
するアクセス許可の付与を容易に与えることができます。ジョブ機能ポリシーを使用する重要な利点とし
ては、新しいサービスとして AWS によってこれらの保守や更新が行われ、API オペレーションが導入さ
れることが 1 つ挙げられます。たとえば、AdministratorAccess ジョブ関数は、AWS の各サービスおよび
リソースへのフルアクセスを許可し、アクセス許可の委任が可能です。このポリシーは、アカウント管理
者のみに使用することをお勧めします。IAM と Organizations への制限されたアクセスを除き、すべての
サービスへのフルアクセスを必要とするパワーユーザーの場合は、PowerUserAccess ジョブ関数を使用し
ます。ジョブ機能ポリシーのリストと説明については、AWSジョブ機能の 管理ポリシー (p. 1243) を参照
してください。

次の図は AWS 管理ポリシーを示しています。図には、3 つの AWS 管理ポリシー 
(AdministratorAccess、PowerUserAccess、AWS CloudTrailReadOnlyAccess) が示されています。1 つの 
AWS 管理ポリシーを複数の AWS アカウント のプリンシパルエンティティに、また、1 つの AWS アカウ
ント の複数のプリンシパルエンティティにアタッチできることに注意してください。

カスタマー管理ポリシー
プリンシパルエンティティ (ユーザー、グループ、ロール) にアタッチできる単独のポリシーを独自の 
AWS アカウント に作成することができます。これらのカスタマー管理ポリシーは、特定のユースケース
に合わせて作成し、何度でも変更および更新が可能です。AWS 管理ポリシーのように、プリンシパルエ
ンティティにアタッチすると、ポリシーで定義されたアクセス権限がエンティティに付与されます。ポリ
シーに含まれるアクセス許可が更新されると、その変更はポリシーがアタッチされているすべてのプリン
シパルエンティティに適用されます。

お客様が管理するポリシーを作成する優れた方法は、既存の AWS 管理ポリシーをコピーして開始するこ
とです。この方法で、最初の段階でポリシーが正しいことがわかっていれば、ご使用の環境に合わせて必
要なカスタマイズを行うことができます。

次の図は、カスタマー管理ポリシーを示しています。各ポリシーは、IAM 内の独自の Amazon リソース
ネーム (ARN) (p. 1124) (ポリシー名を含む) を持つエンティティです。同じポリシーを複数のプリンシパ
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ルエンティティにアタッチできること (たとえば、同じ DynamoDB-books-app ポリシーが異なる 2 つの 
IAM ロールにアタッチされていること) に注目してください。

詳細については、「IAM ポリシーの作成 (p. 514)」を参照してください。

インラインポリシー
インラインポリシーは、1 つの IAM アイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) に埋め込ま
れたポリシーです。インラインポリシーは、ポリシーとIDの間の厳密な1対1の関係を維持します。これら
は、ID を削除すると削除されます。ID の作成時、またはそれ以降で、ポリシーを作成して ID に埋め込む
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ことができます。ポリシーが複数のエンティティに適用される可能性がある場合は、管理ポリシーを使用
することをお勧めします。

次の図はインラインポリシーを示しています。各ポリシーは本質的にユーザー、グループ、またはロール
の一部です。2 つのロールが同じポリシー (DynamoDB-books-app ポリシー) を含んでいますが、1 つのポ
リシーを共有していないことに注意してください。各ロールには、独自のポリシーのコピーがあります。
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管理ポリシーとインラインポリシーの比較
管理ポリシーとインラインポリシーのどちらを選ぶかは、ユースケースを考慮して決定します。通常、イ
ンラインポリシーではなく、管理ポリシーを使用することをお勧めします。

Note

管理ポリシーとインラインポリシーの両方を併用して、プリンシパルエンティティに共通および
固有のアクセス許可を定義することができます。

管理ポリシーは次の機能を備えています。

再利用可能性

1 つの管理ポリシーを複数のプリンシパルエンティティ (ユーザー、グループ、ロール) にアタッチす
ることができます。AWS アカウント にとって有用なアクセス許可を定義するポリシーのライブラリ
を作成し、これらのポリシーを必要に応じてプリンシパルエンティティにアタッチできます。

一元化された変更管理

管理ポリシーを変更すると、変更はポリシーがアタッチされているすべてのプリンシパルエンティ
ティに適用されます。たとえば、新しい AWS API のアクセス許可を追加する場合、管理された
ポリシーをアクセス許可を追加するように更新できます。AWS 管理ポリシーを使用している場合
は、AWS がポリシーを更新します。ポリシーが更新されると、変更はポリシーがアタッチされている
すべてのプリンシパルエンティティに適用されます。一方、インラインポリシーを変更するには、ポ
リシーを含む各アイデンティティを個別に編集する必要があります。たとえば、グループとロールの
両方に同じインラインポリシーがある場合、両方のプリンシパルエンティティを個別に編集して、ポ
リシーを変更する必要があります。

バージョニングとロールバック

カスタマー管理ポリシーを変更しても、変更されたポリシーによって既存のポリシーが上書きされる
ことはありません。代わりに、IAM は管理ポリシーの新しいバージョンを作成します。IAM は、最大 
5 つのバージョンのカスタマー管理ポリシーを保存します。ポリシーバージョンを使用し、必要に応
じてポリシーを以前のバージョンに戻すことができます。

Note

ポリシーのバージョンは、Version ポリシーの要素とは異なります。Version ポリシー要
素は、ポリシー内で使用され、ポリシー言語のバージョンを定義します。ポリシーのバー
ジョンの詳細については、「the section called “IAM ポリシーのバージョニング” (p. 540)」
を参照してください。Version ポリシー要素の詳細については、「IAM JSON ポリシー要素
Version (p. 1176)」を参照してください。

アクセス許可管理の委任

ポリシーで定義されたアクセス許可を制御しながら、AWS アカウント のユーザーにポリシーのア
タッチとデタッチを許可できます。これを行うには、一部のユーザーを完全な権限を持つ管理者 (ポリ
シーの作成、更新、削除が可能な管理者) として指定します。次に、権限が制限された管理者として他
のユーザーを指定できます。他のプリンシパルエンティティにポリシーをアタッチできる限定管理者
ですが、アタッチを許可したポリシーに限ります。

アクセス許可の委任の詳細については、「ポリシーへのアクセスの制御 (p. 450)」を参照してくださ
い。

AWS 管理ポリシーの自動更新

AWS は、AWS 管理ポリシーを維持し、新しい AWS サービスのアクセス許可を追加するなど、必要
に応じて更新することで、お客様が変更することなく、サービスを提供することができます。更新
は、AWS 管理ポリシーをアタッチしているプリンシパルエンティティに自動的に適用されます。
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インラインポリシーの使用

インラインポリシーは、ポリシーとそれが適用されている ID との厳密な 1 対 1 の関係を維持する必要が
ある場合に便利です。たとえば、ポリシー内のアクセス許可が意図したアイデンティティ以外のアイデ
ンティティに間違って割り当てられないようにする必要がある場合などです。インラインポリシーを使
用すると、ポリシーのアクセス許可が間違ったアイデンティティにアタッチされることはありません。ま
た、AWS Management Console を使用してアイデンティティを削除すると、そのアイデンティティに組み
込まれたポリシーもプリンシパルエンティティの一部であるため、同様に削除されます。

管理ポリシーの開始方法
最小権限を付与する (p. 425)ポリシーを使用するか、タスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与
することをお勧めします。最小特権を付与する最も安全な方法は、チームに必要な権限のみを使用して
カスタマー管理ポリシーを作成することです。必要に応じて、チームがより多くの権限を要求できるよ
うにプロセスを作成する必要があります。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマー管理ポリ
シー (p. 514)を作成するには、時間と専門知識が必要です。

IAM ID (ユーザー、ユーザーのグループ、およびロール) にアクセス許可を追加するために、AWS マネー
ジドポリシー (p. 427) を使用できます。AWS 管理ポリシーは、最小特権のアクセス許可を付与しませ
ん。プリンシパルにジョブに必要な以上のアクセス許可を付与すると、セキュリティ上のリスクを考慮す
る必要があります。

ジョブ機能を含む AWS 管理ポリシーを任意の IAM ID にアタッチできます。詳細については、「IAM ID 
のアクセス許可の追加および削除 (p. 532)」を参照してください。

最小特権のアクセス許可に切り替えるには、AWS Identity and Access Management Access Analyzerを実
行して、AWS 管理ポリシーでプリンシパルをモニタリングします。どのアクセス許可を使用しているかを
学習したら、チームに必要なアクセス許可のみを持つカスタマー管理ポリシーを作成または生成すること
ができます。これは安全性が低くなりますが、チームが AWS をどのように使用しているかを学習するに
つれて柔軟性が高まります。詳細については、「IAM Access Analyzer ポリシーの生成 (p. 1065)」を参照
してください。

AWS 管理ポリシーは、多くの一般的ユースケースでアクセス許可を提供できるように設計されていま
す。特定のジョブ機能用に設計された AWS 管理ポリシーの詳細については、AWSジョブ機能の 管理ポリ
シー (p. 1243) を参照してください。

AWS 管理ポリシーの一覧については、「AWS 管理ポリシーリファレンスガイド」を参照してください。

インラインポリシーを管理ポリシーに変換する
アカウントにインラインポリシーがある場合は、管理ポリシーに変換することができます。これを行うに
は、ポリシーを新しい管理ポリシーにコピーします。次に、インラインポリシーを持つ ID に新しいポリ
シーをアタッチします。次に、インラインポリシーを削除します。

インラインポリシーを管理ポリシーに変換するには

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

2. ナビゲーションペインで、[ユーザーグループ]、[ユーザー]、または [ロール] を選択します。
3. リストで、削除するポリシーを持つユーザーグループ、ユーザー、またはロールの名前を選択しま

す。
4. [アクセス許可] タブを選択します。
5. ユーザーグループで、削除するインラインポリシーの名前を選択します。ユーザーおよびロールで、

[Show n more] を選択し、 必要であれば、削除するインラインポリシーを展開します。
6. [コピー] を選択し、ポリシーの JSON ポリシードキュメントをコピーします。
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7. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
8. [ポリシーの作成] を選択し、[JSON] オプションを選択します。
9. 既存のテキストを JSON ポリシーテキストに置き換え、[次へ] を選択します。
10. ポリシーの名前と説明 (省略可能) を入力し、[ポリシーを作成] を選択します。
11. ナビゲーションペインで、[ユーザーグループ]、[ユーザー]、または [ロール] を選択し、削除するポリ

シーを含むグループ、ユーザー、またはロールの名前を再度選択します。
12. [アクセス許可] タブを選択してから、[アクセス許可を追加] を選択します。
13. ユーザーグループで、新しいポリシーの名前の横にあるチェックボックスをオンにし、[アクセス許可

の追加] に続いて [ポリシーのアタッチ] を選択します。ユーザーまたはロールで、[アクセス許可の追
加] を選択します。次のページで、[A既存のポリシーを直接アタッチ] を選択し、新しいポリシーの名
前の横にあるチェックボックスをオンにしたら、[次へ]、[アクセス許可を追加] の順に選択します。

ユーザーグループ、ユーザー、またはロールの [概要] ページに戻ります。
14. 削除するインラインポリシーの横にあるチェックボックスをオンにして、[削除] を選択します。

非推奨の AWS 管理ポリシー
アクセス許可の割り当てを簡素化するために、AWS は管理ポリシー (p. 427)を提供します。このポリ
シーは、IAM ユーザー、グループ、およびロールへのアタッチが可能な状態の事前定義されたポリシーで
す。

新しいサービスの導入時など、AWS で既存のポリシーに新しいアクセス許可を追加する必要が生じる場合
があります。既存のポリシーに新しいアクセス権限を追加しても、機能や働きを中断または削除されるこ
とはありません。

ただし、既存のポリシーに必要な変更を適用した場合にそれらが顧客に影響するときに、AWS で新しいポ
リシーを作成してもかまいません。たとえば、既存のポリシーからアクセス許可を削除すると、そのアク
セス許可に依存していたすべての IAM エンティティまたはアプリケーションのアクセス許可が破棄され
て、重大なオペレーションを中断する可能性があります。

したがって、このような変更が必要な場合、AWS では完全に新しいポリシーを作成して必要な変更を適用
し、顧客が使用できるようにします。古いポリシーは、非推奨としてマークされます。非推奨のマネージ
ドポリシーが、IAM コンソールの[ポリシー]リストの横に警告アイコンとともに表示されます。

非推奨のポリシーには以下のような特徴があります。

• ポリシーは、現在アタッチされているすべてのユーザー、グループ、およびロールの処理を継続しま
す。中断される処理はありません。

• ポリシーを新しいユーザー、グループ、またはロールにアタッチすることはできません。現在のエン
ティティからポリシーをデタッチした場合、再アタッチすることはできません。

• 現在のすべてのエンティティからポリシーをデタッチしたら、そのポリシーは表示されなくなり、いか
なる方法でも使用不能となります。

ユーザー、グループ、またはロールにポリシーが必要な場合は、代わりに新しいポリシーをアタッチする
必要があります。ポリシーが非推奨であるという注意を受信した場合は、すべてのユーザー、グループ、
およびロールの代替ポリシーへのアタッチと、非推奨のポリシーからのデタッチをただちに計画すること
をお勧めします。非推奨のポリシーを使用し続けことはリスクを伴い、代替ポリシーへの切り替え以外に
はリスク低減の方法はありません。

IAM エンティティのアクセス許可境界
AWS は、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) のアクセス許可の境界をサポートしています。アク
セス許可の境界は、管理ポリシーを使用してアイデンティティベースのポリシーが IAM エンティティに付
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与できるアクセス許可の上限を設定する高度な機能です。エンティティのアクセス許可の境界により、エ
ンティティは、アイデンティティベースのポリシーとそのアクセス許可の境界の両方で許可されているア
クションのみを実行できます。

ポリシーの詳細については、「ポリシータイプ (p. 417)」を参照してください。

IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) の境界を設定するには、AWS 管理ポリシーまたはカスタマー
管理ポリシーを使用します。このポリシーでは、ユーザーやロールのアクセス許可の上限を設定します。

たとえば、ShirleyRodriguez という名前の IAM ユーザーが Amazon S3、Amazon CloudWatch、およ
び Amazon EC2 のみを管理できるようにする必要があるとします。このルールを適用するには、次のポリ
シーを使用して ShirleyRodriguez ユーザーのアクセス許可の境界を設定できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:*", 
                "cloudwatch:*", 
                "ec2:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ポリシーを使用してユーザーのアクセス許可の境界を設定する場合、このポリシーではユーザー
のアクセス許可は制限しますが、それ自体のアクセス許可は提供しません。この例のポリシーで
は、ShirleyRodriguez のアクセス許可の上限を Amazon S3、CloudWatch、および Amazon EC2 のす
べてのオペレーションに設定します。Shirley は、IAM を含む他のどのサービスでもオペレーションを実行
することはできません。実行を許可するアクセス許可ポリシーが適用されている場合でも同様です。たと
えば、ShirleyRodriguez ユーザーに次のポリシーを追加できます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:CreateUser", 
    "Resource": "*" 
  }
}

このポリシーでは、IAM のユーザーの作成を許可します。このアクセス許可ポリシーを
ShirleyRodriguez ユーザーにアタッチすると、Shirley はユーザーを作成しようとしても、オペレー
ションは失敗します。アクセス許可の境界で iam:CreateUser オペレーションが許可されていないた
め、失敗します。これら 2 つのポリシーを考慮すると、Shirley には AWS でのオペレーションを実行する
アクセス許可がありません。Amazon S3 などの他のサービスでのアクションを許可するには、別のアクセ
ス許可ポリシーを追加する必要があります。または、IAM のユーザーの作成を許可するように、アクセス
許可の境界を更新します。

境界を設定した場合の有効なアクセス許可の評価
IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) のアクセス許可の境界では、エンティティに許可されるアクセ
ス許可の上限が設定されます。これにより、ユーザーやロールの有効なアクセス許可が変わる場合があり
ます。エンティティの有効なアクセス許可は、ユーザーやロールに影響するすべてのポリシーによって付
与されるアクセス許可です。エンティティのアクセス許可は、アカウント内で、アイデンティティベース
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のポリシー、リソースベースのポリシー、アクセス許可の境界、Organizations SCP、またはセッションポ
リシーの影響を受ける場合があります。各種ポリシーの詳細については、「IAM でのポリシーとアクセス
許可 (p. 417)」を参照してください。

これらのいずれかのポリシータイプによって、オペレーションへのアクセスが明示的に拒否された場合、
そのリクエストは拒否されます。複数のアクセス許可タイプによってエンティティに付与されたアクセス
許可はさらに複雑です。AWS でのポリシーの評価の詳細については、「ポリシーの評価論理 (p. 1220)」
を参照してください。

アイデンティティベースのポリシー (境界あり) – アイデンティティベースのポリシーは、ユーザー、ユー
ザーのグループ、またはロールにアタッチされているインラインポリシーまたは管理ポリシーです。アイ
デンティティベースのポリシーはエンティティにアクセス許可を付与し、アクセス許可の境界は、それら
のアクセス許可を制限します。有効なアクセス許可は、両方のポリシータイプの共通部分です。これらの
ポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、その許可は無効になります。

リソースベースのポリシー – リソースベースのポリシーでは、指定されたプリンシパルが、ポリシーがア
タッチされているリソースにアクセスする方法を制御します。

IAM ユーザー用のリソースベースのポリシー

同じアカウント内では、IAM ユーザー ARN (フェデレーティッドユーザーセッションではない) への
アクセス許可を与えているリソースベースのポリシーは、ID ベースのポリシーまたはアクセス許可の
境界による、暗黙的な拒否によって制限されません。
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IAM ロール用のリソースベースのポリシー

IAM ロール— IAM ロール ARN にアクセス許可を与えるリソースベースのポリシーは、アクセス許可
の境界またはセッションポリシーの暗黙的な拒否によって制限されます。

IAM ロールセッション — 同じアカウント内で、IAM ロールセッション ARN にアクセス許可を与える
リソースベースのポリシーは、引き受けたロールセッションに、直接アクセス許可を与えます。セッ
ションに直接付与されるアクセス許可は、ID ベースのポリシー、アクセス許可の境界、またはセッ
ションポリシーの暗黙的な拒否によって制限されません。ロールを引き受けてリクエストを行う場
合、リクエストを行うプリンシパルは IAM ロールセッション ARN であり、ロールそれ自体の ARN 
ではありません。

IAM フェデレーティッドユーザーセッションのリソースベースのポリシー

IAM フェデレーティッドユーザーセッション — IAM フェデレーティッドユーザーセッション
は、GetFederationToken (p. 363) を呼び出して作成されたセッションです。フェデレーティッド
ユーザーがリクエストを行う場合、リクエストを行うプリンシパルはフェデレーティッドユーザー 
ARN であり、フェデレーションした IAM ユーザーの ARN ではありません。同じアカウント内で、
フェデレーティッドユーザー ARN にアクセス許可を与えるリソースベースのポリシーは、セッショ
ンに直接アクセス許可を与えます。セッションに直接付与されるアクセス許可は、ID ベースのポリ
シー、アクセス許可の境界、またはセッションポリシーの暗黙的な拒否によって制限されません。

ただし、リソースベースのポリシーがフェデレーションした IAM ユーザーの ARN にアクセス許可を
与える場合、セッション中にフェデレーティッドユーザーによって行われたリクエストは、アクセス
許可の境界またはセッションポリシーの、暗黙的な拒否によって制限されます。
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Organizations SCP - SCP は、AWS アカウント 全体に適用されます。この場合、アカウント内のプリンシ
パルによって行われるすべてのリクエストのアクセス許可が制限されます。IAM エンティティ (ユーザー
またはロール) は、SCP、アクセス許可の境界、およびアイデンティティベースのポリシーの影響を受け
るリクエストを行うことができます。この場合、そのリクエストは、その 3 つすべてのポリシータイプで
許可されている場合にのみ許可されます。有効なアクセス許可は、その 3 つすべてのポリシータイプの共
通部分です。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。

自分のアカウントが AWS Organizations の組織のメンバーであるかどうかを確認できます。組
織のメンバーは、SCP による影響を受ける可能性があります。AWS CLI コマンドまたは AWS 
API オペレーションを使用してこのデータを表示するには、Organizations エンティティに対する
organizations:DescribeOrganization アクションのアクセス許可が必要です。Organizations コ
ンソールでオペレーションを実行するには、追加のアクセス許可が必要です。SCP が特定のリクエス
トへのアクセスを拒否しているかどうかを確認する、または有効なアクセス権限を変更するには、AWS 
Organizations 管理者に連絡してください。

セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的なセッ
ションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。セッションのアクセス許
可は、セッションの作成に使用する IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) と、セッションポリシー
から派生します。エンティティのアイデンティティベースのポリシーのアクセス許可は、セッションポリ
シーとアクセス許可の境界で制限されています。この一連のポリシータイプの有効なアクセス許可は、そ
の 3 つすべてのポリシータイプの共通部分です。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、
許可は無効になります。セッションポリシーの詳細については、「セッションポリシー」を参照してくだ
さい。
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アクセス許可の境界を使用した他のユーザーへの責任の委任
アクセス許可の境界を使用して、アクセス許可の管理タスク (ユーザーの作成など) をアカウントの IAM 
ユーザーに委任できます。これにより、アクセス許可の特定の境界内で、ユーザーの代わりに他のユー
ザーがタスクを実行できます。

例えば、María は X-Company の AWS アカウント の管理者であるとします。彼女は、ユーザーの作成業
務を Zhang を委任したいと考えます。しかし、Zhang が以下の社内ルールに従ってユーザーを作成するこ
とを確認する必要があります。

• ユーザーは、IAM を使用して管理ユーザー、グループ、グループロール、またはポリシーを作成できま
せん。

• ユーザーは、Amazon S3 logs バケットへのアクセスを拒否される。また、Amazon EC2 インスタンス
i-1234567890abcdef0 にはアクセスできない。

• ユーザーは各自の境界ポリシーを削除できない。

これらのルールを適用するために、María は以下のタスクを実行します (各タスクの詳細は後述します)。

1. María は、XCompanyBoundaries 管理ポリシーを作成し、これをアカウントのすべての新しいユー
ザーに対するアクセス許可の境界として使用します。

2. María は、DelegatedUserBoundary 管理ポリシーを作成し、これを Zhang のアクセス許可の境
界として割り当てます。Maria は、管理者 ユーザーの ARN を書き留め、それをポリシーで使用し
て、Zhang がアクセスできないようにします。

3. María は、DelegatedUserPermissions 管理ポリシーを作成し、これを Zhang のアクセス許可ポリ
シーとしてアタッチします。
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4. María は、Zhang に新しい責任と制限を伝えます。

タスク 1: María は、最初に管理ポリシーを作成して、新しいユーザーの境界を定義する必要があり
ます。María は、必要なアクセス許可ポリシーをユーザーに付与することを Zhang に許可します
が、これらのユーザーを制限したいと思います。これを行うには、次のカスタマー管理ポリシーを
XCompanyBoundaries という名前で作成します。このポリシーは以下の処理を実行します。

• 複数のサービスへのフルアクセスをユーザーに許可する
• IAM コンソールでの制限された自己管理アクセスを許可する つまり、ユーザーはコンソールにサインイ

ンした後にパスワードを変更できます。初期パスワードを設定することはできません。これを許可する
には、"*LoginProfile" アクションを AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys ステートメン
トに追加します。

• Amazon S3 ログバケットまたは i-1234567890abcdef0 Amazon EC2 インスタンスへのユーザーアク
セスを拒否します

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ServiceBoundaries", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:*", 
                "cloudwatch:*", 
                "ec2:*", 
                "dynamodb:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowIAMConsoleForCredentials", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:*AccessKey*", 
                "iam:ChangePassword", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:*ServiceSpecificCredential*", 
                "iam:*SigningCertificate*" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyS3Logs", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::logs", 
                "arn:aws:s3:::logs/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyEC2Production", 
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            "Effect": "Deny", 
            "Action": "ec2:*", 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-1234567890abcdef0" 
        } 
    ]
}

ステートメントごとに用途は異なります。

1. このポリシーの ServiceBoundaries ステートメントでは、指定された AWS のサービスへのフルア
クセスを許可します。つまり、これらのサービスにおける新しいユーザーのアクションは、ユーザーに
アタッチされているアクセス許可ポリシーによってのみ制限されます。

2. AllowIAMConsoleForCredentials ステートメントは、すべての IAM ユーザーを一覧表示するため
のアクセス権を付与します。このアクセス権は、AWS Management Console で [ユーザー] ページに移
動するために必要です。また、このアクセス権では、アカウントのパスワード要件を表示することがで
きます。これは、自分のパスワードを変更する場合に必要です。

3. AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys ステートメントは、自分のパスワードおよびプログラ
ムを使用したアクセスキーの管理のみ許可します。これは、Zhang や別の管理者が IAM へのフルアク
セスを許可するアクセス許可ポリシーを新しいユーザーに与える場合に重要です。この場合、そのユー
ザーが自分や他のユーザーのアクセス許可を変更することができます。このステートメントで、これを
防止します。

4. DenyS3Logs ステートメントでは、logs バケットへのアクセスを明示的に拒否します。
5. DenyEC2Production ステートメントでは、i-1234567890abcdef0 インスタンスへのアクセスを明

示的に拒否します。

タスク 2: María は、すべての X-Company ユーザーを作成することを Zhang に許可しますが、条件とし
て XCompanyBoundaries をアクセス許可の境界とします。そのために、次のカスタマー管理ポリシーを
DelegatedUserBoundary という名前で作成します。このポリシーでは、Zhang に許可されるアクセス
許可の上限を定義します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CreateOrChangeOnlyWithBoundary", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:AttachUserPolicy", 
                "iam:CreateUser", 
                "iam:DeleteUserPolicy", 
                "iam:DetachUserPolicy", 
                "iam:PutUserPermissionsBoundary", 
                "iam:PutUserPolicy" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
               "StringEquals": { 
                 "iam:PermissionsBoundary": "arn:aws:iam::123456789012:policy/
XCompanyBoundaries" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudWatchAndOtherIAMTasks", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
              "cloudwatch:*", 
              "iam:CreateAccessKey", 
              "iam:CreateGroup", 
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              "iam:CreateLoginProfile", 
              "iam:CreatePolicy", 
              "iam:DeleteGroup", 
              "iam:DeletePolicy", 
              "iam:DeletePolicyVersion", 
              "iam:DeleteUser", 
              "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
              "iam:GetGroup", 
              "iam:GetLoginProfile", 
              "iam:GetPolicy", 
              "iam:GetPolicyVersion", 
              "iam:GetRolePolicy", 
              "iam:GetUser", 
              "iam:GetUserPolicy", 
              "iam:ListAccessKeys", 
              "iam:ListAttachedRolePolicies", 
              "iam:ListAttachedUserPolicies", 
              "iam:ListEntitiesForPolicy", 
              "iam:ListGroups", 
              "iam:ListGroupsForUser", 
              "iam:ListMFADevices", 
              "iam:ListPolicies", 
              "iam:ListPolicyVersions", 
              "iam:ListRolePolicies", 
              "iam:ListSSHPublicKeys", 
              "iam:ListServiceSpecificCredentials", 
              "iam:ListSigningCertificates", 
              "iam:ListUserPolicies", 
              "iam:ListUsers", 
              "iam:SetDefaultPolicyVersion", 
              "iam:SimulateCustomPolicy", 
              "iam:SimulatePrincipalPolicy", 
              "iam:UpdateGroup", 
              "iam:UpdateLoginProfile", 
              "iam:UpdateUser" 
            ], 
            "NotResource": "arn:aws:iam::123456789012:user/Maria" 
        }, 
        { 
            "Sid": "NoBoundaryPolicyEdit", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "iam:CreatePolicyVersion", 
                "iam:DeletePolicy", 
                "iam:DeletePolicyVersion", 
                "iam:SetDefaultPolicyVersion" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::123456789012:policy/XCompanyBoundaries", 
                "arn:aws:iam::123456789012:policy/DelegatedUserBoundary" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NoBoundaryUserDelete", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "iam:DeleteUserPermissionsBoundary", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ステートメントごとに用途は異なります。

1. CreateOrChangeOnlyWithBoundary ステートメントでは、IAM ユーザーを作成することを Zhang 
に許可します。ただし、XCompanyBoundaries ポリシーを使用してアクセス許可の境界を設定するこ
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とを条件とします。また、このステートメントでは、既存のユーザーにアクセス許可の境界を設定する
ことを Zhang に許可します。ただし、同じポリシーを使用することを条件とします。最後に、このス
テートメントでは、このアクセス許可の境界が設定されたユーザーのアクセス許可ポリシーを管理する
ことを Zhang に許可します。

2. CloudWatchAndOtherIAMTasks ステートメントでは、他のユーザー、グループ、およびポリシーの
管理タスクを実行することを Zhang に許可します。Zhang には、NotResource ポリシー要素にリスト
されていないすべての IAM ユーザーのパスワードをリセットして、アクセスキーを作成する許可があり
ます。これにより、ユーザーのサインインの問題を支援できます。

3. NoBoundaryPolicyEdit ステートメントでは、XCompanyBoundaries ポリシーを更新するためのア
クセスを Zhang に拒否します。自分自身や他のユーザーのアクセス許可の境界を設定するために使用さ
れているポリシーを変更することは許可されません。

4. NoBoundaryUserDelete ステートメントは、Zhang が自分自身あるいは他のユーザーのアクセス許可
境界を削除するためにアクセスすることを拒否します。

次に María は、Zhang ユーザーのアクセス許可の境界 (p. 91)として DelegatedUserBoundary ポリ
シーを割り当てます。

タスク 3: アクセス許可の境界ではアクセス許可の上限を設定するだけで、それ自体はアクセスを付
与しないため、Maria は Zhang のアクセス許可ポリシーを作成する必要があります。次のポリシー
を DelegatedUserPermissions という名前で作成します。このポリシーでは、設定された境界内
で、Zhang が実行できるオペレーションを定義します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "IAM", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudWatchLimited", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:GetDashboard", 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
                "cloudwatch:ListDashboards", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
                "cloudwatch:ListMetrics" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "S3BucketContents", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::ZhangBucket" 
        } 
    ]
}

ステートメントごとに用途は異なります。

1. このポリシーの IAM ステートメントでは、IAM へのフルアクセスを Zhang に許可します。ただし、許
可される IAM オペレーションはアクセス許可の境界で制限されます。有効な IAM アクセス許可を制限
するのはアクセス許可の境界のみです。
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2. CloudWatchLimited ステートメントでは、CloudWatch で 5 つのアクションを実行することを 
Zhang に許可します。アクセス許可の境界ですべての CloudWatch アクションが許可されるため、有効
な CloudWatch アクセス許可はアクセス許可ポリシーでのみ限定されます。

3. S3BucketContents ステートメントでは、Amazon S3 バケット ZhangBucket を表示することを 
Zhang に許可します。ただし、アクセス許可の境界で一切の Amazon S3 アクションが許可されないた
め、アクセス許可ポリシーにかかわらず、S3 オペレーションを実行することはできません。

Note

Zhang のポリシーにより、彼は自分がアクセスできない Amazon S3 リソースにアクセスで
きるユーザーを作成できます。これらの管理アクションを委任することによって、Maria は 
Zhang に Amazon S3 へのアクセス権を効果的に信頼します。

次に María は、DelegatedUserPermissions ユーザーのアクセス許可ポリシーとして Zhang ポリシー
をアタッチします。

タスク 4: María は、新しいユーザーを作成する手順を Zhang に伝えます。新しいユーザーを作成して必要
なアクセス権を付与できますが、アクセス許可の境界として XCompanyBoundaries ポリシーを割り当て
る必要があることを説明します。

Zhang は以下のタスクを実行します。

1. Zhang は AWS Management Console を使用してユーザーを作成 (p. 76)します。ユーザー名とし
て「Nikhil」と入力し、このユーザーに対してコンソールへのアクセスを有効にします。上記
のポリシーではユーザーが IAM コンソールにサインインした後にのみパスワードを変更できるた
め、[Requires password reset] (パスワードのリセットが必要) の横にあるチェックボックスをオフにし
ます。

2. [アクセス許可の設定] ページで、Zhang は Nikhil にタスクの実行を許可するアクセス許可ポリシーとし
て [IAMFullAccess] と [AmazonS3ReadOnlyAccess] を選択します。

3. Zhang は、María に教えられた手順を忘れて、[Set permissions boundary (アクセス許可の境界の設定)] 
セクションをスキップします。

4. Zhang はユーザーの詳細を確認し、[ユーザーの作成] を選択します。

オペレーションは失敗し、アクセスが拒否されます。Zhang の DelegatedUserBoundary アクセス許
可の境界では、作成するユーザーにアクセス許可の境界として XCompanyBoundaries ポリシーが必要
です。

5. Zhang は前のページに戻ります。[Set permissions boundary (アクセス許可の境界の設定)] セクション
で、XCompanyBoundaries ポリシーを選択します。

6. Zhang はユーザーの詳細を確認し、[ユーザーの作成] を選択します。

ユーザーが作成されます。

Nikhil は、サインインすると、アクセス許可の境界で拒否されているオペレーションを除いて、IAM と 
Amazon S3 にアクセスできます。たとえば、IAM で自分のパスワードは変更できますが、別のユーザーを
作成したり、自分のポリシーを編集したりすることはできません。Nikhil は Amazon S3 への読み取り専用
アクセス権を持っています。

リソースベースのポリシーを logs バケットに追加して Nikhil がそのバケットにオブジェクトを配置でき
るようにしても、Nikhil はこのバケットにアクセスできません。理由は、logs バケットのアクションは
すべて、彼のアクセス許可の境界によって明示的に拒否されているためです。いずれかのポリシータイプ
で明示的に拒否されていると、リクエストは拒否されます。ただし、Secrets Manager シークレットにア
タッチされているリソースベースのポリシーで、secretsmanager:GetSecretValue アクションの実
行を Nikhil に許可している場合、Nikhil は、そのシークレットを取得して復号できます。これは、Secrets 
Manager オペレーションは、彼のアクセス許可境界によって明示的に拒否されており、アクセス許可の境
界の暗黙的な拒否により、リソースベースのポリシーが制限されないためです。
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アイデンティティベースおよびリソースベースのポリ
シー
ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けられると、これらの許
可を定義します。アクセス許可ポリシーを作成してリソースへのアクセスを制限する場合、アイデンティ
ティベースのポリシーまたはリソースベースのポリシーを選択できます。

アイデンティティベースのポリシーは、IAM ユーザー、グループ、ロールにアタッチされます。これらの
ポリシーを使用すると、そのアイデンティティが実行できる内容 (そのアクセス許可) を指定できます。た
とえば、John という名前の IAM ユーザーに Amazon EC2 RunInstances アクションを実行することを
許可するポリシーをアタッチできます。このポリシーでは、John は、MyCompany という名前の Amazon 
DynamoDB テーブルからアイテムを取得することもできます。また、John は、自分の IAM セキュリティ
認証情報を管理することもできます。ID ベースのポリシーは管理またはインライン (p. 427)とすること
ができます。

リソースベースのポリシーをリソースにアタッチします。たとえば、リソースベースのポリシーを
Amazon S3 バケット、Amazon SQS キュー、VPC エンドポイント、および AWS Key Management 
Service 暗号化キーにアタッチできます。リソースベースのポリシーをサポートするサービスのリストに
ついては、「IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)」を参照してください。

リソースベースのポリシーによって、誰がリソースにアクセスでき、彼らがリソースでどのようなアク
ションを実行できるかを指定できます。信頼ゾーン (信頼できる組織またはアカウント) 外にあるアカウン
トのプリンシパルにロールを引き受けるアクセス権があるかどうかについては、「IAM Access Analyzer 
とは」を参照してください。リソースベースのポリシーはインラインのみで、管理ポリシーはありませ
ん。

Note

リソースベースのポリシーは、リソースレベルのアクセス許可とは異なっています。リソース
ベースのポリシーは、このトピックで説明しているように、リソースに直接アタッチできます。
リソースレベルのアクセス許可は、ARN (p. 1124) を使用してポリシー内で個別のリソースを指
定する機能のことです。リソースベースのポリシーは、一部の AWS サービスでのみサポートさ
れます。リソースベースのポリシーおよびリソースレベルのアクセス許可をサポートするサービ
スのリストについては、「IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)」を参照してください。

ID ベースのポリシーとリソースベースのポリシーが同じアカウント内でどのように相互作用するかについ
ては、「単一アカウント内のポリシーを評価する (p. 1221)」を参照してください

アカウント間でポリシーがどのようにやり取りされるかについては、クロスアカウントポリシーの評価論
理 (p. 1231)を参照してください。

これらの概念を深く理解するには、以下の図を確認します。123456789012 アカウントの管理者は、ア
イデンティティベースのポリシーを JohnSmith、CarlosSalazar、および MaryMajor ユーザーにア
タッチしました。これらのポリシーのアクションの一部は、特定のリソースで実行できます。たとえば、
ユーザー JohnSmith は、一部のアクションを Resource X で実行できます。これは、アイデンティティ
ベースのポリシーのリソースレベルのアクセス許可です。また、管理者は、リソースベースのポリシーを
Resource X、Resource Y、および Resource Z に追加しました。リソースベースのポリシーでは、リ
ソースにアクセスできるユーザーを指定することができます。たとえば、Resource X のリソースベース
のポリシーでは、JohnSmith および MaryMajor ユーザーは、リソースへのアクセス権を表示し、読み
取ることができます。
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123456789012 アカウントの例では、次のユーザーは、表示されたアクションを実行することができま
す。

• JohnSmith – John は、Resource X のアクションを表示して、読み取ることができます。ユーザーには
アイデンティティベースのポリシー、Resource X にはリソースベースのポリシーによってこのアクセ
ス許可が付与されます。

• CarlosSalazar – Carlos は、Resource Y のアクションの一覧表示、読み取り、書き込みを行うことが
できますが、Resource Z へのアクセスは拒否されています。Carlos のアイデンティティベースのポ
リシーでは、Resource Y のアクションの一覧表示および読み取りを行うことができます。Resource 
Y リソースベースのポリシーでは、アクセス許可の書き込みを行うことができます。ただし、アイデ
ンティティベースのポリシーでは、Resource Z にアクセスすることができ、Resource Z リソース
ベースのポリシーでは、そのアクセスは拒否されます。明示的な Deny によって、Allow は上書きさ
れ、Resource Z へのアクセスは拒否されます。詳細については、「ポリシーの評価論理 (p. 1220)」
を参照してください。

• MaryMajor Mary – は、Resource X、Resource Y、および Resource Z のオペレーションの一覧表
示、読み取り、および書き込みを行うことができます。Mary のアイデンティティベースのポリシーで
は、リソースベースのポリシーよりも多くのリソースで追加のアクションを実行できますが、アクセス
が拒否されることはありません。

• ZhangWei – Zhang は、Resource Z に対する完全なアクセス許可が付与されています。Zhang にはア
イデンティティベースのポリシーはありませんが、Resource Z リソースベースのポリシーでは、その
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リソースにフルアクセスすることができます。Zhang は、Resource Y でリストアクションと読み取り
アクションを実行することもできます。

アイデンティティベースのポリシーとリソースベースのポリシーはいずれも、アクセス許可ポリシーであ
り、一緒に評価されます。アクセス許可ポリシーのみが適用されるリクエストの場合、AWS はすべてのポ
リシーで Deny がないかチェックします。存在する場合、リクエストは拒否されます。AWS によって、そ
れぞれの Allow がないかどうか確認されます。1 つ以上のポリシーステートメントで、リクエストのアク
ションが許可されている場合、そのリクエストは許可されます。Allow がアイデンティティベースのポリ
シーか、リソースベースのポリシーであるかは関係ありません。

Important

このロジックは、リクエストが単一の AWS アカウント 内で行われた場合にのみ適用されます。
あるアカウントから別のアカウントに行われるリクエストの場合、Account A のリクエスタに
は、Account B のリソースへのリクエストを許可するアイデンティティベースのポリシーが必要
です。また、Account B のリソースベースのポリシーを使用して、Account A のリクエスタに
よるリソースへのアクセスを許可する必要があります。両方のアカウントに、オペレーションを
許可するポリシーが必要です。それ以外の場合、リクエストは失敗します。クロスアカウントア
クセスでリソースベースのポリシーを使用する方法の詳細については、「IAM ロールとリソース
ベースのポリシーとの相違点 (p. 324)」を参照してください。

特定のアクセス許可を持つユーザーが、アクセス許可ポリシーが関連付けられたリソースを要求する場合
があります。このような場合、AWS がリソースへのアクセスを許可するかどうかを判断する際、両方の
アクセス許可セットが評価されます。ポリシーの評価方法に関する詳細については、「ポリシーの評価論
理 (p. 1220)」を参照してください。

Note

Amazon S3 では、アイデンティティベースのポリシーとリソースベースのポリシー (バケット
ポリシーと呼ばれます) をサポートしています。さらに、Amazon S3 は、IAM ポリシーおよび
アクセス許可から独立した、アクセスコントロールリスト (ACL) と呼ばれるアクセス許可メカ
ニズムをサポートしています。IAM ポリシーは、Amazon S3 ACL と組み合わせて使用できま
す。Amazon S3 アクセス許可に関する詳細は、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイ
ドの「Access Control」を参照してください。

ポリシーを使用して AWS リソースへのアクセスを制
御します。
ポリシーを使用して、IAM や AWS のすべてのサービスのリソースへのアクセスをコントロールできま
す。

ポリシー (p. 417)を使用して AWS へのアクセスを制御するには、AWS がアクセスを許可する方法
を理解する必要があります。AWS はリソースの集合で構成されています。IAM ユーザーはリソースで
す。Amazon S3 バケットはリソースです。AWS API、AWS CLI、または AWS Management Console を使
用してオペレーション (ユーザーの作成など) を実行する場合、このオペレーションに対するリクエストを
送信します。リクエストでは、アクション、リソース、プリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロー
ル)、プリンシパルアカウント、および必要なリクエスト情報を指定します。これらのすべての情報によ
り、コンテキストが提供されます。

次に、AWSはユーザー (プリンシパル) が認証され (サインイン済み)、指定されたリソースで指定された
アクションの実行が許可されている (権限を持っている) ことを確認します。認可時、AWS は、リクエス
トのコンテキストに該当するすべてのポリシーをチェックします。通常、ポリシーは JSON ドキュメン
ト (p. 422)として AWS に保存され、プリンシパルエンティティのアクセス許可を指定します。ポリシー
のタイプと用途の詳細については、「IAM でのポリシーとアクセス許可 (p. 417)」を参照してください。

AWS は、リクエストの各部分がポリシーで許可されている場合のみ、リクエストを許可します。このプロ
セスの図を表示するには、「IAM の仕組み (p. 6)」を参照してください。AWS でリクエストを承認するか
どうかの決定方法の詳細については、「ポリシーの評価論理 (p. 1220)」を参照してください。
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IAM ポリシーを作成するときは、以下へのアクセスを制御できます。

• プリンシパル (p. 447) – リクエストを行っているユーザー（プリンシパル (p. 8)）に許可される操作を
制御します。

• IAM ID (p. 448) – どの IAM ID (ユーザーグループ、ユーザー、ロール) にどのようにアクセスできるか
を制御します。

• IAM ポリシー (p. 450) – だれがカスタマー管理ポリシーを作成、編集、削除でき、だれがすべての管
理ポリシーをアタッチおよびデタッチできるかを制御します。

• AWS リソース (p. 454) – アイデンティティベースのポリシーまたはリソースベースのポリシーを使用
して、リソースにアクセスできるユーザーを制御します。

• AWS アカウント (p. 454) – リクエストを特定のアカウントのメンバーのみに許可するかどうか制御し
ます。

ポリシーは、誰が AWS リソースにアクセスできるか、またそれらのリソース上でどのようなアクション
を実行できるかを指定することを可能にします。すべての IAM ユーザーには、初期状態ではアクセス許
可はありません。言い換えると、デフォルト設定では、ユーザーは何もできず、そのユーザーのアクセス
キーを参照することすらできません。ユーザーに何かの操作を実行するアクセス許可を付与する場合は、
そのユーザーにアクセス許可を追加できます (つまり、ポリシーをユーザーにアタッチします)。または、
目的のアクセス許可を持つユーザーグループにユーザーを追加できます。

例えば、自らのアクセスキーをリスト化するためのユーザー権限を付与することができます。また、権限
を拡大し、各ユーザーが自らのキーを作成、更新、および削除できるようにすることもできます。

アクセス許可をユーザーグループに付与することで、そのユーザーグループ内のすべてのユーザーにアク
セス許可を与えることができます。例えば、AWS アカウント のリソースに対してすべての IAM アクショ
ンを実行するアクセス許可を Administrators グループに付与できます。その他の例: AWS アカウント の 
Amazon EC2 インスタンスを定義するアクセス許可を Managers ユーザーグループに付与できます。

ユーザー、ユーザーグループ、およびロールに基本的な権限を委任する方法については、「他の IAM リ
ソースにアクセスするのに必要なアクセス許可 (p. 598)」を参照してください。基本的な権限を示すポリ
シーのさらに多くの例については、「IAM リソースの管理に関するポリシーの例 (p. 601)」を参照してく
ださい。

プリンシパルへのアクセスの制御
リクエスト元 (プリンシパル) に許可される操作を制御するには、ポリシーを使用します。そのためには、
リクエスト元のアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) にアイデンティティベー
スのポリシーをアタッチする必要があります。また、アクセス許可の境界 (p. 433)を使用して、エンティ
ティ (ユーザーまたはロール) に付与することのできるアクセス許可の上限を設定することもできます。

たとえば、CloudWatch、Amazon DynamoDB、Amazon EC2、および Amazon S3 に対するフルアクセス
をユーザー Zhang Wei に許可するとします。この場合、2 つの異なるポリシーを作成し、後で別のユー
ザーにアクセス許可セットの 1 つが必要になった場合に、ポリシーを分割できます。または、両方のアク
セス許可を 1 つのポリシーにまとめて、このポリシーを Zhang Wei という IAM ユーザーにアタッチでき
ます。また、Zhang が属しているユーザーグループや、Zhang が引き受けることができるロールにポリ
シーをアタッチすることもできます。その結果、Zhang が S3 バケットのコンテンツを表示する場合、リ
クエストは許可されます。新しい IAM ユーザーを作成しようとすると、必要なアクセス許可がないため、
このリクエストは拒否されます。

S3 バケット DOC-EXAMPLE-BUCKET1 へのアクセスを完全に遮断するには、Zhang に対してアクセス許
可の境界を設定できます。そのためには、Zhang に付与するアクセス許可の上限を決定します。この場
合、ユーザーの操作を制御するために、アクセス許可ポリシーを使用します。ここで必要なことは、ユー
ザーが機密バケットにアクセスしないことだけです。したがって、以下のポリシーを使用して Zhang の
境界を定義し、Amazon S3 と他のいくつかのサービスに対するすべての AWS アクションを許可する一方
で、S3 バケット DOC-EXAMPLE-BUCKET1 へのアクセスを拒否します。このアクセス許可の境界では、一
切の IAM アクションが許可されないため、Zhang は自分 (または他のいかなるユーザー) の境界も削除で
きません。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PermissionsBoundarySomeServices", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:*", 
                "dynamodb:*", 
                "ec2:*", 
                "s3:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "PermissionsBoundaryNoConfidentialBucket", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1", 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

このようなポリシーをユーザーのアクセス許可の境界として割り当てる場合、境界自体はアクセス許可を
付与しないことに注意してください。アイデンティティベースのポリシーで IAM エンティティに付与する
ことのできるアクセス許可の上限を設定します。アクセス許可の境界の詳細については、「IAM エンティ
ティのアクセス許可境界 (p. 433)」を参照してください

前述の手順の詳細については、以下のリソースを参照してください。

• プリンシパルにアタッチできる IAM ポリシーの作成の詳細については、「IAM ポリシーの作
成 (p. 514)」を参照してください。

• IAM ポリシーをプリンシパルにアタッチする方法については、「IAM ID のアクセス許可の追加および削
除 (p. 532)」を参照してください。

• EC2 へのフルアクセス許可を付与するポリシーの例を参照するには、「Amazon EC2: 特定のリージョ
ンでの完全な EC2 アクセスをプログラムによりコンソールで許可する (p. 485)」を参照してくださ
い。

• S3 バケットへの読み取り専用アクセスを許可するには、「Amazon S3: S3 バケットのオブジェクトへ
の読み取りおよび書き込みアクセスをプログラムによりコンソールで許可する (p. 512)」のポリシー例
の最初の 2 つのステートメントを使用します。

• コンソールパスワード、プログラムによるアクセスキー、MFA デバイスなどの認証情報の設定または
ローテーションをユーザーに許可するポリシー例を確認するには、「AWS: MFA で認証された IAM ユー
ザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページで自分の認証情報を管理できるようにし
ます (p. 464)」を参照してください。

アイデンティティへのアクセスコントロール
IAM ポリシーを使用して、ユーザーグループ経由ですべてのユーザーにアタッチするポリシーを作成する
ことで、アイデンティティに対してユーザーが実行できる操作を制御できます。これを行うには、アイデ
ンティティに対して実行できる操作や、アイデンティティにアクセスできるユーザーを制限するポリシー
を作成します。

たとえば、AllUsers という名前のユーザーグループを作成し、そのグループをすべてのユーザーにアタッ
チできます。ユーザーグループを作成するときに、前のセクションで説明したように、認証情報をロー
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テーションするアクセス許可をすべてのユーザーに付与できます。次に、ポリシーの条件にユーザー名が
含まれていない限り、ユーザーグループを変更するアクセス許可を拒否するポリシーを作成できます。た
だし、ポリシーのその部分では、リストされたユーザーを除くすべてのユーザーへのアクセスが拒否され
ます。また、ユーザーグループのすべてのユーザーに、すべてのユーザーグループ管理アクションを許可
するアクセス許可も含める必要があります。最後に、このポリシーをユーザーグループにアタッチし、す
べてのユーザーに適用されるようにします。その結果、ポリシーで指定されていないユーザーがユーザー
グループに変更を加えようとすると、リクエストは拒否されます。

ビジュアルエディタを使用してこのポリシーを作成するには

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

2. 左側のナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。

初めて [ポリシー] を選択する場合には、[管理ポリシーにようこそ] ページが表示されます。[Get 
Started] (今すぐ始める) を選択します。

3. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
4. [ポリシーエディタ] セクションで、[ビジュアル] オプションを選択します。
5. [サービスを選択] で [IAM] を選択します。
6. [許可されたアクション] で、検索ボックスに group を入力します。ビジュアルエディタで、group

という語を含むすべての IAM アクションが表示されます。すべてのチェックボックスをオンにしま
す。

7. [リソース] を選択して、ポリシーのリソースを指定します。選択したアクションに基づいて、[グルー
プ] および [ユーザー] のリソースタイプが表示されます。

• グループ – [ARN を追加] を選択します。[リソース] で、[任意のアカウント] オプションを選択しま
す。[パス付きの任意のグループ名] チェックボックスを選択し、ユーザーグループ名 AllUsers を
入力します。[ユーザーを追加] を選択します。

• [ユーザー] – [このアカウント内のすべて] の横にあるチェックボックスをオンにします。

選択したアクションの 1 つである ListGroups は、特定のリソースの使用をサポートされていま
せん。そのアクションに対して [All resources (すべてのリソース)] を選択する必要はありません。
[JSON] エディタでポリシーを保存するか、ポリシーを表示すると、IAM によって自動的に新しいアク
セス許可ブロックが作成され、すべてのリソースでこのアクションにアクセス許可が付与されること
がわかります。

8. 別のアクセス許可ブロックを追加するには、[さらにアクセス許可を追加する] を選択します。
9. [サービスを選択] を選択してから、[IAM] を選択します。
10. [許可されるアクション]、[Sアクセス許可の拒否に切り替え] の順に選択します。この操作を行うと、

ブロック全体を使用してアクセス許可が拒否されます。
11. 検索ボックスに「group」と入力します。ビジュアルエディタで、group という語を含むすべての 

IAM アクションが表示されます。次のアクションの横にあるチェックボックスをオンにします。

• CreateGroup
• DeleteGroup
• RemoveUserFromGroup
• AttachGroupPolicy
• DeleteGroupPolicy
• DetachGroupPolicy
• PutGroupPolicy
• UpdateGroup

12. [リソース] を選択して、ポリシーのリソースを指定します。選択したアクションに基づいて、[グルー
プ] リソースタイプが表示されます。[ARN を追加] を選択します。[リソース] で、[任意のアカウン
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ト] オプションを選択します。[パス付きグループ名] にユーザーグループ名「AllUsers」を入力しま
す。次に、[ARN を追加] を選択します。

13. [リクエスト条件 - オプション] を選択してから、[別の条件を追加] を選択します。次の値をフォームに
入力します。

• 条件キー — aws:username を選択
• [限定条件] – [Default (デフォルト)] を選択します。
• [演算子] – [StringNotEquals] を選択します。
• 値 –「srodriguez」と入力し、[追加] を選択します。「mjackson」と入力し、[追加] を選択し

て、別の値を入力します。「adesai」と入力し、[条件を追加] を選択します。

この条件により、呼び出しを実行しているユーザーがリストに含まれていない場合、アクセスは指定
したユーザーグループ管理アクションに対して拒否されます。これによりアクセス許可が明示的に
拒否されるため、ユーザーにアクションの呼び出しを許可した以前のブロックは上書きされます。リ
ストのユーザーはアクセスを拒否され、最初のアクセス許可ブロックでアクセス許可を付与されるた
め、ユーザーはユーザーグループを完全に管理できます。

14. 完了したら、[Next] を選択します。

Note

いつでも [Visual] と [JSON] エディタオプションを切り替えることができます。ただし、
[Visual] エディタで変更を行うか [次へ] を択した場合、IAM はポリシーを再構成して visual 
エディタに合わせて最適化することがあります。詳細については、「ポリシーの再構
成 (p. 1091)」を参照してください。

15. [確認および作成] ページで、[ポリシー名] に「LimitAllUserGroupManagement」と入力します。
[Description (説明)] に、「Allows all users read-only access to a specific user 
group, and allows only specific users access to make changes to the user 
group」と入力します。[このポリシーで定義されているアクセス許可] を確認し、意図したアクセ
ス許可を付与したことを確認します。次に、[ポリシーの作成] を選択して新しいポリシーを保存しま
す。

16. ユーザーグループにポリシーをアタッチします。詳細については、「IAM ID のアクセス許可の追加お
よび削除 (p. 532)」を参照してください。

また、この JSON ポリシードキュメント例を使用して、同じポリシーを作成できます。この JSON ポリ
シーを表示するには、「IAM:: 特定の IAM ユーザーによるグループの管理をプログラムによりコンソール
で許可する (p. 497)」を参照してください。JSON ドキュメントを使用してポリシーを作成する詳細な手
順については、「the section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照して
ください。

ポリシーへのアクセスの制御
ユーザーが AWS 管理ポリシーを適用する方法を制御できます。これを行うには、すべてのユーザーにこ
のポリシーをアタッチします。理想的には、ユーザーグループを使用してこれを行うことができます。

たとえば、IAMUserChangePassword と PowerUserAccess の AWS 管理ポリシーのみを新しい IAM ユー
ザー、ユーザーグループ、またはロールにアタッチするポリシーを作成できます。

カスタマー管理ポリシーの場合、それらのポリシーを作成、更新、削除できるユーザーを制御できます。
プリンシパルエンティティ (ユーザーグループ、ユーザー、ロール) との間でポリシーをアタッチおよびデ
タッチできるユーザーを制御できます。ユーザーにどのエンティティのどのポリシーのアタッチまたはデ
タッチを許可するかも制御できます。

たとえば、アカウント管理者にポリシーを作成、更新、削除する権限を付与できます。次に、チームリー
ダーまたはその他の制限付き管理者に、管理対象となるプリンシパルエンティティのポリシーをアタッチ
およびデタッチする権限を付与します。
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詳細については、以下のリソースを参照してください。

• プリンシパルにアタッチできる IAM ポリシーの作成の詳細については、「IAM ポリシーの作
成 (p. 514)」を参照してください。

• IAM ポリシーをプリンシパルにアタッチする方法については、「IAM ID のアクセス許可の追加および削
除 (p. 532)」を参照してください。

• 管理ポリシーの使用を制限するポリシー例については、「IAM: ユーザー、グループ、またはロールに適
用できる管理ポリシーを制限する (p. 502)」を参照してください。

カスタマー管理ポリシーを作成、更新、削除する権限の制御

IAM ポリシー (p. 417)を使用して、だれが AWS アカウント のカスタマー管理ポリシーを作成、更新、
削除できるかをコントロールできます。ポリシーまたはポリシーのバージョンの作成、更新、削除に直接
関連する API オペレーションを以下に示します。

• CreatePolicy
• CreatePolicyVersion
• DeletePolicy
• DeletePolicyVersion
• SetDefaultPolicyVersion

以上の API オペレーションは、IAM ポリシーを使用して許可または拒否できる (権限を付与できる) アク
ションに対応しています。

次のポリシー例を考えます。この例では、AWS アカウント のすべてのカスタマー管理ポリシーのデフォ
ルトバージョンを作成、更新 (新しいポリシーバージョンの作成)、削除、および設定することをユーザー
に許可します。このポリシーの例では、ユーザーにポリシーの一覧表示とポリシーの取得も許可していま
す。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方法については、「the section 
called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してください。

Example すべてのポリシーの作成、更新、削除、一覧表示、取得、デフォルトバージョンの設定
を許可するポリシーの例

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "iam:CreatePolicy", 
      "iam:CreatePolicyVersion", 
      "iam:DeletePolicy", 
      "iam:DeletePolicyVersion", 
      "iam:GetPolicy", 
      "iam:GetPolicyVersion", 
      "iam:ListPolicies", 
      "iam:ListPolicyVersions", 
      "iam:SetDefaultPolicyVersion" 
    ], 
    "Resource": "*" 
  }
}

指定した管理ポリシーのみに適用するポリシーを作成して、これらの API オペレーションの使用を制限す
ることもできます。たとえば、特定のカスタマー管理ポリシーのみを対象にして、ユーザーにデフォルト
バージョンの設定とポリシーバージョンの削除を許可することが考えられます。これは、権限を付与する
ポリシーの Resource 要素にポリシー ARN を指定することで実行できます。
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次のポリシー例では、ポリシーバージョンを削除してデフォルトバージョンを設定することをユーザーに
許可します。ただし、これらのアクションが許可されるのは、パス /TEAM-A/ が含まれているカスタマー
管理ポリシーに限られます。カスタマー管理ポリシー ARN は、ポリシーの Resource 要素で指定されて
います (この例では、ARN にパスとワイルドカードが含まれているため、パス /TEAM-A/ を含むすべての
カスタマー管理ポリシーに一致します)。この例の JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成
する方法については、「the section called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参
照してください。

カスタマー管理ポリシーの名前にパスを使用する場合の詳細については、「フレンドリ名とパ
ス (p. 1124)」を参照してください。

Example 特定のポリシーのみを対象にして、ポリシーバージョンの削除とデフォルトバージョン
の設定を許可するポリシーの例

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "iam:DeletePolicyVersion", 
      "iam:SetDefaultPolicyVersion" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:policy/TEAM-A/*" 
  }
}

管理ポリシーをアタッチおよびデタッチする権限の制御

また、IAM ポリシーを使用して、ユーザーが特定の管理ポリシーのみで作業することを許可できます。実
際には、ユーザーがどのアクセス許可を他のプリンシパルエンティティに付与できるかをコントロールで
きます。

プリンシパルエンティティの管理ポリシーのアタッチとデタッチに直接関連する API オペレーションを以
下に示します。

• AttachGroupPolicy
• AttachRolePolicy
• AttachUserPolicy
• DetachGroupPolicy
• DetachRolePolicy
• DetachUserPolicy

指定した管理ポリシーおよびプリンシパルエンティティのみに適用するポリシーを作成して、これらの 
API オペレーションの使用を制限することができます。たとえば、指定した管理ポリシーのみを対象にし
て、ユーザーに管理ポリシーのアタッチを許可することが考えられます。あるいは、指定したプリンシパ
ルエンティティのみを対象にして、ユーザーに管理ポリシーのアタッチを許可することも考えられます。

以下のポリシー例では、ユーザーに、パス /TEAM-A/ を含むユーザーグループとロールのみに対して管
理ポリシーのアタッチを許可します。ユーザーグループとロールの ARN はポリシーの Resource 要素
で指定します (この例では、ARN にはパスとワイルドカード文字が含まれているため、パス /TEAM-A/ を
含むすべてのユーザーグループとロールに一致します)。この例の JSON ポリシードキュメントを使用し
てポリシーを作成する方法については、「the section called “JSON エディターを使用したポリシーの作
成” (p. 515)」を参照してください。
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Example 特定のユーザーグループまたはロールのみに対する管理ポリシーのアタッチを許可する
ポリシー

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "iam:AttachGroupPolicy", 
      "iam:AttachRolePolicy" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:iam::account-id:group/TEAM-A/*", 
      "arn:aws:iam::account-id:role/TEAM-A/*" 
    ] 
  }
}

前の例のアクションをさらに制限して、特定のポリシーにのみ影響を与えられるようにすることができま
す。つまり、ポリシーに条件を追加することで、ユーザーが他のプリンシパルエンティティにアタッチで
きる権限を制御できます。

次の例では、条件により、アタッチしたポリシーが指定したポリシーのいずれかに一致した場合のみに
AttachGroupPolicy と AttachRolePolicy の権限を許可します。条件では、iam:PolicyARN 条件
キー (p. 1193)を使用して、どのポリシーをアタッチできるかを決定しています。次のポリシー例は、前
の例を拡張したものです。この例では、パス /TEAM-A/ が含まれている管理ポリシーを、パス /TEAM-A/ 
が含まれているユーザーグループとロールにのみアタッチすることをユーザーに許可します。この例の 
JSON ポリシードキュメントを使用してポリシーを作成する方法については、「the section called “JSON 
エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "iam:AttachGroupPolicy", 
      "iam:AttachRolePolicy" 
    ], 
    "Resource": [ 
      "arn:aws:iam::account-id:group/TEAM-A/*", 
      "arn:aws:iam::account-id:role/TEAM-A/*" 
    ], 
    "Condition": {"ArnLike":  
      {"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::account-id:policy/TEAM-A/*"} 
    } 
  }
}

このポリシーでは、ArnLike 条件演算子を使用することもできますが、これら2つの条件演算子が同じよ
うに動作するため、ArnEquals 条件演算子を使用することもできます。ArnLike および ArnEquals の
詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) の条件演算子 (p. 1202)ポリシー要素リファレンス」
の「条件の種類」セクションの「」を参照してください。

たとえば、アクションの使用を制限して、指定した管理ポリシーのみを対象にすることもできます。これ
は、権限を付与するポリシーの Condition 要素にポリシー ARN を指定することで実行できます。たと
えば、カスタマー管理ポリシーの ARN を指定するには、次のようにします。

"Condition": {"ArnEquals":  
  {"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::123456789012:policy/POLICY-NAME"}
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}

または、ポリシーの Condition 要素で AWS 管理ポリシーの ARN を指定することもできます。AWS 管
理ポリシーの ARN では、以下の例に示すように、アカウント ID の代わりにポリシー ARN で aws という
特別なエイリアスを使用します。

"Condition": {"ArnEquals":  
  {"iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::aws:policy/AmazonEC2FullAccess"}
}

リソースへのアクセスの制御
アイデンティティベースのポリシーまたはリソースベースのポリシーを使用してリソースにアクセスでき
るユーザーを制御できます。アイデンティティベースのポリシーでは、ポリシーをアイデンティティにア
タッチし、そのアイデンティティがアクセスできるリソースを指定します。リソースベースのポリシーで
は、制御するリソースにポリシーをアタッチします。ポリシーでは、リソースにアクセスできるプリンシ
パルを指定します。ポリシーの両方のタイプの詳細については、「アイデンティティベースおよびリソー
スベースのポリシー (p. 444)」を参照してください。

詳細については、以下のリソースを参照してください。

• プリンシパルにアタッチできる IAM ポリシーの作成の詳細については、「IAM ポリシーの作
成 (p. 514)」を参照してください。

• IAM ポリシーをプリンシパルにアタッチする方法については、「IAM ID のアクセス許可の追加および削
除 (p. 532)」を参照してください。

• Amazon S3 は、バケットでリソースベースのポリシーの使用をサポートします。詳細については、「バ
ケットポリシーの例」を参照してください。

リソース作成者であっても自動的にアクセス権限を有するわけではない

AWS アカウントのルートユーザー 認証情報を使用してサインインする場合、そのアカウントに属するリ
ソースであらゆるアクションを実行する権限があります。ただし、それは IAM ユーザーには当てはまりま
せん。IAM ユーザーはリソースを作成するためのアクセス許可を付与されることはありますが、そのユー
ザーの権限は、たとえ自ら作成したリソースに対するものであっても、明示的に付与された権限に限定さ
れます。つまり、IAM ロールなどのリソースを作成するだけでは、そのロールを編集または削除するアク
セス許可は自動的には与えられません。さらに、アクセス許可は、アカウント所有者またはユーザー権限
を管理するアクセス許可を付与されたその他のユーザーによって、いつでも無効にすることができます。

特定のアカウント内のプリンシパルへのアクセスの制御
お客様は自らのアカウント内の IAM ユーザーに対し、お客様のリソースへのアクセス権限を直接付与で
きます。別のアカウントのユーザーがお客様のリソースへのアクセスを必要としている場合は、IAM ロー
ルを作成できます。ロールは、アクセス許可を含むが、特定のユーザーに関連付けられていないエンティ
ティです。これにより他のアカウントのユーザーはロールを引き受けて、ロールに割り当てられた権限に
応じてリソースにアクセスできます。詳細については、「所有している別の AWS アカウント へのアクセ
ス権を IAM ユーザーに提供 (p. 188)」を参照してください。

Note

一部のサービスは、アイデンティティベースおよびリソースベースのポリシー (p. 444)
で説明されているリソースベースのポリシーをサポートしています (Amazon S3、Amazon 
SNS、Amazon SQS など)。これらのサービスでは、ロールを使用する代わりに、共有するリ
ソース（バケット、トピック、またはキュー）にポリシーをアタッチします。リソースベースの
ポリシーでは、AWSアカウントで、リソースへのアクセス許可を持ちます。
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タグを使用した IAM ユーザーおよびロールへのアクセ
スとそのユーザーおよびロールのアクセスの制御
次のセクションの情報を使用して、IAM ユーザーおよびロールにアクセスできるユーザーと、ユーザーと
ロールがアクセスできるリソースを制御します。他の IAM リソースを含め、他の AWS リソースへのアク
セスを制御するための一般的な情報と例については、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照してく
ださい。

タグは、IAM リソースにアタッチするか、リクエストで渡すか、リクエストを行うプリンシパルにアタッ
チすることができます。IAM ユーザーまたはロールは、リソースとプリンシパルの両方にすることがで
きます。たとえば、ユーザーのグループを一覧表示することをユーザーに許可するポリシーを記述でき
ます。このオペレーションは、リクエストを行うユーザー (プリンシパル)に、表示しようとしているユー
ザーと同じ project=blue タグがある場合にのみ許可されます。この例では、ユーザーは、同じプロ
ジェクトで作業している限り、自分自身を含む任意のユーザーのグループメンバーシップを表示できま
す。

タグに基づいてアクセスを制御するには、ポリシーの条件要素 (p. 1193)でタグ情報を提供します。IAM ポ
リシーを作成するときは、IAM タグおよび関連付けられたタグ条件キーを使用して、以下のいずれかへの
アクセスを制御できます。

• リソース (p. 457) – ユーザーまたはロールへのアクセスをそれらのタグに基づいて制御します。こ
れを行うには、aws:ResourceTag/key-name 条件キーを使用して、リソースにアタッチする必要があ
るタグのキーバリューのペアを指定します。詳細については、「AWS のリソースへのアクセスの制
御 (p. 457)」を参照してください。

• リクエスト (p. 458) – IAM リクエストで渡すことができるタグを制御します。そのために
は、aws:RequestTag/key-name 条件キーを使用して、IAM ユーザーまたはロールに対して追加、変
更、または削除できるタグを指定します。このキーは、IAM リソースと他の AWS リソースでも同じ方
法で使用されます。詳細については、「AWS リクエスト時のアクセスの制御 (p. 458)」を参照してく
ださい。

• プリンシパル (p. 455) – 個人の IAM ユーザーまたはロールにアタッチされたタグに基づき、
リクエストを行っている個人 (プリンシパル) が実行できる操作を制御します。そのために
は、aws:PrincipalTag/key-name 条件キーを使用して、リクエストを許可する前に、IAM ユーザーまた
はロールにアタッチする必要のあるタグを指定します。

• 認証プロセスの一部 (p. 456) – aws:TagKeys 条件キーを使用して、特定のタグキーをリソース、リク
エスト、プリンシパルで使用できるかどうかを制御します。この場合、キーバリューは重要ではあり
ません。このキーは、IAM リソースや他の AWS リソースでも同様に動作します。ただし、IAM でユー
ザーにタグを付けると、これにより、プリンシパルが任意のサービスに対してリクエストを行うことが
できるかどうかも制御されます。詳細については、「タグキーに基づいたアクセスの制御 (p. 459)」を
参照してください。

ビジュアルエディタまたは JSON を使用するか、既存の管理ポリシーをインポートして、IAM ポリシーを
作成できます。詳細については、「IAM ポリシーの作成 (p. 514)」を参照してください。

Note

IAM ロールを引き受けるとき、またはユーザーをフェデレートするときに、セッションタ
グ (p. 346)を渡すこともできます。これらは、セッションの長さに対してのみ有効です。

IAM プリンシパルへのアクセスの制御
ユーザーのアイデンティティに付けられたタグに基づき、プリンシパルが実行できる操作を制御できま
す。

この例では、同じプロジェクトで作業している限り、このアカウントのすべてのユーザーが自分自身を含
むすべてのユーザーのグループメンバーシップを表示できるようにする ID ベースのポリシーを作成する
方法を示しています。このオペレーションは、ユーザーのリソースタグと、プリンシパルのタグのタグ
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キー project の値が同じである場合にのみ許可されます。このポリシーを使用するには、サンプルポリ
シーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポ
リシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:ListGroupsForUser", 
            "Resource": "arn:aws:iam::111222333444:user/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/project": "${aws:PrincipalTag/project}"} 
            } 
        }]
}

タグキーに基づいたアクセスの制御
IAM ポリシーでタグを使用して、リソース、リクエスト、またはプリンシパルで特定のタグキーを使用で
きるかどうか制御できます。

この例は、temporary キーを持つタグのみをユーザーから削除できる ID ベースのポリシーを作成する方
法を示しています。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を独自の
情報に置き換えます。次に、「ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)」の手順に従い
ます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "iam:UntagUser", 
        "Resource": "*", 
        "Condition": {"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": ["temporary"]}} 
    }]
}

タグを使用した AWS リソースへのアクセスの制御
タグ付けをサポートしている AWS リソース (IAM リソースを含む) へのアクセスを制御するには、タグを
使用します。IAM ユーザーとロールにタグ付けして、アクセスできるユーザートロールを制御することが
できます。IAM ユーザーとロールにタグ付けするには、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照して
ください。さらに、以下の IAM リソースへのアクセスを制御できます。カスタマー管理ポリシー、IAM ID 
プロバイダー、インスタンスプロファイル、サーバー証明書、仮想 MFA デバイス。プリンシパルタグを
持つ IAM ロールが、一致するタグを持つリソースにアクセスすることを許可するポリシーを作成およびテ
ストするためのチュートリアルを表示するには、「IAM チュートリアル: タグに基づいて AWS リソースに
アクセスするためのアクセス許可を定義する (p. 47)」を参照してください 。IAM ユーザーやロールにタグ
付けせずに、他の AWS リソース (IAM リソースを含む) へのアクセスを制御するには、次のセクションの
情報を使用します。

タグを使用して AWS リソースへのアクセスを制御する前に、AWS がアクセスを許可する方法を理解する
必要があります。AWS はリソースの集合で構成されています。Amazon EC2 インスタンスはリソースで
す。Amazon S3 バケットはリソースです。AWS API、AWS CLI、または AWS Management Console を使
用して、Amazon S3 でのバケットの作成などのオペレーションを実行できます。これを行う際、そのオペ
レーションのリクエストを送信します 。リクエストでは、アクション、リソース、プリンシパルエンティ
ティ (ユーザーまたはロール)、プリンシパルアカウント、および必要なリクエスト情報を指定します。こ
れらのすべての情報により、コンテキストが提供されます。
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次に、AWS はユーザー (プリンシパルエンティティ) が認証され (サインイン済み)、指定されたリソース
で指定されたアクションの実行が許可されている (アクセス許可がある) ことを確認します。認可時、AWS 
は、リクエストのコンテキストに該当するすべてのポリシーをチェックします。通常、ポリシーは JSON 
ドキュメント (p. 422)として AWS に保存され、プリンシパルエンティティのアクセス許可を指定しま
す。ポリシーのタイプと用途の詳細については、「IAM でのポリシーとアクセス許可 (p. 417)」を参照し
てください。

AWS は、リクエストの各部分がポリシーで許可されている場合のみ、リクエストを許可します。図を表示
して IAM インフラストラクチャの詳細について学習するには、「IAM の仕組み (p. 6)」を参照してくださ
い。IAM でリクエストの許可を決定する方法の詳細については、「ポリシーの評価論理 (p. 1220)」を参照
してください。

タグは、このプロセスにおけるもう 1 つの考慮事項です。これらは、リソースにアタッチするか、タグ付
けをサポートするサービスへのリクエストで渡すことができるからです。タグに基づいてアクセスを制御
するには、ポリシーの条件要素 (p. 1193)でタグ情報を提供します。AWS サービスがタグを使用したアク
セスの制御をサポートしているかどうか確認するには、「IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)」を
参照し、[Authorization based on tags] (タグに基づいた許可) 列が [Yes] (はい) と表示されているサービス
を探します。サービスの名前を選択すると、そのサービスの認証とアクセスコントロールに関するドキュ
メントが表示されます。

その後、そのリソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを許可または拒否する IAM ポリシーを作成
できます。そのポリシーでは、タグ条件キーを使用して以下のいずれかへのアクセスを制御できます。

• リソース (p. 457) – それらのリソースのタグに基づいて、AWS サービスリソースへのアクセスを制御
します。これを行うには、ResourceTag/key-name 条件キーを使用して、リソースにアタッチされたタ
グに基づいてリソースへのアクセスを許可するかどうか決定します。

• リクエスト (p. 458) – リクエストで渡すことができるタグを制御します。これを行うに
は、aws:RequestTag/key-name 条件キーを使用して、AWS リソースのタグ付けまたはタグ解除を行う
リクエストで渡すことができるタグキーバリューのペアを指定します。

• 認証プロセスの一部 (p. 459) – aws:TagKeys 条件キーを使用して、特定のタグキーをリソースまたは
リクエストで使用できるかどうかを制御します。

JSON を使用するか、既存の管理ポリシーをインポートして、IAM ポリシーを視覚的に作成できます。詳
細については、「IAM ポリシーの作成 (p. 514)」を参照してください。

Note

一部のサービスでは、リソースを作成するアクションを使用するアクセス許可があれば、リソー
スを作成する際にタグを指定することができます。

AWS のリソースへのアクセスの制御
IAM ポリシーで条件を使用して、そのリソースのタグに基づき、AWS リソースへのアクセスを制御できま
す。これを行うには、グローバルの aws:ResourceTag/tag-key 条件キー、またはサービス固有のキー
を使用します。一部のサービスでは、このキーのサービス固有のバージョンのみがサポートされ、グロー
バルバージョンはサポートされていません。

Note

iam:PassRole アクションでポリシーの ResourceTag 条件キーを使用しないでください。IAM 
ロールのタグを使用して、そのロールを渡すことができるユーザーへのアクセスを制御すること
はできません。ロールをサービスに渡すのに必要なアクセス許可の詳細については、「AWS の
サービスにロールを渡すアクセス権限をユーザーに付与する (p. 284)」を参照してください。

この例では、Amazon EC2 インスタンスの起動または停止を許可する ID ベースのポリシーを作成する方
法を示します。これらのオペレーションは、インスタンスのタグ Ownerがそのユーザーのユーザー名の値
を含む場合に限り、許可されます。このポリシーは、プログラムおよびコンソールアクセスのアクセス許
可を定義します。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:StartInstances", 
                "ec2:StopInstances" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:DescribeInstances", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

このポリシーをアカウントの IAM ユーザーに添付できます。richard-roe というユーザーが Amazon 
EC2 インスタンスを起動しようとした場合、そのインスタンスには Owner=richard-roe または
owner=richard-roe というタグが付けられている必要があります。それ以外の場合、アクセスは拒否さ
れます。条件キー名では大文字と小文字は区別されないため、タグキー Owner は Owner と owner に一
致します。詳細については、「IAM JSON ポリシー要素Condition (p. 1193)」を参照してください。

この例は、リソース ARN で team プリンシパルタグを使用する ID ベースポリシーを作成する方法を示し
ています。このポリシーでは、Amazon Simple Queue Service キューを削除する許可が付与されますが、
キュー名がチーム名で始まり、-queue が続く場合に限られます。例えば、qa が team プリンシパルタグ
のチーム名なら qa-queue です。

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": { 
        "Sid": "AllQueueActions", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "sqs:DeleteQueue", 
        "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2::${aws:PrincipalTag/team}-queue" 
      }
}

AWS リクエスト時のアクセスの制御
IAM ポリシーの条件を使用して、AWS リソースにタグ付けするリクエストで渡すことができるタグのキー
バリューのペアを制御することができます。

この例では、Amazon EC2 CreateTags アクションを使用してタグをインスタンスにアタッチでき
るようにする、ID ベースのポリシーを作成する方法を示しています。タグをアタッチできるのは、タ
グに environment キーと preprod または production の値が含まれている場合だけです。必要
に応じて、ForAllValues 修飾子を aws:TagKeys 条件キーとともに使用して、リクエストでキー
environment のみが許可されることを示します。これにより、environment の代わりに誤って
Environment を使用するなど、ユーザーが他のキーを含めることがなくなります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "ec2:CreateTags", 
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        "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "aws:RequestTag/environment": [ 
                    "preprod", 
                    "production" 
                ] 
            }, 
            "ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "environment"} 
        } 
    }
}

タグキーに基づいたアクセスの制御
IAM ポリシーで条件を使用して、リソースまたはリクエストで特定のタグキーを使用できるかどうか制御
できます。

ベストプラクティスとして、ポリシーでタグを使用してアクセスを制御する場合、aws:TagKeys 条件
キー (p. 1280)を使用することをお勧めします。タグをサポートする AWS のサービスでは、大文字小文
字のみが異なる複数のタグキー名を作成できる可能性があります。たとえば、Amazon EC2 インスタン
スに stack=production および Stack=test タグを付けるなどです。ポリシー条件のキー名では、
大文字と小文字は区別されません。つまり、ポリシーの条件要素で "aws:ResourceTag/TagKey1": 
"Value1" で指定した場合、その条件は TagKey1 または tagkey1 という名前のリソースタグキーに一
致しますが、その両方には一致しません。大文字小文字のみが異なるキーを使用したタグの重複を防ぐに
は、aws:TagKeys 条件を使用して、ユーザーが適用できるタグキーを定義するか、AWS Organizations 
で利用できるタグポリシーを使用します。詳細については、「Organizations ユーザーガイド」の「タグポ
リシー」を参照してください。

この例では、Secrets Manager のシークレットの作成とタグ付けを許可する IDベースのポリシーを作成す
る方法を示していますが、タグキー environment または cost-center のみを使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "secretsmanager:CreateSecret", 
            "secretsmanager:TagResource" 
        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "ForAllValues:StringEquals": { 
                "aws:TagKeys": [ 
                    "environment", 
                    "cost-center" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

IAM アイデンティティベースのポリシーの例
ポリシー (p. 417)は AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、これらの
アクセス許可を定義します。AWS は、IAM プリンシパル (ユーザーまたはロール) によってリクエストが
行われると、それらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リクエストが許可されるか拒否
されるかが決まります。通常、ポリシーは、IAM エンティティ (ユーザー、ユーザーのグループ、ロール) 
にアタッチされている JSON ドキュメントとして AWS に保存されます。アイデンティティベースのポリ
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シーには、AWS 管理ポリシー、カスタマー管理ポリシー、およびインラインポリシーがあります。これ
らの例の JSON ポリシードキュメントを使用して IAM ポリシーを作成する方法については、「the section 
called “JSON エディターを使用したポリシーの作成” (p. 515)」を参照してください。

デフォルトではすべてのリクエストが拒否されるため、その ID がアクセスするサービス、アクション、リ
ソースへのアクセスを許可する必要があります。IAM コンソールで指定したアクションを完了するための
アクセスも許可する場合は、追加のアクセス許可を提供する必要があります。

以下のポリシーのライブラリは、IAM ID のアクセス許可を定義する参考になります。必要なポリシーを見
つけたら、[View this policy (このポリシーを表示)] を選択してそのポリシーの JSON を表示します。JSON 
のポリシードキュメントをテンプレートとして使用して、独自のポリシーを作成できます。

Note

このリファレンスガイドに含めるポリシーを送信する場合は、このページの下部にある [フィード
バック] ボタンを使用します。

ポリシーの例: AWS
• 特定の日付範囲内のアクセスを許可します。(このポリシーを表示 (p. 462)。)
• AWS リージョンの有効化と無効化 (このポリシーを表示 (p. 463)。)
• MFA の認証を受けたユーザーが、自分の認証情報を [My Security Credentials] (自分の認証情報) ページ

で管理することを許可します。(このポリシーを表示 (p. 464)。)
• 指定した日付の範囲内で MFA を使用したときに特定のアクセスを許可する。(このポリシーを表

示 (p. 467)。)
• [My Security Credentials] (自分の認証情報) ページで自分の認証情報を管理することを、ユーザーに許可

します。(このポリシーを表示 (p. 468)。)
• [My Security Credentials] (自分の認証情報) ページで自分の MFA デバイスを管理することを、ユーザー

に許可します。(このポリシーを表示 (p. 470)。)
• [My Security Credentials] (自分の認証情報) ページで自分のパスワードを管理することを、ユーザーに許

可します。(このポリシーを表示 (p. 472)。)
• [My Security Credentials] (自分の認証情報) ページで自分のパスワード、アクセスキー、および SSH パ

ブリックキーを管理することを、ユーザーに許可します。(このポリシーを表示 (p. 473)。)
• リクエストされたリージョンに基づいて、AWS へのアクセスを拒否する (このポリシーを表

示 (p. 474)。)
• 送信元 IP に基づいて AWS へのアクセスを拒否する (このポリシーを表示 (p. 475)。)

ポリシーの例: AWS Data Exchange
• AWS Data Exchange 以外のアカウント外の Amazon S3 リソースへのアクセスを拒否します。(このポ

リシーを表示 (p. 476)。)

ポリシーの例: AWS Data Pipeline
• ユーザーが作成していないパイプラインへのアクセスを拒否する (このポリシーを表示 (p. 477))。

ポリシーの例: Amazon DynamoDB
• 特定の Amazon DynamoDB テーブルへのアクセスを許可する (このポリシーを表示 (p. 478))。
• 特定の Amazon DynamoDB 属性へのアクセスを許可する (このポリシーを表示 (p. 479))。
• Amazon Cognito ID に基づいて Amazon DynamoDB への項目レベルのアクセスを許可する (このポリ

シーを表示 (p. 480))。
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ポリシーの例: Amazon EC2
• Amazon EC2 インスタンスがボリュームをアタッチまたはデタッチすることを許可する (このポリシー

を表示 (p. 480))。
• タグに基づいて Amazon EC2 インスタンスに Amazon EBS ボリュームをアタッチまたはデタッチする

ことを許可する (このポリシーを表示 (p. 481))。
• 特定のサブネットで、プログラムおよびコンソールで Amazon EC2 インスタンスを起動することを許可

する (このポリシーを表示 (p. 482))
• 特定の VPC に関連付けられた Amazon EC2 セキュリティグループを、プログラムによりコンソールで

管理することを許可する (このポリシーを表示 (p. 482))。
• ユーザーがタグ付けした Amazon EC2 インスタンスをプログラムによりコンソールで開始や停止を行う

ことを許可する (このポリシーを表示 (p. 483))。
• Amazon EC2 インスタンスを、リソースおよびプリンシパルのタグに基づき、プログラムを使用する、

およびコンソールで開始または停止することを許可する (このポリシーを表示 (p. 484))。
• リソースとプリンシパルのタグが一致すると、Amazon EC2 インスタンスの開始または停止を許可する 

(このポリシーを表示 (p. 484))。
• 特定のリージョンでの完全な Amazon EC2 アクセスをプログラムによりコンソールで許可する (このポ

リシーを表示 (p. 485)。)
• プログラムおよびコンソールで特定の Amazon EC2 インスタンスの起動または停止、および特定のセ

キュリティグループの変更を許可する (このポリシーを表示 (p. 485))
• MFA なしで特定の Amazon EC2 オペレーションへのアクセスを拒否する (このポリシーを表

示 (p. 486))。
• Amazon EC2 インスタンスの削除を特定の IP アドレス範囲に制限する (このポリシーを表示 (p. 487))

ポリシーの例: AWS Identity and Access Management (IAM)
• Policy Simulator API へのアクセスを許可する (このポリシーを表示 (p. 488))。
• Policy Simulator コンソールへのアクセスを許可する (このポリシーを表示 (p. 488))。
• 特定のタグを持つロールを引き受けることをプログラムによりコンソールで許可する (このポリシーを

表示 (p. 489))。
• 複数のサービスへのアクセスをプログラムによりコンソールで許可および拒否する (このポリシーを表

示 (p. 489))。
• 特定のタグを、別の特定のタグ、プログラム、およびコンソールで IAM ユーザーに追加することを許可

する (このポリシーを表示 (p. 491))。
• 任意の IAM ユーザーまたはロールに、特定のタグをプログラムによりコンソールで追加することを許可

する (このポリシーを表示 (p. 492))。
• 特定のタグでのみ新規ユーザーを作成することを許可する (このポリシーを表示 (p. 493))。
• IAM 認証情報レポートの生成および取得を許可する (このポリシーを表示 (p. 494))。
• グループメンバーをプログラムによりコンソールで管理することを許可する (このポリシーを表

示 (p. 494))。
• 特定のタグの管理を許可する (このポリシーを表示 (p. 495))。
• IAM ロールを特定のサービスに渡すことを許可する (このポリシーを表示 (p. 495))。
• レポートなしでの IAM コンソールへの読み取り専用アクセスを許可する (このポリシーを表

示 (p. 496))。
• IAM コンソールへの読み取り専用アクセスを許可する (このポリシーを表示 (p. 496))。
• 特定のユーザーによるグループの管理をプログラムによりコンソールで許可する (このポリシーを表

示 (p. 497))。
• アカウントのパスワード要件の設定をプログラムによりコンソールで許可する (このポリシーを表

示 (p. 498))。
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• 特定のパスがあるユーザーに Policy Simulator API の使用を許可する (このポリシーを表示 (p. 499))。
• 特定のパスがあるユーザーに Policy Simulator コンソールの使用を許可する (このポリシーを表

示 (p. 499))。
• IAM: ユーザーに MFA デバイスの自己管理を許可する (このポリシーを表示 (p. 500)。)
• IAM ユーザーが自分の認証情報を更新することをプログラムによりコンソールで許可する。(このポリ

シーを表示 (p. 501)。)
• IAM コンソールで AWS Organizations ポリシーのサービスの最終アクセス情報を表示することを許可す

る。(このポリシーを表示 (p. 501)。)
• IAM ユーザー、グループ、またはロールに適用できる管理ポリシーを制限する (このポリシーを表

示 (p. 502))。
• アカウント内の IAM ポリシーにのみアクセスを許可します (このポリシーを表示 (p. 503))。

ポリシーの例: AWS Lambda
• Amazon DynamoDB テーブルにアクセスする AWS Lambda 関数を許可する (このポリシーを表

示 (p. 503))。

ポリシーの例: Amazon RDS
• Amazon RDS は、特定のリージョン内で RDS データベースへのフルアクセスを許可します。(このポリ

シーを表示 (p. 504)。)
• Amazon RDS データベースをプログラムおよびコンソールで復元することを許可する (このポリシーを

表示 (p. 505))
• タグ所有者にタグ付けした Amazon RDS リソースへのフルアクセスを許可する (このポリシーを表

示 (p. 505))

ポリシーの例: &Amazon S3
• Amazon Cognito ユーザーが自分の Amazon S3 バケットのオブジェクトにアクセスすることを許可する 

(このポリシーを表示 (p. 507))
• フェデレーションユーザーに Amazon S3 内の自分のホームディレクトリへのプログラム的なアクセス

とコンソールを使用したアクセスを許可する (このポリシーを表示 (p. 508))。
• 完全な S3 アクセスを許可しても、管理者が過去 30 分以内に MFA を使用してサインインしていない場

合は本番稼働用バケットへのアクセスを明示的に拒否する (このポリシーを表示 (p. 509))。
• IAM ユーザーが Amazon S3 の自分のホームディレクトリにプログラムおよびコンソールでアクセスす

ることを許可する (このポリシーを表示 (p. 510))
• ユーザーに 1 つの Amazon S3 バケットの管理を許可し、他のすべての AWS アクションおよびリソー

スを拒否する (このポリシーを表示 (p. 511))。
• 特定の Amazon S3 バケットへの Read と Write アクセスを許可する (このポリシーを表示 (p. 512))
• 特定の Amazon S3 バケットにプログラムおよびコンソールで Read および Write アクセスを許可する 

(このポリシーを表示 (p. 512))

AWS: 日付と時刻に基づいてアクセスを許可します
この例では、日付と時刻に基づいてアクションへのアクセスを許可する ID ベースポリシーを作成する方
法を示します。このポリシーは、2020 年 4 月 1 日から 2020 年 6 月 30 日 (UTC) の間に発生するアクショ
ンへのアクセスを制限します。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、このアクションをプ
ログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。このポリシーを使用するには、サンプルポリ
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シーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポ
リシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

IAM ポリシーの Condition ブロック内で複数の条件を使用する方法については、「条件内の複数の
値 (p. 1195)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "service-prefix:action-name", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2020-04-01T00:00:00Z"}, 
                "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2020-06-30T23:59:59Z"} 
            } 
        } 
    ]
}

Note

日付条件演算子でポリシー変数を使用することはできません。詳細については、「条件の要
素 (p. 1215)」を参照してください。

AWS: AWS リージョンの有効化と無効化を許可する
この例は、管理者がアジアパシフィック (香港) リージョン (ap-east-1) を有効化および無効化できるよ
うにする ID ベースポリシーの作成方法を示しています。このポリシーは、プログラムおよびコンソー
ルアクセスのアクセス許可を定義します。この設定は、AWS Management Console の [アカウント設定] 
ページに表示されます。このページには、アカウント管理者のみが表示および管理する必要がある機密
アカウントレベルの情報が含まれています。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの#####
##############を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編
集 (p. 543)の手順に従います。

Important

デフォルトで有効になっているリージョンを有効または無効にすることはできません。デフォル
トで無効になっているリージョンのみを含めることができます。詳細については、「AWS 全般の
リファレンス」の「AWS リージョンの管理」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "EnableDisableHongKong", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "account:EnableRegion", 
                "account:DisableRegion" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"account:TargetRegion": "ap-east-1"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "ViewConsole", 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "account:ListRegions" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS: MFA で認証された IAM ユーザーが [My security 
credentials] (セキュリティ認証情報) ページで自分の認証情報を
管理できるようにします
この例は、多要素認証 (MFA) (p. 115) を使用して認証された IAM ユーザーが、[My security credentials]
(セキュリティ認証情報) ページで自分の認証情報を管理できるようにする ID ベースポリシーを作成する
方法を示しています。この AWS Management Console ページには、アカウント ID や正規ユーザー ID 
などのアカウント情報が表示されます。ユーザーは、自分のパスワード、アクセスキー、MFA デバイ
ス、X.509 証明書、SSH キー、および Git 認証情報を表示および編集することもできます。この例では、
必要なアクセス許可がポリシーに含まれているページ上のすべての情報を表示および編集する手順につい
て説明します。また、AWS で他のオペレーションを実行する前に、ユーザーに MFA を使用した設定と認
証を要求します。ユーザーに MFA を使用せずに自らの認証情報を管理することを許可するには、「AWS: 
IAM ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページで自分の認証情報を管理できるよ
うにします (p. 468)」を参照してください。

ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページにアクセスする方法については、
「IAM ユーザー自身によるパスワードの変更方法 (コンソール) (p. 104)」を参照してください。

Note

• このポリシー例では、初めて AWS Management Console にサインインする際のパスワー
ドのリセットをユーザーに許可していません。新しいユーザーがサインインするまで、
当該ユーザーにアクセス権を許可しないことをお勧めします。詳細については、「IAM 
ユーザーを安全に作成するにはどうすればよいですか? (p. 1086)」を参照してくださ
い。また、これにより失効したパスワードを持つユーザーは、サインイン中にパスワー
ドをリセットできなくなります。この操作を許可するには、iam:ChangePassword と
iam:GetAccountPasswordPolicy をステートメント DenyAllExceptListedIfNoMFA に
追加します。ただし、ユーザーが多要素認証（MFA） なしで自分のパスワードを変更できるよ
うになると、セキュリティ上のリスクが生じる可能性があるためこれを推奨しません。

• このポリシーをプログラムによるアクセスに使用する場合は、GetSessionToken を呼び出し
て MFA で認証します。詳細については、MFA 保護 API アクセスの設定 (p. 146) を参照してく
ださい。

このポリシーで行うこと

• この AllowViewAccountInfo ステートメントでは、ユーザーにアカウントレベルの情報を表示しま
す。これらのアクセス許可は、リソース ARN をサポートしていないか、または指定する必要がないた
め、独自のステートメントに含まれている必要があります。代わりに "Resource" : "*" を指定する
アクセス許可を使用します。このステートメントには、ユーザーが特定の情報を表示できるようにする
以下のアクションが含まれています。
• GetAccountPasswordPolicy – IAM ユーザーパスワードを変更しながら、アカウントのパスワード

要件を表示します。
• ListVirtualMFADevices – ユーザーに対して有効になっている仮想 MFA デバイスに関する詳細を

表示します。
• AllowManageOwnPasswords ステートメントを使用すると、ユーザーは自分のパスワードを変更

できます。このステートメントには GetUser アクションも含まれています。これは、[My security 
credentials] (セキュリティ認証情報) ページのほとんどの情報を表示するために必要です。
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• この AllowManageOwnAccessKeys ステートメントにより、ユーザーは自分のアクセスキーを作成、
更新、削除できます。

• この AllowManageOwnSigningCertificates ステートメントにより、ユーザーは自分のデジタル署
名用証明書をアップロード、更新、削除できます。

• この AllowManageOwnSSHPublicKeys ステートメントにより、ユーザーは自分の CodeCommit の 
SSH パブリックキーをアップロード、更新、削除できます。

• AllowManageOwnGitCredentials ステートメントにより、ユーザーは自分の CodeCommit の Git 認
証情報をアップロード、更新、削除できます。

• この AllowManageOwnVirtualMFADevice ステートメントにより、ユーザーは自分の仮想 MFA デバ
イスを作成できます。このステートメントのリソース ARN によって、ユーザーが任意の名前の MFA デ
バイスを作成できますが、ポリシー内の他のステートメントでは、ユーザーはデバイスを現在サインイ
ンしているユーザーにしかアタッチできません。

• この AllowManageOwnUserMFA ステートメントでは、ユーザーは自分のユーザーの仮想、U2F、また
はハードウェア MFA デバイスを表示または管理できます。このステートメントのリソース ARN は、
ユーザー自身の IAM ユーザーにのみアクセスを許可します。ユーザーは他のユーザーの MFA デバイス
を表示または管理することはできません。

• DenyAllExceptListedIfNoMFA ステートメントは、ユーザーが MFA でサインインしていない場合
のみ、いくつかのリストされたアクションを除いて、すべての AWS のサービスのすべてのアクション
へのアクセスを拒否します。このステートメントでは、"Deny" と "NotAction" の組み合わせを使
用して、表示されていないすべてのアクションへのアクセスを明示的に拒否しています。リストされて
いる項目は、このステートメントによって拒否または許可されていません。ただし、アクションはポリ
シー内の他のステートメントによって許可されています。このステートメントのロジックの詳細につい
ては、「Deny での NotAction の使用 (p. 1189)」を参照してください。ユーザーが MFA でサインイン
している場合、Condition テストは失敗し、このステートメントはアクションを拒否しません。この
場合、ユーザーの他のポリシーまたは文によってユーザーのアクセス許可が決まります。

このステートメントは、ユーザーが MFA にサインインしていないときに、リストされているアク
ションのみを実行できることを保証します。さらに、他のステートメントまたはポリシーがそれら
のアクションへのアクセスを許可している場合にのみ、リストされているアクションを実行できま
す。iam:ChangePassword アクションは MFA 認証なしには許可されないため、サインイン時にユー
ザーがパスワードを作成することはできません。

...IfExists バージョンの Bool 演算子により、aws:MultiFactorAuthPresent (p. 1259) キー
が見つからない場合、条件は必ず true を返します。つまり､アクセスキーなどの長期認証情報を使用し
て API にアクセスするユーザーは IAM 以外の API オペレーションへのアクセスを拒否されます。

このポリシーでは、IAM コンソールで [Users] (ユーザー) ページを表示したり、そのページを使用し
て自分のユーザー情報にアクセスすることはできません。これを許可するには、 iam:ListUsers ア
クションを AllowViewAccountInfo ステートメントと DenyAllExceptListedIfNoMFA ステー
トメントに追加します。また、ユーザーが自分のユーザーページで自分のパスワードを変更すること
はできません。これを許可するには、iam:GetLoginProfile および iam:UpdateLoginProfile
アクションを AllowManageOwnPasswords ステートメントに追加します。ユーザーが MFA を使
用してサインインしなくても自分のユーザーページから自分のパスワードを変更できるようにするに
は、DenyAllExceptListedIfNoMFA ステートメントにiam:UpdateLoginProfile アクションを追加
します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowViewAccountInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
                "iam:ListVirtualMFADevices" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnPasswords", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ChangePassword", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateAccessKey", 
                "iam:DeleteAccessKey", 
                "iam:ListAccessKeys", 
                "iam:UpdateAccessKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnSigningCertificates", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteSigningCertificate", 
                "iam:ListSigningCertificates", 
                "iam:UpdateSigningCertificate", 
                "iam:UploadSigningCertificate" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteSSHPublicKey", 
                "iam:GetSSHPublicKey", 
                "iam:ListSSHPublicKeys", 
                "iam:UpdateSSHPublicKey", 
                "iam:UploadSSHPublicKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnGitCredentials", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateServiceSpecificCredential", 
                "iam:DeleteServiceSpecificCredential", 
                "iam:ListServiceSpecificCredentials", 
                "iam:ResetServiceSpecificCredential", 
                "iam:UpdateServiceSpecificCredential" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnVirtualMFADevice", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateVirtualMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/*" 
        }, 
        { 
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            "Sid": "AllowManageOwnUserMFA", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeactivateMFADevice", 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "iam:CreateVirtualMFADevice", 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ListVirtualMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice", 
                "sts:GetSessionToken" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS: 特定の日付内で MFA を使用する特定のアクセスを許可す
る
この例は、論理的な AND を使用して評価される複数の条件を使用する ID ベースポリシーを作成する方法
を示しています。これにより、SERVICE-NAME-1 という名前のサービスにフルアクセスでき、ACTION-
NAME-A という名前のサービスの ACTION-NAME-B および SERVICE-NAME-2 アクションにアクセスする
ことができます。これらのアクションは、多要素認証 (MFA) を使用してユーザーが認証された場合にのみ
許可されます。アクセスは、2017 年 7 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日 (UTC、7 月 1 日と 12 月 31 日を
含む) までの間に発生するアクションに限定されます。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI か
ら、このアクションをプログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。このポリシーを使用
するには、サンプルポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの
作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

IAM ポリシーの Condition ブロック内で複数の条件を使用する方法については、「条件内の複数の
値 (p. 1195)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "service-prefix-1:*", 
            "service-prefix-2:action-name-a", 
            "service-prefix-2:action-name-b" 
        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "Bool": {"aws:MultiFactorAuthPresent": true}, 
            "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2017-07-01T00:00:00Z"}, 
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            "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2017-12-31T23:59:59Z"} 
        } 
    }
}

AWS: IAM ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認
証情報) ページで自分の認証情報を管理できるようにします
この例は、IAM ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページで自分のすべての認証
情報を管理できるようにする ID ベースポリシーを作成する方法を示しています。この AWS Management 
Console ページには、アカウント ID や正規ユーザー ID などのアカウント情報が表示されます。ユーザー
は、自分のパスワード、アクセスキー、X.509 証明書、SSH キー、および Git 認証情報を表示および編集
することもできます。この例では、ユーザーの MFA デバイス以外の必要なアクセス許可がポリシーに含
まれているページ上のすべての情報を表示および編集する手順について説明します。ユーザーが MFA を
使用して自らのすべての認証情報を管理することを許可するには、「AWS: MFA で認証された IAM ユー
ザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページで自分の認証情報を管理できるようにしま
す (p. 464)」を参照してください。

ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページにアクセスする方法については、
「IAM ユーザー自身によるパスワードの変更方法 (コンソール) (p. 104)」を参照してください。

このポリシーで行うこと

• この AllowViewAccountInfo ステートメントでは、ユーザーにアカウントレベルの情報を表示しま
す。これらのアクセス許可は、リソース ARN をサポートしていないか、または指定する必要がないた
め、独自のステートメントに含まれている必要があります。代わりに "Resource" : "*" を指定する
アクセス許可を使用します。このステートメントには、ユーザーが特定の情報を表示できるようにする
以下のアクションが含まれています。
• GetAccountPasswordPolicy – IAM ユーザーパスワードを変更しながら、アカウントのパスワード

要件を確認します。
• GetAccountSummary – アカウント ID とアカウントの表示 正規ユーザー ID。

• AllowManageOwnPasswords ステートメントを使用すると、ユーザーは自分のパスワードを変更
できます。このステートメントには GetUser アクションも含まれています。これは、[My security 
credentials] (セキュリティ認証情報) ページのほとんどの情報を表示するために必要です。

• この AllowManageOwnAccessKeys ステートメントにより、ユーザーは自分のアクセスキーを作成、
更新、削除できます。

• この AllowManageOwnSigningCertificates ステートメントにより、ユーザーは自分のデジタル署
名用証明書をアップロード、更新、削除できます。

• このAllowManageOwnSSHPublicKeys ステートメントにより、ユーザーは自分の CodeCommit の 
SSH パブリックキーをアップロード、更新、削除できます。

• この AllowManageOwnGitCredentials ステートメントにより、ユーザーは自分の CodeCommit の 
Git 認証情報をアップロード、更新、削除できます。

このポリシーでは、ユーザーは自分の MFA デバイスを表示または管理できません。このポリ
シーでは、IAM コンソールで [Users] (ユーザー) ページを表示したり、そのページを使用して自
分のユーザー情報にアクセスすることもできません。これを許可するには、iam:ListUsers
アクションを AllowViewAccountInfo ステートメントに追加します。また、ユーザーが
自分のユーザーページで自分のパスワードを変更することはできません。これを許可するに
は、iam:CreateLoginProfile、iam:DeleteLoginProfile、iam:GetLoginProfile、および
iam:UpdateLoginProfile アクションを AllowManageOwnPasswords ステートメントに追加しま
す。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowViewAccountInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
                "iam:GetAccountSummary"        
            ], 
            "Resource": "*" 
        },        
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnPasswords", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ChangePassword", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateAccessKey", 
                "iam:DeleteAccessKey", 
                "iam:ListAccessKeys", 
                "iam:UpdateAccessKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnSigningCertificates", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteSigningCertificate", 
                "iam:ListSigningCertificates", 
                "iam:UpdateSigningCertificate", 
                "iam:UploadSigningCertificate" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteSSHPublicKey", 
                "iam:GetSSHPublicKey", 
                "iam:ListSSHPublicKeys", 
                "iam:UpdateSSHPublicKey", 
                "iam:UploadSSHPublicKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnGitCredentials", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateServiceSpecificCredential", 
                "iam:DeleteServiceSpecificCredential", 
                "iam:ListServiceSpecificCredentials", 
                "iam:ResetServiceSpecificCredential", 
                "iam:UpdateServiceSpecificCredential" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        } 

469



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ポリシーの例

    ]
}

AWS: MFA で認証された IAM ユーザーが [My security 
credentials] (セキュリティ認証情報) ページで自分の MFA デバイ
スを管理できるようにします
この例は、多要素認証 (MFA) (p. 115) によって認証された IAM ユーザーが [My security credentials] (セ
キュリティ認証情報) ページで自分の MFA デバイスを管理できるようにする ID ベースポリシーを作成す
る方法を示しています。この AWS Management Console ページにはアカウントとユーザー情報が表示さ
れますが、ユーザーは自分の MFA デバイスを表示および編集することしかできません。ユーザーに MFA 
を使用して自らのすべての認証情報を管理することを許可するには、「AWS: MFA で認証された IAM ユー
ザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページで自分の認証情報を管理できるようにしま
す (p. 464)」を参照してください。

Note

このポリシーを設定した IAM ユーザーが MFA 認証されていない場合、このポリシーは、MFA 
を使用した認証に必要なアクションを除いて、すべての AWS アクションへのアクセスを
拒否します。AWS CLI および AWS API を使用するには、IAM ユーザーはまず AWS STS
GetSessionToken オペレーションを使用して MFA トークンを取得し、次にそのトークンを使用
して目的のオペレーションを認証する必要があります。リソースベースポリシーや他の ID ベー
スポリシーなどの他のポリシーを使用して、他のサービスでのアクションを許可できます。IAM 
ユーザーが MFA 認証されていない場合、同ポリシーはそのアクセスを拒否します。

ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページにアクセスする方法については、
「IAM ユーザー自身によるパスワードの変更方法 (コンソール) (p. 104)」を参照してください。

このポリシーで行うこと

• この AllowViewAccountInfo ステートメントでは、ユーザーに対して有効になっている仮想 MFA 
デバイスに関する詳細を表示することを許可します。このアクセス許可は、リソース ARN の指定をサ
ポートしていないため、独自のステートメント内になければなりません。または "Resource" : "*"
を指定する必要があります。

• この AllowManageOwnVirtualMFADevice ステートメントにより、ユーザーは自分の仮想 MFA デバ
イスを作成できます。このステートメントのリソース ARN によって、ユーザーが任意の名前の MFA デ
バイスを作成できますが、ポリシー内の他のステートメントでは、ユーザーはデバイスを現在サインイ
ンしているユーザーにしかアタッチできません。

• この AllowManageOwnUserMFA ステートメントでは、ユーザーは自分のユーザーの仮想、U2F、また
はハードウェア MFA デバイスを表示または管理できます。このステートメントのリソース ARN は、
ユーザー自身の IAM ユーザーにのみアクセスを許可します。ユーザーは他のユーザーの MFA デバイス
を表示または管理することはできません。

• DenyAllExceptListedIfNoMFA ステートメントは、ユーザーが MFA でサインインしていない場合
のみ、いくつかのリストされたアクションを除いて、すべての AWS のサービスのすべてのアクション
へのアクセスを拒否します。このステートメントでは、"Deny" と "NotAction" の組み合わせを使
用して、表示されていないすべてのアクションへのアクセスを明示的に拒否しています。リストされて
いる項目は、このステートメントによって拒否または許可されていません。ただし、アクションはポリ
シー内の他のステートメントによって許可されています。このステートメントのロジックの詳細につい
ては、「Deny での NotAction の使用 (p. 1189)」を参照してください。ユーザーが MFA でサインイン
している場合、Condition テストは失敗し、このステートメントはアクションを拒否しません。この
場合、ユーザーの他のポリシーまたは文によってユーザーのアクセス許可が決まります。

このステートメントは、ユーザーが MFA にサインインしていないときに、リストされているアクショ
ンのみを実行できることを保証します。さらに、他のステートメントまたはポリシーがそれらのアク
ションへのアクセスを許可している場合にのみ、リストされているアクションを実行できます。
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...IfExists バージョンの Bool 演算子により、aws:MultiFactorAuthPresent キーが見つから
ない場合、条件は必ず true を返します。つまり､アクセスキーなどの長期認証情報を使用して API オペ
レーションにアクセスするユーザーは IAM 以外の API オペレーションへのアクセスを拒否されます。

このポリシーでは、IAM コンソールで [ユーザー] ページを表示したり、そのページを使用して自分の
ユーザー情報にアクセスすることはできません。これを許可するには、 iam:ListUsers アクションを
AllowViewAccountInfo ステートメントと DenyAllExceptListedIfNoMFA ステートメントに追加し
ます。

Warning

MFA 認証なしで MFA デバイスを削除するためのアクセス許可を追加しないでくださ
い。このポリシーを持つユーザーは、仮想化 MFA デバイスを割り当てようとする場合
に、iam:DeleteVirtualMFADevice を実行する権限がないというエラーが表示されること
があります。このような場合には、そのアクセス許可を DenyAllExceptListedIfNoMFA ス
テートメントに追加しないようにします。MFA を使用して認証されていないユーザーは、MFA 
デバイスを削除してはいけません。ユーザーが以前に自分のユーザーに仮想 MFA デバイスの
割り当てを開始して処理をキャンセルした場合、このエラーが表示されることがあります。
この問題を解決するには、ユーザーまたは他の管理者が AWS CLI または AWS API を使用
してユーザーの既存の仮想化 MFA デバイスを削除する必要があります。詳細については、
「iam:DeleteVirtualMFADevice を実行する権限がありません (p. 1085)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowViewAccountInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:ListVirtualMFADevices", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnVirtualMFADevice", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateVirtualMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnUserMFA", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeactivateMFADevice", 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyAllExceptListedIfNoMFA", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "iam:CreateVirtualMFADevice", 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ListVirtualMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice", 
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                "sts:GetSessionToken" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"} 
            } 
        } 
    ]
}

AWS: IAM ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認
証情報) ページで自分のコンソールパスワードを変更できるよう
にします
この例は、IAM ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) のページで自分の AWS 
Management Console パスワードを変更できるようにする ID ベースポリシーを作成する方法を示してい
ます。この AWS Management Console ページにはアカウントとユーザー情報が表示されますが、ユー
ザーは自分のパスワードにアクセスすることしかできません。ユーザーに MFA を使用して自らのすべ
ての認証情報を管理することを許可するには、「AWS: MFA で認証された IAM ユーザーが [My security 
credentials] (セキュリティ認証情報) ページで自分の認証情報を管理できるようにします (p. 464)」を参
照してください。ユーザーに MFA を使用せずに自らの認証情報を管理することを許可するには、「AWS: 
IAM ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページで自分の認証情報を管理できるよ
うにします (p. 468)」を参照してください。

ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページにアクセスする方法については、
「IAM ユーザー自身によるパスワードの変更方法 (コンソール) (p. 104)」を参照してください。

このポリシーで行うこと

• ViewAccountPasswordRequirements ステートメントでは、ユーザーは自分の IAM ユーザーパス
ワードを変更しながらアカウントパスワードの要件を確認できます。

• ChangeOwnPassword ステートメントを使用すると、ユーザーは自分のパスワードを変更できます。
このステートメントには GetUser アクションも含まれています。これは、[My security credentials] (セ
キュリティ認証情報) ページのほとんどの情報を表示するために必要です。

このポリシーでは、IAM コンソールで [ユーザー] ページを表示したり、そのページを使用して自
分のユーザー情報にアクセスすることはできません。これを許可するには、iam:ListUsers ア
クションを ViewAccountPasswordRequirements ステートメントに追加します。また、ユー
ザーが自分のユーザーページで自分のパスワードを変更することはできません。これを許可するに
は、iam:GetLoginProfile および iam:UpdateLoginProfile アクションを ChangeOwnPasswords
ステートメントに追加します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewAccountPasswordRequirements", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ChangeOwnPassword", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ChangePassword" 
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            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        } 
    ]
}

AWS: IAM ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認
証情報) ページで自分のパスワード、アクセスキー、および SSH 
パブリックキーを管理できるようにします
この例は、IAM ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページで自分のパスワード、
アクセスキー、および X.509 証明書を管理できるようにする ID ベースポリシーを作成する方法を示し
ています。この AWS Management Console ページには、アカウント ID や正規ユーザー ID などのアカ
ウント情報が表示されます。ユーザーは、自分のパスワード、アクセスキー、MFA デバイス、X.509 証
明書、SSH キー、および Git 認証情報を表示および編集することもできます。このポリシー例には、パ
スワード、アクセスキー、および X.509 証明書のみを表示および編集するために必要なアクセス許可が
含まれています。ユーザーに MFA を使用して自らのすべての認証情報を管理することを許可するには、
「AWS: MFA で認証された IAM ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページで自
分の認証情報を管理できるようにします (p. 464)」を参照してください。ユーザーに MFA を使用せずに
自らの認証情報を管理することを許可するには、「AWS: IAM ユーザーが [My security credentials] (セキュ
リティ認証情報) ページで自分の認証情報を管理できるようにします (p. 468)」を参照してください。

ユーザーが [My security credentials] (セキュリティ認証情報) ページにアクセスする方法については、
「IAM ユーザー自身によるパスワードの変更方法 (コンソール) (p. 104)」を参照してください。

このポリシーで行うこと

• この AllowViewAccountInfo ステートメントでは、ユーザーにアカウントレベルの情報を表示しま
す。これらのアクセス許可は、リソース ARN をサポートしていないか、または指定する必要がないた
め、独自のステートメントに含まれている必要があります。代わりに "Resource" : "*" を指定する
アクセス許可を使用します。このステートメントには、ユーザーが特定の情報を表示できるようにする
以下のアクションが含まれています。
• GetAccountPasswordPolicy – IAM ユーザーパスワードを変更しながら、アカウントのパスワード

要件を確認します。
• GetAccountSummary – アカウント ID とアカウントの表示 正規ユーザー ID。

• AllowManageOwnPasswords ステートメントを使用すると、ユーザーは自分のパスワードを変更
できます。このステートメントには GetUser アクションも含まれています。これは、[My security 
credentials] (セキュリティ認証情報) ページのほとんどの情報を表示するために必要です。

• この AllowManageOwnAccessKeys ステートメントにより、ユーザーは自分のアクセスキーを作成、
更新、削除できます。

• この AllowManageOwnSSHPublicKeys ステートメントにより、ユーザーは自分の CodeCommit の 
SSH パブリックキーをアップロード、更新、削除できます。

このポリシーでは、ユーザーは自分の MFA デバイスを表示または管理できません。このポリシーで
は、IAM コンソールで [Users] (ユーザー) ページを表示したり、そのページを使用して自分のユー
ザー情報にアクセスすることもできません。これを許可するには、iam:ListUsers アクションを
AllowViewAccountInfo ステートメントに追加します。また、ユーザーが自分のユーザーページで自
分のパスワードを変更することはできません。これを許可するには、iam:GetLoginProfile および
iam:UpdateLoginProfile アクションを AllowManageOwnPasswords ステートメントに追加しま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowViewAccountInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
                "iam:GetAccountSummary" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnPasswords", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ChangePassword", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateAccessKey", 
                "iam:DeleteAccessKey", 
                "iam:ListAccessKeys", 
                "iam:UpdateAccessKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnSSHPublicKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteSSHPublicKey", 
                "iam:GetSSHPublicKey", 
                "iam:ListSSHPublicKeys", 
                "iam:UpdateSSHPublicKey", 
                "iam:UploadSSHPublicKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        } 
    ]
}

AWS: リクエストされたリージョンに基づいて、AWS へのアク
セスを拒否する
この例は、NotAction を使用して指定したサービスのアクションを除く、aws:RequestedRegion 条件
キーを使用して指定したリージョン外のアクションへのアクセスを拒否する ID ベースポリシーを作成する
方法を示しています。このポリシーは、プログラムおよびコンソールアクセスのアクセス許可を定義しま
す。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を独自の情報に置き換え
ます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

このポリシーは、ステートメントにリストされていないすべてのアクションへのアクセスを拒否す
る NotAction 効果がある Deny 要素を使用します。CloudFront、IAM、Route 53、および AWS 
Support サービスでのアクションは、物理的に AWS リージョンにある単一のエンドポイントを持
つ一般的な us-east-1 グローバルサービスであるため、拒否しないでください。これらのサービ
スに対するすべてのリクエストは us-east-1 リージョンに対して行われるため、リクエストは
NotAction 要素なしでは拒否されます。この要素を編集して、使用する他の AWS グローバルサービス 
(budgets、globalaccelerator、importexport、organizations、または waf など) のアクショ
ンを含めます。AWS Chatbot や AWS Device Farmなど、その他のグローバルサービスは、エンドポイン
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トが us-west-2 リージョンに物理的に配置されているグローバルサービスです。単一のグローバルエン
ドポイントを持つすべてのサービスについては、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS リージョンとエ
ンドポイント」を参照してください。NotAction 効果を持つ Deny 要素の使用の詳細については、「IAM 
JSON ポリシー要素NotAction (p. 1189)」を参照してください。

Important

このポリシーでは、アクションを許可しません。特定のアクションを許可する他のポリシーと組
み合わせてこのポリシーを使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyAllOutsideRequestedRegions", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                 "cloudfront:*", 
                "iam:*", 
                "route53:*", 
                "support:*"
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:RequestedRegion": [ 
                         "eu-central-1", 
                        "eu-west-1", 
                        "eu-west-2", 
                        "eu-west-3"
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS: 送信元 IP に基づいて AWS へのアクセスを拒否する
この例は、指定した IP 範囲外のプリンシパルからリクエストが送信された場合に、アカウントのすべての 
AWS のアクションへのアクセスを拒否する ID ベースポリシーを作成する方法を示しています。ポリシー
は、会社の IP アドレスが指定された範囲内にある場合に有用です。ポリシーでは、プリンシパルの認証情
報を使用した AWS サービスからのリクエストは拒否されません。このポリシーは、プログラムおよびコ
ンソールアクセスのアクセス許可を定義します。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの####
###############を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編
集 (p. 543)の手順に従います。

"Effect": "Deny" と同じポリシーステートメントで負の条件を使用する際は注意してください。負の
条件を使用すると、ポリシーステートメントで指定されたアクションは、指定されたものを除くすべての
条件で明示的に拒否されます。

さらに、このポリシーには複数の条件キー (p. 1204)その結果、論理的なAND。このポリシーでは、AWS 
サービスが not を呼び出したときに、送信元IPアドレスが指定された範囲 AND の AWS である場合、すべ
ての not アクションが拒否されます。

Important

このポリシーでは、アクションを許可しません。特定のアクションを許可する他のポリシーと組
み合わせてこのポリシーを使用します。
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他のポリシーでアクションが許可されている場合、プリンシパルは IP アドレス範囲内からリクエストを実
行することができます。AWS サービスは、プリンシパルの認証情報を使用してリクエストを実行すること
もできます。プリンシパルが IP 範囲外からリクエストを実行すると、リクエストは拒否されます。

ポリシーで aws:SourceIp キーが機能しない場合の情報など、aws:ViaAWSService および
aws:SourceIp 条件キーの使用の詳細については、「AWS グローバル条件コンテキストキー (p. 1253)」
を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": "*", 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "NotIpAddress": { 
                "aws:SourceIp": [ 
                    "192.0.2.0/24", 
                    "203.0.113.0/24" 
                ] 
            }, 
            "Bool": {"aws:ViaAWSService": "false"} 
        } 
    }
}

AWS: AWS Data Exchange を除くアカウント外の Amazon S3 
リソースへのアクセスを拒否する
この例では、AWS Data Exchange が通常のオペレーションに必要とするリソースを除いた、アカウント
に属さない AWS のすべてのリソースへのアクセスを拒否する ID ベースのポリシーを作成する方法を示し
ます。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を独自の情報に置き換
えます。次に、「ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)」の手順に従います。

条件キー aws:ResourceOrgPaths および aws:ResourceOrgID を使用して AWS Data Exchange 所有
のリソースを考慮しながら、組織または組織単位内のリソースへのアクセスを制限するために、類似ポリ
シーを作成できます。

ご自分の環境で AWS Data Exchange を使用する場合、サービスはサービスアカウントが所有す
る Amazon S3 バケットなどのリソースを作成し、操作します。たとえば、AWS Data Exchange 
は、IAM プリンシパル (ユーザーまたはロール) に代わって AWS Data Exchange API を呼び出す 
AWS Data Exchange サービスが所有する Amazon S3 バケットに要求を送信します。その場合
は、aws:ResourceAccount、aws:ResourceOrgPaths、aws:ResourceOrgID ポリシーを使用し
て、AWS Data Exchange が所有するリソースを考慮せず、サービスアカウントが所有するバケットへの
アクセスを拒否します。

• ステートメント DenyAllAwsResourcesOutsideAccountExceptS3 では、ステートメントにリス
ト表示されておらず、またリスト表示されたアカウントに属していないすべてのアクションへのアクセ
スを明確に拒否する効果を持つ NotAction 要素を使用します。NotAction 要素は、このステートメ
ントの例外を示します。これらのアクションは、ステートメントの例外を示します。これは AWS Data 
Exchange によって作成されたリソースでアクションが実行されると、ポリシーによってアクションが
拒否されるためです。

• このステートメント DenyAllS3ResoucesOutsideAccountExceptDataExchange
は、ResourceAccount および CalledVia の条件の組み合わせを使用して、前のステートメン
トで除外された 3 つの Amazon S3 アクションへのアクセスを拒否します。このステートメント
は、そのリソースがリスト表示されたアカウントに属していない場合、そして呼び出しサービス
が AWS Data Exchange でない場合にアクションを拒否します。このステートメントは、リソー
スがリスト表示されたアカウントに属しているか、リスト表示されているサービスプリンシパル
dataexchange.amazonaws.com が操作を行う場合には、アクションを拒否しません。
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Important

このポリシーでは、アクションを許可しません。それは、リスト表示されたアカウントに属さな
いステートメントでリスト表示された、すべてのリソースへのアクセスを明確に拒否する Deny
の効果を使用します。特定のリソースへのアクセスを許可する他のポリシーと組み合わせてこの
ポリシーを使用します。

次の例は、必要な Amazon S3 バケットへのアクセスを許可するためにポリシーを設定する方法を示して
います。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DenyAllAwsReourcesOutsideAccountExceptAmazonS3", 
      "Effect": "Deny", 
      "NotAction": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:PutObjectAcl" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringNotEquals": { 
          "aws:ResourceAccount": [ 
            "111122223333" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "DenyAllS3ResourcesOutsideAccountExceptDataExchange", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject", 
        "s3:PutObjectAcl" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringNotEquals": { 
          "aws:ResourceAccount": [ 
            "111122223333" 
          ] 
        }, 
        "ForAllValues:StringNotEquals": { 
          "aws:CalledVia": [ 
            "dataexchange.amazonaws.com" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS Data Pipeline: ユーザーが作成していない DataPipeline パ
イプラインへのアクセスを拒否する
この例では、ユーザーが作成していないパイプラインへのアクセスを拒否する ID ベースポリシーを作成す
る方法を示します。PipelineCreator フィールドの値が IAM ユーザー名と一致する場合、指定されたア
クションは拒否されません。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、このアクションをプロ
グラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。
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Important

このポリシーでは、アクションを許可しません。特定のアクションを許可する他のポリシーと組
み合わせてこのポリシーを使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ExplicitDenyIfNotTheOwner", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "datapipeline:ActivatePipeline", 
                "datapipeline:AddTags", 
                "datapipeline:DeactivatePipeline", 
                "datapipeline:DeletePipeline", 
                "datapipeline:DescribeObjects", 
                "datapipeline:EvaluateExpression", 
                "datapipeline:GetPipelineDefinition", 
                "datapipeline:PollForTask", 
                "datapipeline:PutPipelineDefinition", 
                "datapipeline:QueryObjects", 
                "datapipeline:RemoveTags", 
                "datapipeline:ReportTaskProgress", 
                "datapipeline:ReportTaskRunnerHeartbeat", 
                "datapipeline:SetStatus", 
                "datapipeline:SetTaskStatus", 
                "datapipeline:ValidatePipelineDefinition" 
            ], 
            "Resource": ["*"], 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": {"datapipeline:PipelineCreator": "${aws:userid}"} 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon DynamoDB: 特定のテーブルへのアクセスの許可
この例は、MyTable DynamoDB テーブルへのフルアクセスを許可する ID ベースポリシーを作成する方
法を示しています。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、このアクションをプログラムで
完了するために必要なアクセス権を許可します。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの####
###############を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編
集 (p. 543)の手順に従います。

Important

このポリシーは、DynamoDB テーブルで実行できるすべてのアクションを許可します。これらの
アクションを確認するには、Amazon DynamoDB デベロッパーガイドの「DynamoDB API の許
可: アクション、リソース、条件リファレンス」を参照してください。個別のアクションを一覧表
示して、同じアクセス許可を提供することができます。ただし、Action 要素でワイルドカード 
(*) を使用している場合 ("dynamodb:List*" など)、DynamoDB で新しい List アクションが追
加されても、ポリシーを更新する必要はありません。

このポリシーは、指定された名前で存在する DynamoDB テーブルでのみアクションを許可します。ユー
ザーに DynamoDB 全体への Read アクセスを許可するために、AmazonDynamoDBReadOnlyAccess
AWS 管理ポリシーをアタッチすることもできます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Sid": "ListAndDescribe", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:List*", 
                "dynamodb:DescribeReservedCapacity*", 
                "dynamodb:DescribeLimits", 
                "dynamodb:DescribeTimeToLive" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "SpecificTable", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:BatchGet*", 
                "dynamodb:DescribeStream", 
                "dynamodb:DescribeTable", 
                "dynamodb:Get*", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:Scan", 
                "dynamodb:BatchWrite*", 
                "dynamodb:CreateTable", 
                "dynamodb:Delete*", 
                "dynamodb:Update*", 
                "dynamodb:PutItem" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/MyTable" 
        } 
    ]
}

Amazon DynamoDB: 特定の属性へのアクセスの許可
この例では、特定の DynamoDB 属性へのアクセスを許可する ID ベースポリシーを作成する方法を示しま
す。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、このアクションをプログラムで完了するために
必要なアクセス権を許可します。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの###############
####を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手
順に従います。

dynamodb:Select 要件により、インデックスの射影からなど、API アクションが許可されていない属
性を返さないようにします。DynamoDB 条件キーの詳細については、『 Amazon DynamoDB 開発者ガイ
ド』の「条件の指定: 条件キーの使用」を参照してください。IAM ポリシーの Condition ブロック内の複
数条件および複数条件キーの使用については、条件内の複数の値 (p. 1195) を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:BatchGetItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:UpdateItem", 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:BatchWriteItem" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:dynamodb:*:*:table/table-name"], 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "dynamodb:Attributes": [ 
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                        "column-name-1", 
                        "column-name-2", 
                        "column-name-3" 
                    ] 
                }, 
                "StringEqualsIfExists": {"dynamodb:Select": "SPECIFIC_ATTRIBUTES"} 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon DynamoDB: Amazon Cognito ID に基づいて DynamoDB 
への項目レベルのアクセスを許可する
この例は、Amazon Cognito ID に基づいて MyTable DynamoDB テーブルへのアイテムレベルのアクセス
を許可する ID ベースポリシーを作成する方法を示しています。このポリシーでは、AWS API または AWS 
CLI から、このアクションをプログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。このポリシー
を使用するには、サンプルポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリ
シーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

このポリシーを使用するには、Amazon Cognito ユーザー ID がパーティションキーとなるように 
DynamoDB テーブルを作成する必要があります。詳細については、Amazon DynamoDB 開発者ガイドの
テーブルの作成を参照してください。

条件キーの詳細については、『Amazon DynamoDB 開発者ガイド』の「条件の指定: 条件キーの使用」を
参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:UpdateItem" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:dynamodb:*:*:table/MyTable"], 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "dynamodb:LeadingKeys": ["${cognito-identity.amazonaws.com:sub}"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon EC2: EC2 インスタンスにボリュームをアタッチまたは
デタッチする
この例では、EBS ボリュームの所有者が指定された EC2 インスタンスにボリュームをアタッチま
たはデタッチすることを許可する ID ベースのポリシーを作成する方法を示します。インスタンス
は、Condition 要素中の ARN で指定します。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、こ
のアクションをプログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。このポリシーを使用する
には、サンプルポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作
成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。
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Amazon EC2 インスタンスは、インスタンスプロファイルにアタッチされている EC2 インスタンスの
AWS サービスロール (p. 185)によって付与されたアクセス許可で AWS コマンドを実行できます。こ
のポリシーをロールにアタッチするか、このステートメントを既存のポリシーに追加することができま
す。instance-id により特定されるインスタンスのみが、独自のものを含め、アカウントのインスタン
スへボリュームをアタッチまたはデタッチできます。より大規模なポリシーに含まれる可能性のあるそ
の他のステートメントの要素は、この 1 つのステートメントの制限によって影響を受けません。Amazon 
EC2リソースへのアクセスを制御するIAMポリシーの作成の詳細については、「Linuxインスタンス用
AmazonEC2ユーザーガイド」の「AmazonEC2リソースへのアクセスの制御」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:AttachVolume", 
                "ec2:DetachVolume" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "ArnEquals": {"ec2:SourceInstanceARN": "arn:aws:ec2:*:*:instance/instance-
id"} 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon EC2: タグに基づいて EC2 インスタンスに Amazon EBS 
ボリュームをアタッチまたはデタッチする
この例は、EBS ボリュームの所有者によって、開発インスタンス (Department=Development) として
タグ付けされた EC2 インスタンスのタグ VolumeUser を使用して定義された EBS ボリュームをアタッ
チまたはデタッチすることを許可する ID ベースポリシーの作成方法を示しています。このポリシーで
は、AWS API または AWS CLI から、このアクションをプログラムで完了するために必要なアクセス権を
許可します。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を独自の情報に
置き換えます。次に、「ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)」の手順に従います。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:AttachVolume", 
                "ec2:DetachVolume" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Department": "Development"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:AttachVolume", 
                "ec2:DetachVolume" 
            ], 
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            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:volume/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/VolumeUser": "${aws:username}"} 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon EC2: 特定のサブネットで EC2 インスタンスを起動する
ことをプログラムによりコンソールで許可する
この例では、特定のサブネットですべての EC2 オブジェクトと EC2 インスタンスの起動を許可する ID 
ベースのポリシーを作成する方法を示します。このポリシーは、プログラムおよびコンソールアクセスの
アクセス許可を定義します。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの##################
#を独自の情報に置き換えます。次に、「ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)」の
手順に従います。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:Describe*", 
                "ec2:GetConsole*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:RunInstances", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:subnet/subnet-subnet-id", 
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:volume/*", 
                "arn:aws:ec2:*::image/ami-*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:key-pair/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:security-group/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Amazon EC2: 特定のキーと値のペアでタグ付けされた EC2 セ
キュリティグループの管理をプログラムによりコンソールで許可
する
この例では、同じタグを持つセキュリティグループに対して、特定のアクションを実行するためのアクセ
ス許可をユーザーに与える、ID ベースのポリシーを作成する方法を示します。このポリシーは、Amazon 
EC2 コンソールでセキュリティグループを表示し、インバウンドおよびアウトバウンドのルールを追加お
よび削除し、タグ Department=Test を含む既存のセキュリティグループのルール説明を変更するアク
セス許可をユーザーに付与します。このポリシーは、プログラムおよびコンソールアクセスのアクセス許
可を定義します。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を独自の情
報に置き換えます。次に、「ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)」の手順に従いま
す。

{ 
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   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [{ 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "ec2:DescribeSecurityGroups", 
         "ec2:DescribeSecurityGroupRules", 
         "ec2:DescribeTags" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",  
         "ec2:RevokeSecurityGroupIngress",  
         "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",  
         "ec2:RevokeSecurityGroupEgress",  
         "ec2:ModifySecurityGroupRules", 
         "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsIngress",  
         "ec2:UpdateSecurityGroupRuleDescriptionsEgress" 
      ], 
      "Resource": [ 
         "arn:aws:ec2:region:111122223333:security-group/*" 
      ], 
      "Condition": { 
         "StringEquals": { 
            "aws:ResourceTag/Department": "Test" 
         } 
      } 
     },      
     { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "ec2:ModifySecurityGroupRules" 
      ], 
      "Resource": [ 
         "arn:aws:ec2:region:111122223333:security-group-rule/*" 
      ] 
     } 
   ]
}

Amazon EC2: プログラムおよびコンソールでユーザーがタグ付
けされた EC2 インスタンスの起動や停止を許可する
この例は、IAM ユーザーが EC2 インスタンスを開始または停止できるようにする ID ベースのポリシーを
作成する方法を示していますが、インスタンスタグ Owner にそのユーザーのユーザー名の値がある場合に
限ります。このポリシーは、プログラムおよびコンソールアクセスのアクセス許可を定義します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:StartInstances", 
                "ec2:StopInstances" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}" 
                } 
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            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:DescribeInstances", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

EC2: タグに基づくインスタンスの開始または停止
この例は、タグのキーバリューのペア Department = Data を持つプリンシパルによってのみ、タグ
のキーバリューペア Project = DataAnalytics を持つインスタンスの開始または停止を許可する ID 
ベースのポリシーを作成する方法を示しています。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、
このアクションをプログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。このポリシーを使用する
には、サンプルポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作
成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

ポリシーの条件によって、条件のいずれも true の場合には true が返ります。インスタンスには
Project=DataAnalytics タグが必要です。さらに、リクエストを行うIAM プリンシパル (ユーザーまた
はロール) には、Department=Data タグが必要です。

Note

ベストプラクティスとして、ユーザーの特定のタグの有無に対応できるよう
に、aws:PrincipalTag 条件キーを持つポリシーを IAM グループにアタッチします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "StartStopIfTags", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:StartInstances", 
                "ec2:StopInstances" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:region:account-id:instance/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Project": "DataAnalytics", 
                    "aws:PrincipalTag/Department": "Data" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

EC2: 一致するプリンシパルタグとリソースタグに基づいてイン
スタンスを開始または停止する
この例では、インスタンスのリソースタグとプリンシパルのタグのタグキー CostCenter の値が同じで
ある場合にプリンシパルが Amazon EC2 インスタンスの起動または停止を許可する ID ベースのポリシー
を作成する方法を示します。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、このアクションをプ
ログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。このポリシーを使用するには、サンプルポリ
シーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポ
リシーの編集 (p. 543)の手順に従います。
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Note

ベストプラクティスとして、ユーザーの特定のタグの有無に対応できるよう
に、aws:PrincipalTag 条件キーを持つポリシーを IAM グループにアタッチします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "ec2:startInstances", 
            "ec2:stopInstances" 
        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition": {"StringEquals":  
            {"aws:ResourceTag/CostCenter": "${aws:PrincipalTag/CostCenter}"}} 
    }
}

Amazon EC2: 特定のリージョンでの完全な EC2 アクセスをプロ
グラムによりコンソールで許可する
この例では、特定のリージョン内で完全な EC2 アクセスを許可する ID ベースのポリシーを作成する方法
を示します。このポリシーは、プログラムおよびコンソールアクセスのアクセス許可を定義します。この
ポリシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。次
に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。リージョンコードの一
覧については、Amazon EC2 ユーザーガイドの「使用可能なリージョン」を参照してください。

または、グローバル条件キー aws:RequestedRegion, を使用することもできます。これは、すべての 
Amazon EC2 API アクションによってサポートされています。詳細については、Amazon EC2 ユーザーガ
イドの「例: 特定のリージョンへのアクセスの制限」をご参照ください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": "ec2:*", 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Allow", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "ec2:Region": "us-east-2" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon EC2: EC2 インスタンスの起動または停止、およびセ
キュリティグループの変更を、プログラムによりコンソールで許
可する
この例では、特定の EC2 インスタンスの起動または停止、特定のセキュリティグループの変更を許可する 
ID ベースのポリシーを作成する方法を示します。このポリシーは、プログラムおよびコンソールアクセス
のアクセス許可を定義します。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの#################
##を独自の情報に置き換えます。次に、「ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)」の
手順に従います。
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeInstances", 
        "ec2:DescribeSecurityGroups", 
        "ec2:DescribeSecurityGroupReferences", 
        "ec2:DescribeStaleSecurityGroups" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Effect": "Allow" 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", 
        "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
        "ec2:RevokeSecurityGroupEgress", 
        "ec2:RevokeSecurityGroupIngress", 
        "ec2:StartInstances", 
        "ec2:StopInstances" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-instance-id", 
        "arn:aws:ec2:*:*:security-group/sg-security-group-id" 
      ], 
      "Effect": "Allow" 
    } 
  ]
}

Amazon EC2: 特定の EC2 オペレーション (GetSessionToken) に
対して MFA を必要とします。
この例は、Amazon EC2 のすべての AWS API オペレーションへのフルアクセスを許可する ID ベースの
ポリシーを作成する方法を示しています。ただし、ユーザーが多要素認証 (MFA)  (p. 115)を使用して認証
されていない場合は、StopInstances および TerminateInstances APIオペレーションへのアクセス
を明示的に拒否します。これをプログラムで行うには、GetSessionToken オペレーションを呼び出すと
きにユーザーはオプションの SerialNumber および TokenCode 値を含める必要があります。このオペ
レーションでは、MFA を使用して認証された一時認証情報を返します。GetSessionToken の詳細について
は、「GetSessionToken — 信頼されていない環境にあるユーザー向けの一時的認証情報 (p. 365)」を参照
してください。

このポリシーで行うこと

• この AllowAllActionsForEC2 ステートメントではすべての Amazon EC2 アクションが許可されま
す。

• DenyStopAndTerminateWhenMFAIsNotPresent ステートメントは、MFA コンテキストが欠落して
いる場合に、StopInstances および TerminateInstances のアクションを拒否します。これは、多
要素認証コンテキストがない場合 (MFA が使用されなかったことを意味します) にアクションが拒否され
ることを意味します。拒否が許可に優先します。

Note

Deny ステートメントの MultiFactorAuthPresent の条件チェックは、MFA 
が使用されていなければ該当キーが存在せず、評価できないため、{"Bool":
{"aws:MultiFactorAuthPresent":false}} となりません。その代わりに、BoolIfExists
チェックを使用して、値をチェックする前にキーが存在するかどうか確認します。詳細について
は、「IfExists 条件演算子 (p. 1203)」を参照してください。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAllActionsForEC2", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyStopAndTerminateWhenMFAIsNotPresent", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "ec2:StopInstances", 
                "ec2:TerminateInstances" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": false} 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon EC2: 終了する EC2 インスタンスを IP アドレス範囲に
制限する
この例は、アクションを許可することで EC2 インスタンスを制限する ID ベースのポリシーを作成する
方法を示していますが、リクエストが指定された IP 範囲外から送信された場合は明示的にアクセスを拒
否します。ポリシーは、会社の IP アドレスが指定された範囲内にある場合に有用です。このポリシーで
は、AWS API または AWS CLI から、このアクションをプログラムで完了するために必要なアクセス権を
許可します。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を独自の情報に
置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

このポリシーを、ec2:TerminateInstances アクションを許可する他のポリシー 
(AmazonEC2FullAccess AWS 管理ポリシーなど) と組み合わせて使用すると、アクセスは拒否されます。
これは、明示的な拒否のステートメントは許可のステートメントより優先されるからです。詳細について
は、「the section called “アカウント内でのリクエストの許可または拒否の決定” (p. 1223)」を参照してく
ださい。

Important

aws:SourceIp 条件キーは、お客様に代わって呼び出しを行う AWS CloudFormation などの 
AWS サービスへのアクセスを拒否します。aws:SourceIp 条件キーの使用に関する詳細につい
ては、「AWS グローバル条件コンテキストキー (p. 1253)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": ["ec2:TerminateInstances"], 
            "Resource": ["*"] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": ["ec2:TerminateInstances"], 
            "Condition": { 
                "NotIpAddress": { 
                    "aws:SourceIp": [ 
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                        "192.0.2.0/24", 
                        "203.0.113.0/24" 
                    ] 
                } 
            }, 
            "Resource": ["*"] 
        } 
    ]
}

IAM: Policy Simulator API へのアクセス
この例では、ユーザー、グループ、現在の AWS アカウント のロールにアタッチされたポリシーに、ポリ
シーシミュレータ API の使用を許可する ID ベースのポリシーを作成する方法を示します。このポリシー
は、文字列として API に渡される機密性の低いポリシーをシミュレートするアクセスも許可します。この
ポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、このアクションをプログラムで完了するために必要なア
クセス権を許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:GetContextKeysForCustomPolicy", 
                "iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy", 
                "iam:SimulateCustomPolicy", 
                "iam:SimulatePrincipalPolicy" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Note

ユーザーに、現在の AWS アカウント のユーザー、グループ、ロールにアタッチされたポリシー
をシミュレートする Policy Simulator コンソールへのアクセスを許可するには、「IAM: Policy 
Simulator のコンソールへのアクセス (p. 488)」を参照してください。

IAM: Policy Simulator のコンソールへのアクセス
この例では、ユーザー、グループ、現在の AWS アカウント のロールにアタッチされたポリシーに、ポリ
シーシミュレータのコンソールの使用を許可する ID ベースのポリシーを作成する方法を示します。このポ
リシーでは、AWS API または AWS CLI から、このアクションをプログラムで完了するために必要なアク
セス権を許可します。

IAM Policy Simulator コンソールは https://policysim.aws.amazon.com/ でアクセスできます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroup", 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetRole", 
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                "iam:GetRolePolicy", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListAttachedRolePolicies", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListGroups", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListRolePolicies", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

IAM: 特定のタグを持つロールを引き受ける
この例では、IAM ユーザーがタグのキーバリューのペア Project = ExampleCorpABC を持つロールを
引き受けることを許可する ID ベースのポリシーの作成方法を示します。このポリシーでは、AWS API ま
たは AWS CLI から、このアクションをプログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。こ
のポリシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。
次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

このタグを持つロールがユーザーと同じアカウントに存在する場合、ユーザーはそのロールを引き受ける
ことができます。このタグを持つロールがユーザー以外のアカウントに存在する場合は、追加のアクセス
許可が必要です。クロスアカウントロールの信頼ポリシーでは、ユーザーまたはユーザーのアカウントの
すべてのメンバーがそのロールを引き受けることも許可する必要があります。クロスアカウントアクセス
のロールの使用に関する詳細情報は、「所有している別の AWS アカウント へのアクセス権を IAM ユー
ザーに提供 (p. 188)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AssumeTaggedRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"iam:ResourceTag/Project": "ExampleCorpABC"} 
            } 
        } 
    ]
}

IAM: 複数のサービスへのアクセスをプログラムによりコンソー
ルで許可および拒否する
この例では、IAM で複数のサービスへのフルアクセスと IAM の制限された自己管理アクセスを許可する 
ID ベースのポリシーを作成する方法を示します。また、Amazon S3 の logs バケットまたは Amazon 
EC2 の i-1234567890abcdef0 インスタンスへのアクセスを拒否します。このポリシーは、プログラ
ムおよびコンソールアクセスのアクセス許可を定義します。このポリシーを使用するには、サンプルポリ
シーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポ
リシーの編集 (p. 543)の手順に従います。
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Warning

このポリシーは、複数のサービスのすべてのアクションとリソースへのフルアクセスを許可しま
す。このポリシーは、信頼されている管理者にのみ適用する必要があります。

このポリシーをアクセス許可の境界として使用して、アイデンティティベースのポリシーが IAM ユーザー
に付与できる最大のアクセス許可の上限を定義できます。詳細については、「アクセス許可の境界を使用
した他のユーザーへの責任の委任 (p. 438)」を参照してください。ポリシーがユーザーのアクセス許可の
境界として使用される場合、ステートメントは次の境界を定義します。

• この AllowServices ステートメントでは、指定された AWS のサービスへのフルアクセスを許可しま
す。つまり、これらのサービスにおけるユーザーのアクションは、ユーザーにアタッチされているアク
セス許可ポリシーによってのみ制限されます。

• AllowIAMConsoleForCredentials ステートメントは、すべての IAM ユーザーを一覧表示するため
のアクセス権を付与します。このアクセス権は、AWS Management Console で [ユーザー] ページに移
動するために必要です。また、このアクセス権では、アカウントのパスワード要件を表示することがで
きます。これは、ユーザーが自分のパスワードを変更する場合に必要です。

• AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys ステートメントは、自分のパスワードおよびプログラム
を使用したアクセスキーの管理のみ許可します。これが重要であるのは、別のポリシーが IAM へのフル
アクセスをユーザーに与えた場合、このユーザーは自分や他のユーザーのアクセス許可を変更できるよ
うになるためです。このステートメントで、これを防止します。

• DenyS3Logs ステートメントでは、logs バケットへのアクセスを明示的に拒否します。このポリシー
はユーザーに会社の制限を適用します。

• DenyEC2Production ステートメントでは、i-1234567890abcdef0 インスタンスへのアクセスを明
示的に拒否します。

このポリシーでは、他のサービスまたはアクションへのアクセスは許可されません。ポリシーがユーザー
のアクセス許可の境界として使用されている場合、そのユーザーに関連付けられている他のポリシーがそ
れらのアクションを許可していても、AWS によってリクエストが拒否されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowServices", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:*", 
                "cloudwatch:*", 
                "ec2:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowIAMConsoleForCredentials", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowManageOwnPasswordAndAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:*AccessKey*", 
                "iam:ChangePassword", 
                "iam:GetUser", 
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                "iam:*LoginProfile*" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyS3Logs", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::logs", 
                "arn:aws:s3:::logs/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyEC2Production", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "ec2:*", 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/i-1234567890abcdef0" 
        } 
    ]
}

IAM: 特定のタグを持つユーザーに特定のタグを追加する
この例は、タグ値 Department、Marketing、または Development を使用して、IAM ユーザーにタグ
キー QualityAssurance を追加できる ID ベースのポリシーを作成する方法を示しています。そのユー
ザーには、タグのキーバリューのペア JobFunction = manager がすでに含まれている必要がありま
す。このポリシーを使用して、管理者が 3 つのいずれかの部門にのみ属していることを必須とすることが
できます。このポリシーは、プログラムおよびコンソールアクセスのアクセス許可を定義します。このポ
リシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。次
に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

ListTagsForAllUsers ステートメントでは、アカウントのすべてのユーザーのタグを表示することが
できます。

TagManagerWithSpecificDepartment ステートメントの最初の条件では、StringEquals 条件演算
子を使用します。この条件によって、条件のいずれも true の場合には true が返ります。タグ付けされてい
るユーザーには、すでに JobFunction=Manager タグが含まれます。リクエストには、一覧表示されて
いるタグ値のいずれかを持つタグキー Department が含まれている必要があります。

2 番目の条件では、ForAllValues:StringEquals 条件演算子を使用します。この条件では、リクエス
トのすべてのタグキーが、ポリシーのキーと一致する場合に true が返ります。つまり、リクエストのタグ
キーのみ Department である必要があります。ForAllValues の使用の詳細については、「複数のキー
または値による条件の作成 (p. 1204)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ListTagsForAllUsers", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListUserTags", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "TagManagerWithSpecificDepartment", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:TagUser", 
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            "Resource": "*", 
            "Condition": {"StringEquals": { 
                "iam:ResourceTag/JobFunction": "Manager", 
                "aws:RequestTag/Department": [ 
                    "Marketing", 
                    "Development", 
                    "QualityAssurance" 
                    ] 
                }, 
                "ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "Department"} 
            } 
        } 
    ]
}

IAM: 特定の値を持つ特定のタグを追加する
この例は、タグキー CostCenter とタグ値 A-123 またはタグ値 B-456 のいずれかのみを IAM ユーザー
またはロールに追加できる ID ベースのポリシーを作成する方法を示しています。このポリシーを使用し
て、特定のタグキーとタグ値のセットにタグ付けを制限することができます。このポリシーは、プログラ
ムおよびコンソールアクセスのアクセス許可を定義します。このポリシーを使用するには、サンプルポリ
シーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポ
リシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

ConsoleDisplay ステートメントでは、アカウントのすべてのユーザーとロールのタグを表示すること
ができます。

AddTag ステートメントの最初の条件では、StringEquals 条件演算子を使用します。この条件によっ
て、一覧表示されているいずれかのタグ値を持つ CostCenter タグキーが含まれている場合に true が返
ります。

2 番目の条件では、ForAllValues:StringEquals 条件演算子を使用します。この条件では、リクエス
トのすべてのタグキーが、ポリシーのキーと一致する場合に true が返ります。つまり、リクエストのタグ
キーのみ CostCenter である必要があります。ForAllValues の使用の詳細については、「複数のキー
または値による条件の作成 (p. 1204)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ConsoleDisplay", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:ListRoleTags", 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:ListUserTags" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AddTag", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:TagUser", 
                "iam:TagRole" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
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                    "aws:RequestTag/CostCenter": [ 
                        "A-123", 
                        "B-456" 
                    ] 
                }, 
                "ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "CostCenter"} 
            } 
        } 
    ]
}

IAM: 特定のタグのみで新しいユーザーを作成する
この例は、IAM ユーザーの作成を許可する ID ベースのポリシーを作成する方法を示していますが、タ
グキー Department と JobFunction の一方のみまたは両方を使用します。Department タグキー
に、Development または QualityAssurance タグ値が含まれている必要があります。JobFunction
タグキーに、Employee タグ値が含まれている必要があります。このポリシーを使用して、新しいユー
ザーに特定のジョブ機能および部門が含まれるよう義務付けることができます。このポリシーでは、AWS 
API または AWS CLI から、このアクションをプログラムで完了するために必要なアクセス権を許可しま
す。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を独自の情報に置き換え
ます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

ステートメントの最初の条件では、StringEqualsIfExists 条件演算子を使用します。キーが
Department または JobFunction のタグがリクエストに存在する場合は、指定された値がタグに含ま
れている必要があります。どちらのキーも存在しない場合、この条件は true と評価されます。指定され
た条件キーのいずれかがリクエストに存在していても、許可されている値とは異なる値が含まれている
場合にのみ、条件は、false と評価されます。IfExists の使用の詳細については、「IfExists 条件演算
子 (p. 1203)」を参照してください。

2 番目の条件では、ForAllValues:StringEquals 条件演算子を使用します。この条件では、リクエ
ストの指定されたすべてのタグキーと、ポリシーの 1 つ以上の値が一致する場合に true が返ります。つ
まり、リクエストのすべてのタグがこのリストに含まれていることになります。ただし、リクエストに
は、リストのいずれかのタグのみ含めることができます。たとえば、Department=QualityAssurance
タグのみを使用して、IAM ユーザーを作成できます。ただし、JobFunction=employee タグと
Project=core タグを使用して、IAM ユーザーを作成することはできません。ForAllValues の使用の
詳細については、「複数のキーまたは値による条件の作成 (p. 1204)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "TagUsersWithOnlyTheseTags", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateUser", 
                "iam:TagUser" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIfExists": { 
                    "aws:RequestTag/Department": [ 
                        "Development", 
                        "QualityAssurance" 
                    ], 
                    "aws:RequestTag/JobFunction": "Employee" 
                }, 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": [ 
                        "Department", 
                        "JobFunction" 
                    ] 
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                } 
            } 
        } 
    ]
}

IAM: 認証情報レポートを生成して取得する
この例は、ユーザーに、AWS アカウント のすべての IAM ユーザーを一覧表示するレポートを生成してダ
ウンロードすることを許可する ID ベースのポリシーを作成する方法を示しています。このレポートには、
パスワード、アクセスキー、MFA デバイス、署名証明書など、ユーザー認証情報のステータスが含まれて
います。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、このアクションをプログラムで完了するた
めに必要なアクセス権を許可します。

認証情報レポートの詳細については、「AWS アカウント の認証情報レポートの取得 (p. 163)」を参照して
ください

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:GenerateCredentialReport", 
            "iam:GetCredentialReport" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }
}

IAM:: グループのメンバーシップをプログラムによりコンソール
で管理することを許可する
この例では、MarketingTeam という名前のグループのメンバーシップを更新することを許可する ID 
ベースのポリシーの作成方法を示します。このポリシーは、プログラムおよびコンソールアクセスのアク
セス許可を定義します。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を独
自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従い
ます。

このポリシーで行うこと

• この ViewGroups ステートメントにより、ユーザーは AWS Management Console 内のすべてのユー
ザーとグループを一覧表示できます。また、アカウント内のユーザーに関する基本情報を表示すること
もできます。これらのアクセス許可は、リソース ARN をサポートしていないか、または指定する必要
がないため、独自のステートメントに含まれている必要があります。代わりに "Resource" : "*" を
指定するアクセス許可を使用します。

• ViewEditThisGroup ステートメントを使用すると、ユーザーは MarketingTeam グループに関する
情報を表示したり、そのグループにユーザーを追加したり削除したりできます。

このポリシーでは、ユーザーはユーザーまたは MarketingTeam グループのアクセス許可を表示または編
集できません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewGroups", 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "iam:ListGroups", 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListGroupsForUser" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ViewEditThisGroup", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:AddUserToGroup", 
                "iam:RemoveUserFromGroup", 
                "iam:GetGroup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:group/MarketingTeam" 
        } 
    ]
}

IAM: 特定のタグを管理する
この例は、Department IAM エンティティ (ユーザーおよびロール) からタグキーを使用して IAM タグを
追加または削除することを許可する ID ベースのポリシーの、作成方法を示しています。このポリシーで
は、Department タグの値は制限されません。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、こ
のアクションをプログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。このポリシーを使用するに
は、サンプルポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、「ポリシーの作
成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)」の手順に従います。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:TagUser", 
            "iam:TagRole", 
            "iam:UntagUser", 
            "iam:UntagRole" 

        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition": {"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "Department"}} 
    }
}

IAM: IAM ロールを特定の AWS のサービスに渡す
この例は、IAM サービスロールを Amazon CloudWatch サービスに渡すことを許可する ID ベースのポリ
シーの作成方法を示しています。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、このアクション
をプログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。このポリシーを使用するには、サンプル
ポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)また
はポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

サービスロールは、IAM ロールを引き受けることができるプリンシパルとして AWS サービスを指定する 
ロールです。これにより、サービスはユーザーに代わってロールを引き受け、他のサービスのリソース
にアクセスできます。Amazon CloudWatch がユーザーが渡すロールを引き受けるようにするには、ユー
ザーのロールの信頼ポリシーのプリンシパルとして cloudwatch.amazonaws.com サービスプリンシパ
ルを指定する必要があります。サービスプリンシパルはサービスによって定義されます。サービスのサー
ビスプリンシパルについては、そのサービスのドキュメントを参照してください。一部のサービスについ
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ては、IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137) を参照し、[サービスにリンクされたロール] 列で [はい] 
になっているサービスを探してください。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービ
スで表示するには、[Yes] (はい) リンクを選択します。amazonaws.com を検索してサービスプリンシパル
を表示します。

サービスにサービスロールを渡す方法の詳細については、「AWS のサービスにロールを渡すアクセス権限
をユーザーに付与する (p. 284)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:PassRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"iam:PassedToService": "cloudwatch.amazonaws.com"} 
            } 
        } 
    ]
}

IAM: レポートなしでの IAM コンソールへの読み取り専用アクセ
スを許可します
この例は、IAM ユーザーが文字列 Get または List で始まるIAMアクションを実行できるようにする ID 
ベースのポリシーを作成する方法を示しています。ユーザーがコンソールを操作すると、コンソールは 
IAM にグループ、ユーザー、ロール、およびポリシーを一覧表示し、それらのリソースに関するレポート
を生成するようにリクエストします。

アスタリスクは、ワイルドカードとして機能します。ポリシーで iam:Get* を使用すると、結果のアクセ
ス許可には、Get や GetUser など、GetRole で始まるすべての IAM アクションが含まれます。ワイル
ドカードは、今後、新しいタイプのエンティティが IAM に追加される場合に役立ちます。この場合、ポリ
シーによって付与されたアクセス許可によって、ユーザーは自動的にそれらの新しいエンティティに関す
る詳細を一覧表示して取得できます。

このポリシーは、レポートまたはサービスの最終アクセス詳細を生成するために使用できません。これを
許可する別のポリシーについては、IAM: IAM コンソールへの読み取り専用アクセスを許可する (p. 496)
を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:Get*", 
            "iam:List*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }
}

IAM: IAM コンソールへの読み取り専用アクセスを許可する
この例は、IAM ユーザーが文字列 Get、List、または Generate で始まる IAM アクションを実行できる
ようにする ID ベースのポリシーを作成する方法を示しています。ユーザーが IAM コンソールを操作する
と、コンソールはグループ、ユーザー、ロール、およびポリシーを一覧表示し、それらのリソースに関す
るレポートを生成するようにリクエストします。
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アスタリスクは、ワイルドカードとして機能します。ポリシーで iam:Get* を使用すると、結果のアクセ
ス許可には、Get や GetUser など、GetRole で始まるすべての アクションが含まれます。特に新しい種
類のエンティティが今後 IAM に追加される場合は、ワイルドカードを使用すると便利です。この場合、ポ
リシーによって付与されたアクセス許可によって、ユーザーは自動的にそれらの新しいエンティティに関
する詳細を一覧表示して取得できます。

このポリシーは、レポートまたはサービスの最終アクセス詳細を生成する権限を含むコンソールアクセス
に使用します。アクションの生成を許可しない別のポリシーについては、IAM: レポートなしでの IAM コ
ンソールへの読み取り専用アクセスを許可します (p. 496)。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:Get*", 
            "iam:List*", 
            "iam:Generate*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }
}

IAM:: 特定の IAM ユーザーによるグループの管理をプログラムに
よりコンソールで許可する
この例は、特定の IAM ユーザーが AllUsers グループを管理するための、特定の ID ベースのポリシーを
作成する方法を示しています。このポリシーは、プログラムおよびコンソールアクセスのアクセス許可を
定義します。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を独自の情報に
置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

このポリシーで行うこと

• AllowAllUsersToListAllGroups ステートメントでは、すべてのグループを一覧表示します。こ
れはコンソールのアクセスに必要です。このアクセス許可は、リソース ARN をサポートしていないた
め、独自のステートメント内にある必要があります。代わりに "Resource" : "*" を指定するアクセ
ス許可を使用します。

• AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup ステートメントは、グループリソースタイプに対して
実行できるすべてのグループアクションを許可します。グループリソースタイプではなくユーザリソー
スタイプで実行できる ListGroupsForUser アクションは許可されていません。IAM アクションに指
定できるリソースタイプの詳細については、「AWS Identity and Access Management のアクション、リ
ソース、条件キー」を参照してください。

• LimitGroupManagementAccessToSpecificUsers ステートメントは、指定した名前を持つユー
ザーが書き込みおよびアクセス許可管理グループのアクションにアクセスすることを拒否します。ポリ
シーで指定されたユーザーがグループに変更しようとすると、このステートメントはリクエストを拒否
しません。このリクエストは、AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup ステートメントで許
可されます。他のユーザーがこれらのオペレーションを実行しようとすると、リクエストは拒否されま
す。IAM コンソールでこのポリシーを作成している間、[書き込み] または [アクセス許可管理] アクセス
レベルで定義されている IAM アクションを表示できます。これを行うには、[JSON] タブから [Visual 
editor (ビジュアルエディタ)] タブに切り替えます。アクセスレベルの詳細については、「AWS Identity 
and Access Management のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Sid": "AllowAllUsersToListAllGroups", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:ListGroups", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowAllUsersToViewAndManageThisGroup", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:*Group*", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:group/AllUsers" 
        }, 
        { 
            "Sid": "LimitGroupManagementAccessToSpecificUsers", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "iam:AddUserToGroup", 
                "iam:CreateGroup", 
                "iam:RemoveUserFromGroup", 
                "iam:DeleteGroup", 
                "iam:AttachGroupPolicy", 
                "iam:UpdateGroup", 
                "iam:DetachGroupPolicy", 
                "iam:DeleteGroupPolicy", 
                "iam:PutGroupPolicy" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:group/AllUsers", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:username": [ 
                        "srodriguez", 
                        "mjackson", 
                        "adesai" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

IAM: アカウントのパスワード要件の設定をプログラムによりコ
ンソールで許可する
この例では、ユーザーがアカウントのパスワード要件を表示して更新することを許可する ID ベースのポリ
シーの作成方法を示します。パスワード要件は、アカウントメンバーのパスワードの複雑さの要件と必須
のローテーション期間を指定します。このポリシーは、プログラムおよびコンソールアクセスのアクセス
許可を定義します。

アカウントのパスワードポリシー要件の設定方法については、「IAM ユーザー用のアカウントパスワード
ポリシーの設定 (p. 94)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
            "iam:UpdateAccountPasswordPolicy" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }
}
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IAM: ユーザーパスに基づいた Policy Simulator API へのアクセス
この例は、パス Department/Development を持つユーザーにのみ Policy Simulator API の使用を許可す
る ID ベースのポリシーを作成する方法を示しています。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI 
から、このアクションをプログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。このポリシーを使
用するには、サンプルポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシー
の作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy", 
                "iam:SimulatePrincipalPolicy" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/Department/Development/*" 
        } 
    ]
}

Note

パス Department/Development があるユーザーにのみ Policy Simulator コンソールの使用を許
可するポリシーを作成するには、IAM: ユーザーパスに基づく Policy Simulator のコンソールへの
アクセス (p. 499) を参照してください。

IAM: ユーザーパスに基づく Policy Simulator のコンソールへのア
クセス
この例では、パス Department/Development を持つユーザーにのみ Policy Simulator コンソールの使
用を許可する ID ベースのポリシーを作成する方法を示しています。このポリシーでは、AWS API または 
AWS CLI から、このアクションをプログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。このポ
リシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。次
に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

IAM ポリシーシミュレーターは https://policysim.aws.amazon.com/ でアクセスできます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:GetUserPolicy" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/Department/Development/*" 
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        } 
    ]
}

IAM: IAM ユーザーに MFA デバイスの自己管理を許可する
この例は、IAM ユーザーが多要素認証 (MFA) (p. 115) デバイスを自己管理することを許可する ID ベース
のポリシーの作成方法を示しています。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、このアク
ションをプログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。

Note

このポリシーを設定した IAM ユーザーが MFA 認証されていない場合、このポリシーは、MFA を
使用した認証に必要なアクションを除いて、すべての AWS アクションへのアクセスを拒否しま
す。AWS にサインインしているユーザーにこれらのアクセス許可を追加する場合、これらの変更
を確認するには、サインアウトしてからサインインする必要がある場合があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowListActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:ListVirtualMFADevices" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowUserToCreateVirtualMFADevice", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateVirtualMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:mfa/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowUserToManageTheirOwnMFA", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowUserToDeactivateTheirOwnMFAOnlyWhenUsingMFA", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeactivateMFADevice" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
            ], 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
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            "Sid": "BlockMostAccessUnlessSignedInWithMFA", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "iam:CreateVirtualMFADevice", 
                "iam:EnableMFADevice", 
                "iam:ListMFADevices", 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:ListVirtualMFADevices", 
                "iam:ResyncMFADevice" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

IAM: IAM ユーザーが自分の認証情報を更新することをプログラ
ムによりコンソールで許可する
この例では、IAM ユーザーが自分のアクセスキー、署名入り証明書、サービス固有の認証情報、パスワー
ドを更新することを許可する ID ベースのポリシーを作成する方法を示します。このポリシーは、プログラ
ムおよびコンソールアクセスのアクセス許可を定義します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:*AccessKey*", 
                "iam:ChangePassword", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:*ServiceSpecificCredential*", 
                "iam:*SigningCertificate*" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        } 
    ]
}

コンソールでユーザーが自分のパスワードを変更できる方法についての詳細は、「the section called “IAM 
ユーザーが自分のパスワードを変更する方法” (p. 103)」を参照してください。

IAM: Organizations ポリシーのサービスの最終アクセス情報を表
示
この例では、特定の Organizations ポリシーについて、サービスの最後にアクセスした情報の表示を許
可する ID ベースのポリシーを作成する方法を示します。このポリシーでは、p-policy123 ID を使用
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してサービスコントロールポリシー (SCP) のデータを取得できます。レポートを生成して表示する人物
は、AWS Organizations 管理アカウントの認証情報を使用して認証される必要があります。このポリシー
により、リクエスタは組織内の任意の IAM エンティティのデータを取得できます。このポリシーは、プロ
グラムおよびコンソールアクセスのアクセス許可を定義します。このポリシーを使用するには、サンプル
ポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)また
はポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

必要なアクセス許可、トラブルシューティング、およびサポートされているリージョンを含む、最終ア
クセス情報に関する重要な情報については、「最終アクセス情報を使用した AWS のアクセス許可の調
整 (p. 551)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowOrgsReadOnlyAndIamGetReport", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetOrganizationsAccessReport", 
                "organizations:Describe*", 
                "organizations:List*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowGenerateReportOnlyForThePolicy", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:GenerateOrganizationsAccessReport", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"iam:OrganizationsPolicyId": "p-policy123"} 
            } 
        } 
    ]
}

IAM: ユーザー、グループ、またはロールに適用できる管理ポリ
シーを制限する
この例は、IAM ユーザー、グループ、またはロールに適用できるカスタマー管理ポリシーと AWS 管理ポ
リシーを制限する ID ベースのポリシーを作成する方法を示しています。このポリシーでは、AWS API ま
たは AWS CLI から、このアクションをプログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。こ
のポリシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。
次に、「ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)」の手順に従います。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:AttachUserPolicy", 
            "iam:DetachUserPolicy" 
        ], 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "ArnEquals": { 
                "iam:PolicyARN": [ 
                    "arn:aws:iam::*:policy/policy-name-1", 
                    "arn:aws:iam::*:policy/policy-name-2" 
                ] 
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            } 
        } 
    }
}

AWS: AWS マネージド IAM ポリシー以外のアカウント外のリ
ソースへのアクセスを拒否します
ID ベースポリシーの aws:ResourceAccount を使用すると、ユーザーまたはロールでサービスが所有す
るアカウント内のリソースとのやり取りを要求するサービスを利用する機能に影響を与える可能性があり
ます。

例外を用いてポリシーを作成して、AWS マネージド IAM ポリシーを許可することができます。AWS 
Organizations の外にあるサービス管理アカウントは、マネージド IAM ポリシーを所有しています。一覧
表示して AWS マネージドポリシーを取得する IAM アクションは 4 つあります。ポリシー内のステートメ
ント AllowAccessToS3ResourcesInSpecificAccountsAndSpecificService1 の NotAction 要
素でこれらのアクションを使用します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AllowAccessToResourcesInSpecificAccountsAndSpecificService1", 
      "Effect": "Deny", 
      "NotAction": [ 
        "iam:GetPolicy", 
        "iam:GetPolicyVersion", 
        "iam:ListEntitiesForPolicy", 
        "iam:ListPolicies" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringNotEquals": { 
          "aws:ResourceAccount": [ 
            "111122223333" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS Lambda: Lambda 関数に Amazon DynamoDB テーブルへ
のアクセスを許可する
この例では、特定の Amazon DynamoDB テーブルへの読み取りおよび書き込みアクセスを許可する ID 
ベースのポリシーを作成する方法を示します。このポリシーでは、CloudWatch Logs をログファイル に書
き込むこともできます。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を独
自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従い
ます。

このポリシーを使用するには、Lambda サービスロール (p. 258)にポリシーをアタッチします。サービス
ロールは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行すできるようにするためにアカウントに作成
するロールです。このサービスのロールには、信頼ポリシーのプリンシパルとして AWS Lambda を含め
る必要があります。このポリシーの使用方法の詳細については、AWS セキュリティブログの「Amazon 
DynamoDB テーブルへの AWS Lambda のアクセスを許可する AWS IAM ポリシーを作成する方法」を参
照してください。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ReadWriteTable", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:BatchGetItem", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:Scan", 
                "dynamodb:BatchWriteItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:UpdateItem" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/SampleTable" 
        }, 
        { 
            "Sid": "GetStreamRecords", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "dynamodb:GetRecords", 
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/SampleTable/stream/* " 
        }, 
        { 
            "Sid": "WriteLogStreamsAndGroups", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CreateLogGroup", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "logs:CreateLogGroup", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon RDS: 特定のリージョン内で RDS データベース全体へ
のアクセスを許可する
この例では、特定のリージョン内で RDS データベースへのフルアクセスを許可する ID ベースのポリシー
を作成する方法を示します。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、このアクションをプ
ログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。このポリシーを使用するには、サンプルポ
リシーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、「ポリシーの作成 (p. 514)また
はポリシーの編集 (p. 543)」の手順に従います。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "rds:*", 
            "Resource": ["arn:aws:rds:region:*:*"] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": ["rds:Describe*"], 
            "Resource": ["*"] 
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        } 
    ]
}

Amazon RDS: RDS データベースの復元をプログラムによりコン
ソールで許可する
この例は、RDS データベースの復元を許可する ID ベースのポリシーを作成する方法を示しています。こ
のポリシーは、プログラムおよびコンソールアクセスのアクセス許可を定義します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:Describe*", 
                "rds:CreateDBParameterGroup", 
                "rds:CreateDBSnapshot", 
                "rds:DeleteDBSnapshot", 
                "rds:Describe*", 
                "rds:DownloadDBLogFilePortion", 
                "rds:List*", 
                "rds:ModifyDBInstance", 
                "rds:ModifyDBParameterGroup", 
                "rds:ModifyOptionGroup", 
                "rds:RebootDBInstance", 
                "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot", 
                "rds:RestoreDBInstanceToPointInTime" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon RDS: タグ所有者がタグ付けした RDS リソースへのフ
ルアクセスを許可する
この例は、タグ付けした RDS リソースへのフルアクセスをタグの所有者に許可する ID ベースのポリシー
を作成する方法を示しています。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、このアクションを
プログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "rds:Describe*", 
                "rds:List*" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "rds:DeleteDBInstance", 
                "rds:RebootDBInstance", 
                "rds:ModifyDBInstance" 
            ], 
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            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:db-tag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "rds:ModifyOptionGroup", 
                "rds:DeleteOptionGroup" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:og-tag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "rds:ModifyDBParameterGroup", 
                "rds:ResetDBParameterGroup" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:pg-tag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "rds:AuthorizeDBSecurityGroupIngress", 
                "rds:RevokeDBSecurityGroupIngress", 
                "rds:DeleteDBSecurityGroup" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:secgrp-tag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "rds:DeleteDBSnapshot", 
                "rds:RestoreDBInstanceFromDBSnapshot" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:snapshot-tag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "rds:ModifyDBSubnetGroup", 
                "rds:DeleteDBSubnetGroup" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:subgrp-tag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": [ 
                "rds:ModifyEventSubscription", 
                "rds:AddSourceIdentifierToSubscription", 
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                "rds:RemoveSourceIdentifierFromSubscription", 
                "rds:DeleteEventSubscription" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": {"rds:es-tag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon S3: Amazon Cognito ユーザーにバケット内のオブジェ
クトへのアクセスを許可する
この例では、Amazon Cognito ユーザーが特定の S3 バケット内のオブジェクトへのアクセスを許可する 
ID ベースのポリシーを作成する方法を示します。このポリシーは、名前に cognito、アプリケーション
の名前、フェデレーティッドユーザーの ID (${cognito-identity.:sub} 変数) を含むオブジェクトのみへのア
クセスを許可します。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、このアクションをプログラム
で完了するために必要なアクセス権を許可します。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの##
#################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの
編集 (p. 543)の手順に従います。

Note

オブジェクトキーで使用される「サブ」値は、ユーザープール内のユーザーのサブ値ではな
く、ID プール内のユーザーに関連付けられた ID です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "ListYourObjects", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::bucket-name" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "s3:prefix": [ 
            "cognito/application-name/${cognito-identity.amazonaws.com:sub}/*" 
          ] 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Sid": "ReadWriteDeleteYourObjects", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:DeleteObject", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::bucket-name/cognito/application-name/${cognito-
identity.amazonaws.com:sub}/*" 
      ] 
    } 
  ]
}

507



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ポリシーの例

Amazon Cognito は、ウェブおよびモバイルアプリの認証、認可、およびユーザー管理機
能を提供します。ユーザーは、ユーザー名とパスワードを使用して直接サインインする
か、Facebook、Amazon、Google などのサードパーティーを通じてサインインできます。

Amazon Cognito の主な 2 つのコンポーネントは、ユーザープールと ID プールです。ユーザープールは、
アプリユーザーのサインアップとサインインオプションを提供するユーザーディレクトリです。ID プール
は、AWS の他のサービスに対するアクセスをユーザーに許可します。ID プールとユーザープールは別々
に使用することも、一緒に使用することもできます。

Amazon Cognito の詳細については、「Amazon Cognito ユーザーガイド」を参照してください。

Amazon S3: フェデレーティッドユーザーが自分の S3 ホーム
ディレクトリにプログラムおよびコンソールでアクセスすること
を許可する
この例では、フェデレーティッドユーザーに S3 の自分のホームディレクトリバケットオブジェクトへの
アクセスを許可する ID ベースのポリシーを作成する方法を示します。ホームディレクトリは、home フォ
ルダや個々のフェデレーティッドユーザーのフォルダを含むバケットです。このポリシーは、プログラム
およびコンソールアクセスのアクセス許可を定義します。このポリシーを使用するには、サンプルポリ
シーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポ
リシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

このポリシーの ${aws:userid} 変数は、role-id:specified-name に解決されます。フェデレー
ティッドユーザー ID の role-id の部分は、作成時にこのフェデレーティッドユーザーに割り当てられ
た一意の識別子です。詳細については、「一意の識別子 (p. 1129)」を参照してください。specified-
name は、フェデレーションユーザーがロールを引き受けたときに AssumeRoleWithWebIdentity リク
エストに渡される RoleSessionName パラメータです。

ロール ID を表示するには、AWS CLI コマンド aws iam get-role --role-name specified-
name を使用します。たとえば、フレンドリ名を John と指定すると、CLI はロール ID とし
て AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6 を返します。この場合、フェデレーティッドユーザー ID は
AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6:John です。このポリシーは、フェデレーティッドユーザー John がプレ
フィックス AROAXXT2NJT7D3SIQN7Z6:John を使用して Amazon S3 バケットにアクセスすることを許
可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "S3ConsoleAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketPolicyStatus", 
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
                "s3:ListAccessPoints", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListObjectsInBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
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                    "s3:prefix": [ 
                        "", 
                        "home/", 
                        "home/${aws:userid}/*" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:userid}", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:userid}/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Amazon S3: S3 バケットアクセス、しかし最新の MFA がなく、
本番バケットが拒否された
この例では、オブジェクトの更新、追加、削除など、Amazon S3 管理者が任意のバケットへのアクセスを
許可する ID ベースのポリシーを作成する方法を示します。ただし、過去 30 分以内にユーザーが 多要素認
証 (MFA) (p. 115) を使用してサインインしていない場合、Production バケットへのアクセスは明示的に
拒否されます。このポリシーは、コンソールで、AWS CLI または AWS APIを使用してプログラムでこの
アクションを実行するために必要なアクセス許可を付与します。このポリシーを使用するには、サンプル
ポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)また
はポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

このポリシーでは、長期的なユーザーアクセスキーを使用して Production バケットへのプログラ
ムによるアクセスを許可することはありません。これは、aws:MultiFactorAuthAge 条件キーと
NumericGreaterThanIfExists 条件演算子を使用して行います。このポリシー条件は、MFA が
存在しない場合、または MFA の経過時間が 30 分を超える場合に true を返します。このような場
合、アクセスが拒否されます。Production バケットにプログラムでアクセスするには、S3 管理者は
GetSessionToken (p. 365) API オペレーションを使用して直近 30 分以内に生成された一時的な認証情報を
使用する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ListAllS3Buckets", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": ["s3:ListAllMyBuckets"], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowBucketLevelActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:GetBucketLocation" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowBucketObjectActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
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                "s3:PutObjectAcl", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:GetObjectAcl", 
                "s3:DeleteObject" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "RequireMFAForProductionBucket", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::Production/*", 
                "arn:aws:s3:::Production" 
            ], 
            "Condition": { 
                "NumericGreaterThanIfExists": {"aws:MultiFactorAuthAge": "1800"} 
            } 
        } 
    ]
}

Amazon S3: IAM ユーザーが自分の S3 ホームディレクトリにプ
ログラムによりコンソールでアクセスすることを許可する
この例では、IAM ユーザーが S3 の自分のホームディレクトリバケットオブジェクトへのアクセスを許可
する ID ベースのポリシーの、作成方法を示します。ホームディレクトリは、home フォルダや個々のユー
ザーのフォルダを含むバケットです。このポリシーは、プログラムおよびコンソールアクセスのアクセス
許可を定義します。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を独自
の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従いま
す。

このポリシーは、IAM ロールを使用するときに aws:username 変数を使用できないため、IAM ロールを
使用するときには機能しません。プリンシパルキーバリューの詳細については、「プリンシパルキーの
値 (p. 1217)」をご参照ください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "S3ConsoleAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketPolicyStatus", 
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
                "s3:ListAccessPoints", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListObjectsInBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "s3:prefix": [ 
                        "", 
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                        "home/", 
                        "home/${aws:username}/*" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:username}", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/home/${aws:username}/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Amazon S3: 特定の S3 バケットに対する管理の制限
この例では、Amazon S3 バケットの管理を特定のバケットに制限する ID ベースのポリシーを作成する方
法を示します。このポリシーは、すべての Amazon S3 アクションを実行するアクセス権限を付与します
が、Amazon S3 以外のすべての AWS のサービス へのアクセスを拒否します。次の例を参照してくださ
い。このポリシーによると、S3 バケットまたは S3 オブジェクトリソースで実行できる Amazon S3 アク
ションにのみアクセスできます。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、このアクション
をプログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。このポリシーを使用するには、サンプル
ポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)また
はポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

このポリシーが、このポリシーによって拒否されたアクションを許可する他のポリシー 
(AmazonS3FullAccess または AmazonEC2FullAccess AWS 管理ポリシーなど) と組み合わされて使用され
る場合、アクセスは拒否されます。これは、明示的な拒否のステートメントは許可のステートメントより
優先されるからです。詳細については、「the section called “アカウント内でのリクエストの許可または拒
否の決定” (p. 1223)」を参照してください。

Warning

NotAction (p. 1189) および NotResource (p. 1192) は、注意して使用する必要がある高度な
ポリシー要素です。このポリシーは、Amazon S3 を除くすべての AWS サービスへのアクセスを
拒否します。このポリシーをユーザーにアタッチすると、他のサービスにアクセス許可を付与す
る他のポリシーは無視され、アクセスは拒否されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": "s3:*", 
            "NotResource": [ 
                "arn:aws:s3:::bucket-name", 
                "arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
            ] 
        } 
    ]
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}

Amazon S3: S3 バケットのオブジェクトへの読み取りおよび書
き込みアクセスを許可する
この例は、特定の S3 バケット内のオブジェクトへの Read および Write アクセスを許可する ID ベー
スのポリシーを作成する方法を示しています。このポリシーでは、AWS API または AWS CLI から、こ
のアクションをプログラムで完了するために必要なアクセス権を許可します。このポリシーを使用する
には、サンプルポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作
成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従います。

s3:*Object アクションは、アクション名の一部にワイルドカードを使用します。この
AllObjectActions ステートメントでは、GetObject、DeleteObject、PutObject、および
「Object」という単語で終わるその他の Amazon S3 アクションを使用できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ListObjectsInBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": ["s3:ListBucket"], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllObjectActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*Object", 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name/*"] 
        } 
    ]
}

Note

Amazon S3 バケットのオブジェクトへの Read と Write アクセスを許可し、コンソールアクセ
スのための追加のアクセス許可も含めるには、「Amazon S3: S3 バケットのオブジェクトへの読
み取りおよび書き込みアクセスをプログラムによりコンソールで許可する (p. 512)」を参照して
ください。

Amazon S3: S3 バケットのオブジェクトへの読み取りおよび書
き込みアクセスをプログラムによりコンソールで許可する
この例は、特定の S3 バケット内のオブジェクトへの Read および Write アクセスを許可する ID ベース
のポリシーを作成する方法を示しています。このポリシーは、プログラムおよびコンソールアクセスのア
クセス許可を定義します。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの###################を
独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順に従
います。

s3:*Object アクションは、アクション名の一部にワイルドカードを使用します。この
AllObjectActions ステートメントでは、GetObject、DeleteObject、PutObject、および
「Object」という単語で終わるその他の Amazon S3 アクションを使用できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Sid": "S3ConsoleAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketPolicyStatus", 
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
                "s3:ListAccessPoints", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListObjectsInBucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListBucket", 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllObjectActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*Object", 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket-name/*"] 
        } 
    ]
}

IAM ポリシーを管理する
IAM は、すべてのタイプの IAM ポリシー (管理ポリシーとインラインポリシー) を作成および管理するた
めのツールを提供します。IAM ID (IAMユーザー、グループ、またはロール) にアクセス許可を追加するに
は、ポリシーを作成し、ポリシーを検証してから、ポリシーを ID にアタッチします。アイデンティティに
複数のポリシーをアタッチし、各ポリシーに複数のアクセス許可を含めることができます。

詳細については、以下のリソースを参照してください。

• 各種 IAM ポリシーの詳細については、「IAM でのポリシーとアクセス許可 (p. 417)」を参照してくだ
さい。

• IAM 内でのポリシーの使用についての一般情報は、「AWS リソースの アクセス管理 (p. 416)」を参照
してください。

• 特定の IAM アイデンティティに対して複数のポリシーが有効な場合のアクセス許可の評価方法について
は、「ポリシーの評価論理 (p. 1220)」を参照してください。

• AWS アカウントの IAM リソースの数とサイズには制限があります。詳細については、「IAM クォータ
および AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限 (p. 1131)」を参照してください。

トピック
• IAM ポリシーの作成 (p. 514)
• IAM ポリシーの検証 (p. 521)
• アクセスアクティビティに基づいてポリシーを生成する (p. 521)
• IAM Policy Simulator を使用した IAM ポリシーのテスト (p. 522)
• IAM ID のアクセス許可の追加および削除 (p. 532)
• IAM ポリシーのバージョニング (p. 540)
• IAM ポリシーの編集 (p. 543)
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• IAM ポリシーを削除する (p. 548)
• 最終アクセス情報を使用した AWS のアクセス許可の調整 (p. 551)

IAM ポリシーの作成
ポリシー (p. 417) は、ID またはリソースにアタッチされたときに、そのアクセス許可を定義するエン
ティティです。AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用して、IAM でカスタマー
管理ポリシーを作成できます。カスタマー管理ポリシーは、独自の AWS アカウント で管理するスタンド
アロンポリシーです。その後、ポリシーを AWS アカウント のアイデンティティ (ユーザー、グループ、
またはロール) にアタッチできます。

IAM のアイデンティティにアタッチされたポリシーは、アイデンティティベースのポリシーと呼ばれま
す。アイデンティティベースのポリシーには、AWS 管理ポリシー、カスタマー管理ポリシー、およびイ
ンラインポリシーがあります。AWS 管理ポリシーは、AWS によって作成されて管理されます。それら
を使用することはできますが、管理することはできません。インラインポリシーは、IAM グループ、ユー
ザー、またはロールに直接作成して埋め込むポリシーです。インラインポリシーは、他のアイデンティ
ティで再利用したり、それが存在するアイデンティティ以外で管理したりすることはできません。詳細に
ついては、「IAM ID のアクセス許可の追加および削除 (p. 532)」を参照してください。

インラインポリシーではなくカスタマー管理ポリシーを使用します。また、AWS 管理ポリシーではなく
カスタマー管理ポリシーを使用することもお勧めします。通常、AWS 管理ポリシーでは、広範な管理アク
セス許可または読み取り専用アクセス許可が提供されます。セキュリティを最大限に高めるには、最小特
権を付与 (p. 941)します。最小特権は、特定のジョブタスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与しま
す。

IAM ポリシーを作成または編集すると、AWS は、ポリシー検証を自動的に実行し、最小限の権限で効果
的なポリシーを作成するのに役立ちます。AWS Management Console では、IAM は JSON 構文エラーを
識別します。一方、IAM Access Analyzer は、ポリシーをさらに絞り込むのに役立つ推奨事項を含む追加
のポリシーチェックを提供します。ポリシーの検証の詳細については、「IAM ポリシーの検証 (p. 521)」
を参照してください。IAM Access Analyzer のポリシーチェックと実用的な推奨事項の詳細については、
「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用して、IAM でカスタマー管理ポリシーを
作成できます。AWS CloudFormation テンプレートを使用してポリシーを追加または更新する方法につい
ては、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS Identity and Access Management リソースタイ
プリファレンス」を参照してください。

トピック
• IAM ポリシーの作成 (コンソール) (p. 514)
• IAM ポリシーの作成 (AWS CLI) (p. 519)
• IAM ポリシーの作成 (AWS API) (p. 520)

IAM ポリシーの作成 (コンソール)
ポリシー (p. 417) は、ID またはリソースにアタッチされたときに、そのアクセス許可を定義するエン
ティティです。AWS Management Console を使用して、IAM でカスタマー管理ポリシーを作成できま
す。カスタマー管理ポリシーは、独自の AWS アカウント で管理するスタンドアロンポリシーです。その
後、ポリシーを AWS アカウント のアイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) にアタッチで
きます。

トピック
• IAM ポリシーの作成 (p. 515)
• JSON エディターを使用したポリシーの作成 (p. 515)
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• ビジュアルエディタでのポリシーの作成 (p. 516)
• 既存の管理ポリシーのインポート (p. 518)

IAM ポリシーの作成

AWS Management Console でカスタマー管理ポリシーを作成するには、次のいずれかの方法を使用しま
す。

• JSON (p. 515) — 発行されたアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 459)を貼り付けてカスタマ
イズします。

• ビジュアルエディタ (p. 516) — ビジュアルエディタで最初から新しいポリシーを構築できます。ビ
ジュアルエディタを使用する場合は、JSON 構文を理解する必要はありません。

• インポート (p. 518) — アカウント内から管理ポリシーをインポートしてカスタマイズします。以前に
作成した AWS 管理ポリシーまたはカスタマー管理ポリシーをインポートできます。

AWS アカウントの IAM リソースの数とサイズには制限があります。詳細については、「IAM クォータお
よび AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限 (p. 1131)」を参照してください。

JSON エディターを使用したポリシーの作成

[JSON] オプションを選択して、JSON でポリシーを入力または貼り付けることができます。この方法は、
アカウントで使用するポリシー例 (p. 459)をコピーするのに便利です。または、独自の JSON ポリシー
ドキュメントを JSON エディタに入力することもできます。[JSON] オプションを使用してビジュアルエ
ディタと JSON を切り替えて、ビューを比較することもできます。

JSON エディターでポリシーを作成または編集すると、IAM はポリシー検証を実行し、効果的なポリシー
の作成に役立ちます。IAM は JSON 構文エラーを識別します。一方、IAM Access Analyzer は、ポリシー
をさらに絞り込むのに役立つアクション可能な推奨事項を含む追加のポリシーチェックを提供します。

JSON ポリシー (p. 417)ドキュメントは 1 つ以上のステートメントで構成されます。各ステートメントに
は、同じ効果エフェクト (Allow または Deny) を共有するすべてのアクションが含まれ、同じリソースと
条件がサポートされている必要があります。1 つのアクションですべてのリソース ("*") を指定する必要
があり、別のアクションが特定のリソースの Amazon リソースネーム (ARN) に対応している場合、それら
は 2 つの別々の JSON ステートメントに含める必要があります。ARN 形式の詳細については、「AWS 全
般のリファレンス ガイド」の「Amazon リソースネーム (ARN)」を参照してください。IAM ポリシーの一
般情報については、「IAM でのポリシーとアクセス許可 (p. 417)」を参照してください。IAM ポリシー
言語については、「IAM JSON ポリシーリファレンス (p. 1175)」を参照してください。

JSON ポリシーエディタを使用してポリシーを作成するには

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

2. 左側のナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
4. [ポリシーエディタ] セクションで、[JSON] オプションを選択します。
5. JSON ポリシードキュメントを入力するか貼り付けます。IAM ポリシー言語の詳細については、

「IAM JSON ポリシーリファレンス (p. 1175)」を参照してください。
6. ポリシーの検証 (p. 521)中に生成されたセキュリティ警告、エラー、または一般的な警告を解決して

から、[Next] (次へ) を選択します。

Note

いつでも [Visual] と [JSON] エディタオプションを切り替えることができます。ただし、
[Visual] エディタで [次] に変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成して visual 
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エディタに合わせて最適化することがあります。詳細については、「ポリシーの再構
成 (p. 1091)」を参照してください。

7. （オプション）AWS Management Console でポリシーを作成または編集するときに、AWS 
CloudFormation テンプレートで使用できる JSON または YAML ポリシーテンプレートを生成できま
す。

これを行うには、ポリシーエディタで [アクション] を選択し、次に [CloudFormation テンプレートを
生成] を選択します。AWS CloudFormation の詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイド
の「AWS Identity and Access Management リソースタイプリファレンス」を参照してください。

8. ポリシーにアクセス権限を追加し終えたら、[次へ] を選択します。
9. [確認と作成] ページで、作成するポリシーの [ポリシー名] と [説明] (オプション) を入力します。[この

ポリシーで定義されているアクセス許可] を確認して、ポリシーによって付与されたアクセス許可を確
認します。

10. (オプション) タグをキー - 値のペアとしてアタッチして、メタデータをポリシーに追加します。IAM 
におけるタグの使用の詳細については、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照してください。

11. [Create Policy] (ポリシーの作成) をクリックして、新しいポリシーを保存します。

ポリシーを作成したら、グループ、ユーザー、またはロールにアタッチできます。詳細については、
「IAM ID のアクセス許可の追加および削除 (p. 532)」を参照してください。

ビジュアルエディタでのポリシーの作成

IAM コンソールのビジュアルエディタは、JSON 構文を記述することなくポリシーを作成する方法をガイ
ドします。ビジュアルエディタを使用してポリシーを作成する方法の例については、「the section called 
“アイデンティティへのアクセスコントロール” (p. 448)」を参照してください。

ビジュアルエディタを使用してポリシーを作成するには

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

2. 左側のナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
4. [ポリシーエディター] セクションで、[サービスを選択] セクションを見つけて、AWS サービスを選

択します。上部の検索ボックスを使用して、サービスのリストの結果を制限することができます。ビ
ジュアルエディタのアクセス許可ブロック内で選択できるサービスは 1 つだけです。複数のサービス
にアクセス許可を付与するには、[さらにアクセス許可を追加する] を選択して、複数のアクセス許可
ブロックを追加します。

5. [許可されるアクション] で、ポリシーに追加するアクションを選択します。アクションは次の方法で
選択できます。

• すべてのアクションのチェックボックスをオンにします。
• [アクションを追加] を選択して、特定のアクションの名前を入力します。ワイルドカード (*) を使

用して、複数のアクションを指定できます。
• [アクセスレベル] グループの 1 つを選択して、アクセスレベルのすべてのアクション ([読み取り]、

[書き込み]、または [リスト] など) を選択します。
• それぞれの [アクセスレベル] グループを展開して、個々のアクションを選択します。

デフォルトでは、作成しているポリシーが選択するアクションを許可します。その代わりに選択した
アクションを拒否するには、[Switch to deny permissions (アクセス許可の拒否に切り替え)] を選択し
ます。IAM はデフォルトでは拒否 (p. 1220)されるため、ユーザーが必要とするアクションとリソース
のみに対してアクセス許可を許可することを、セキュリティのベストプラクティスとしてお勧めしま
す。別のステートメントまたはポリシーによって個別に許可されるアクセス許可を上書きする場合の
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み、アクセス許可を拒否する JSON ステートメントを作成します。これにより、アクセス許可のトラ
ブルシューティングがより困難になる可能性があるため、拒否ステートメントの数は最小限に制限す
ることをお勧めします。

6. [リソース] では、前のステップで選択したサービスとアクションが特定のリソース (p. 454)の選択を
サポートしていない場合は、すべてのリソースが許可され、このセクションを編集することはできま
せん。

リソースレベルのアクセス許可 (p. 454)をサポートする 1 つ以上のアクションを選択した場合、ビ
ジュアルエディタでそれらのリソースが一覧表示されます。[リソース] を展開して、ポリシーのリ
ソースを指定できます。

リソースは次の方法で指定できます。

• [ARN を追加] を選択して、それらの Amazon リソースネーム (ARN) 別にリソースを指定します。
ビジュアル ARN エディタを使用するか、ARN を手動でリストすることができます。ARN 構文の詳
細については、「AWS 全般のリファレンス Guide」の「Amazon リソースネーム (ARN)」を参照
してください。ポリシーの Resource 要素で ARN を使用する方法については、「IAM JSON ポリ
シー要素Resource (p. 1190)」を参照してください。

• リソースの横にある [このアカウント内のすべて] を選択して、そのタイプのすべてのリソースにア
クセス許可を付与します。

• [すべて] を選択し、そのサービスのすべてのリソースを選択します。
7. (オプション) [リクエスト条件 - オプション] を選択して、作成するポリシーに条件を追加します。条

件によって JSON ポリシーステートメントの効果が制限されます。例えば、特定の時間範囲内でその
ユーザーのリクエストが発生した場合にのみ、ユーザーがリソースに対してアクションを実行できる
ように指定できます。一般的に使用される条件を使用して、Multi-Factor Authentication(MFA) デバイ
スでユーザーを認証する必要があるかどうかを制限することもできます。または、リクエストの発行
元を特定範囲内の IP アドレスに限定できます。ポリシー条件で使用できるすべてのコンテキストキー
のリストについては、「AWS のサービスのアクション、リソース、および条件キー」を参照してくだ
さい。

条件は次の方法で選択できます。

• 一般的に使用される条件を選択するには､チェックボックスを使用します。
• 他の条件を指定するには、[別の条件を追加] を選択します。条件の [条件キー]、[修飾子]、[演算子] 

を選択し、[値] に入力します。複数の値を追加するには、[追加] を選択します。値は、論理 "OR" 演
算子によって接続されていると見なすことができます。完了したら、[条件を追加] を選択します。

複数の条件を追加するには、[別の条件を追加] を選択します。必要に応じて操作を繰り返します。各
条件は、この 1 つのビジュアルエディタのアクセス許可ブロックにのみ適用されます。アクセス許
可ブロックが一致すると見なされるためには、すべての条件が満たされている必要があります。つま
り、論理 "AND" 演算子によって接続される条件を考慮してください。

Condition 要素の詳細については、「IAM JSON ポリシーリファレンス (p. 1175)」の「IAM JSON ポ
リシー要素Condition (p. 1193)」を参照してください。

8. さらにアクセス許可ブロックを追加するには、[さらにアクセス許可を追加] を選択します。各ブロッ
クに対して、ステップ 2 から 5 を繰り返します。

Note

いつでも [Visual] と [JSON] エディタオプションを切り替えることができます。ただし、
[Visual] エディタで [次] に変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成して visual 
エディタに合わせて最適化することがあります。詳細については、「ポリシーの再構
成 (p. 1091)」を参照してください。

9. （オプション）AWS Management Console でポリシーを作成または編集するときに、AWS 
CloudFormation テンプレートで使用できる JSON または YAML ポリシーテンプレートを生成できま
す。
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これを行うには、ポリシーエディタで [アクション] を選択し、次に [CloudFormation テンプレートを
生成] を選択します。AWS CloudFormation の詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイド
の「AWS Identity and Access Management リソースタイプリファレンス」を参照してください。

10. ポリシーにアクセス権限を追加し終えたら、[次へ] を選択します。
11. [確認と作成] ページで、作成するポリシーの [ポリシー名] と [説明] (オプション) を入力します。[この

ポリシーで定義されているアクセス許可] を確認し、意図したアクセス許可を付与したことを確認しま
す。

12. (オプション) タグをキー - 値のペアとしてアタッチして、メタデータをポリシーに追加します。IAM 
におけるタグの使用の詳細については、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照してください。

13. [Create Policy] (ポリシーの作成) をクリックして、新しいポリシーを保存します。

ポリシーを作成したら、グループ、ユーザー、またはロールにアタッチできます。詳細については、
「IAM ID のアクセス許可の追加および削除 (p. 532)」を参照してください。

既存の管理ポリシーのインポート
新しいポリシーを作成する簡単な方法は、必要なアクセス許可の少なくとも一部を持っているアカウント
内の既存の管理ポリシーをインポートすることです。次に、新しい要件に合わせてそのポリシーをカスタ
マイズできます。

インラインポリシーをインポートすることはできません。管理ポリシーとインラインポリシーの違いにつ
いては、「管理ポリシーとインラインポリシー (p. 427)」を参照してください。

ビジュアルエディタで既存の管理ポリシーをインポートするには

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

2. 左側のナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
4. [ポリシーエディタ] で [Visual] を選択し、ページの右側で [アクション]、[ポリシーをインポート] と選

択します。
5. [Iポリシーをインポート] ウィンドウで、新しいポリシーに含めるポリシーと最もよく一致する管理ポ

リシーを選択します。上部の検索ボックスを使用して、ポリシーのリストの結果を制限することがで
きます。

6. [ポリシーをインポート] を選択します。

インポートされたポリシーは、ポリシーの下部にあるアクセス許可ブロックに追加されます。
7. ビジュアルエディタを使用して、ポリシーをカスタマイズする JSON  を選択します。続いて、[Next]

(次へ) を選択します。
Note

いつでも [Visual] と [JSON] エディタオプションを切り替えることができます。ただし、
[Visual] エディタで [次] に変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成して visual 
エディタに合わせて最適化することがあります。詳細については、「ポリシーの再構
成 (p. 1091)」を参照してください。

8. [確認と作成] ページで、作成するポリシーの [ポリシー名] と [説明] (オプション) を入力します。これ
らの設定は後で編集できません。 [このポリシーで定義されているアクセス許可] を確認し、[ポリシー
を作成] を選択して作業を保存します。

[JSON] エディタで既存の管理ポリシーをインポートするには

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。
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2. 左側のナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
4. [ポリシーエディタ] セクションで [JSON] オプションを選択し、ページの右側で [アクション]、[ポリ

シーをインポート] と選択します。
5. [Iポリシーをインポート] ウィンドウで、新しいポリシーに含めるポリシーと最もよく一致する管理ポ

リシーを選択します。上部の検索ボックスを使用して、ポリシーのリストの結果を制限することがで
きます。

6. [ポリシーをインポート] を選択します。

インポートされたポリシーのステートメントは、JSON ポリシーの最後に追加されます。
7. JSON でポリシーをカスタマイズします。ポリシーの検証 (p. 521)中に生成されたセキュリティ警

告、エラー、または一般的な警告を解決してから、[Next] (次へ) を選択します。JSON でポリシーを
カスタマイズするか、[Visual editor (ビジュアルエディタ)] を選択します。続いて、[Next] (次へ) を選
択します。

Note

いつでも [Visual] と [JSON] エディタオプションを切り替えることができます。ただし、
[Visual] エディタで [次] に変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成して visual 
エディタに合わせて最適化することがあります。詳細については、「ポリシーの再構
成 (p. 1091)」を参照してください。

8. [確認と作成] ページで、作成するポリシーの [ポリシー名] と [説明] (オプション) を入力します。これ
らを後で編集することはできません。 [このポリシーで定義されているアクセス許可] ポリシーを確認
し、[ポリシーを作成] を選択して作業を保存します。

ポリシーを作成したら、グループ、ユーザー、またはロールにアタッチできます。詳細については、
「IAM ID のアクセス許可の追加および削除 (p. 532)」を参照してください。

IAM ポリシーの作成 (AWS CLI)
ポリシー (p. 417) は、ID またはリソースにアタッチされたときに、そのアクセス許可を定義するエン
ティティです。AWS CLI を使用して、IAM でカスタマー管理ポリシーを作成できます。カスタマー管
理ポリシーは、独自の AWS アカウント で管理するスタンドアロンポリシーです。ベストプラクティ
ス (p. 938)として、IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的なアクセス
許可を確保することをお勧めします。ポリシーを検証する (p. 521)ことで、ポリシーを AWS アカウン
ト のアイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) にアタッチする前に、エラーやレコメンデー
ションに対応できます。

AWS アカウントの IAM リソースの数とサイズには制限があります。詳細については、「IAM クォータお
よび AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限 (p. 1131)」を参照してください。

IAM ポリシーの作成 (AWS CLI)
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、IAM カスタマー管理ポリシーまたはインラインポ
リシーを作成できます。

カスタマー管理ポリシーを作成するには (AWS CLI)

以下のコマンドを使用します。

• create-policy

IAM アイデンティティ (グループ、ユーザー、またはロール) のインラインポリシーを作成するには (AWS 
CLI)

以下のいずれかのコマンドを使用します。
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• put-group-policy
• put-role-policy
• put-user-policy

Note

IAM を使用してサービスリンクロール (p. 185)にインラインポリシーを埋め込むことはできませ
ん。

カスタマー管理ポリシーを検証するには (AWS CLI)

次の IAM Access Analyzer ーコマンドを使用します。

• ポリシーの検証

IAM ポリシーの作成 (AWS API)
ポリシー (p. 417) は、ID またはリソースにアタッチされたときに、そのアクセス許可を定義するエン
ティティです。AWS API を使用して、IAM でカスタマー管理ポリシーを作成できます。カスタマー管
理ポリシーは、独自の AWS アカウント で管理するスタンドアロンポリシーです。ベストプラクティ
ス (p. 938)として、IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的なアクセス
許可を確保することをお勧めします。ポリシーを検証する (p. 521)ことで、ポリシーを AWS アカウン
ト のアイデンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) にアタッチする前に、エラーやレコメンデー
ションに対応できます。

AWS アカウントの IAM リソースの数とサイズには制限があります。詳細については、「IAM クォータお
よび AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限 (p. 1131)」を参照してください。

IAM ポリシーの作成 (AWS API)

AWS API を使用して、IAM カスタマー管理ポリシーまたはインラインポリシーを作成できます。

カスタマー管理ポリシーを作成するには (AWS API)

次のオペレーションを呼び出します。

• CreatePolicy

IAM アイデンティティ (グループ、ユーザー、またはロール) のインラインポリシーを作成するには (AWS 
API)

以下のいずれかのオペレーションを呼び出します。

• PutGroupPolicy
• PutRolePolicy
• PutUserPolicy

Note

IAM を使用して「サービスにリンクされたロール (p. 185)」にインラインポリシーを埋め込むこ
とはできません。

カスタマー管理ポリシーを編集するには (AWS API)

次の IAM Access Analyzer オペレーションを呼び出します。
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• 検証ポリシー

IAM ポリシーの検証
ポリシーは、IAM ポリシーの文法を使用して記述された JSON ドキュメントです。ユーザー、グループ、
ロールなどの IAM エンティティにポリシーをアタッチすると、そのエンティティへのアクセス許可が付与
されます。

AWS Management Console を使用してIAMアクセスコントロールポリシーを作成または編集する
と、AWS はそれらを自動的に調べて、IAMポリシーの文法に準拠していることを確認します。AWS によ
り、ポリシーが文法に基づいていないと判断された場合、ポリシーの修正が求められます。

IAM Access Analyzer では、ポリシーをさらに絞り込むのに役立つ推奨事項を含む追加のポリシーチェッ
クが提供されます。IAM Access Analyzer のポリシーチェックと実用的な推奨事項の詳細については、
「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」IAM Access Analyzer ポリシーの検証を参照してください。IAM 
Access Analyzerによって返される警告、エラー、および提案のリストを表示するには、 IAM Access 
Analyzer ポリシーチェックリファレンスを参照してください。

検証スコープ

AWS は、JSON ポリシーの構文と文法を確認します。ARN の形式が適切で、アクション名と条件キーが
正しいことも確認します。

ポリシーの検証へのアクセス

JSON ポリシーを作成するか、AWS Management Console で既存のポリシーを編集すると、ポリシーが自
動的に検証されます。ポリシー構文が有効でない場合は、通知を受け取り、続行する前に問題を修正する
必要があります。AWS Management Console のアクセス許可がある場合、IAM Access Analyzer ポリシー
検証の結果は access-analyzer:ValidatePolicy に自動的に返されます。AWS APIまたは AWS CLI 
を使用してポリシーを検証することもできます。

既存のポリシー

ポリシーエンジンへの最新の更新の前に作成されたか、最後に保存されたために、有効でない既存のポリ
シーがある可能性があります。ベストプラクティス (p. 938)として、IAM Access Analyzer を使用して 
IAM ポリシーを検証し、安全で機能的なアクセス許可を確保することをお勧めします。既存のポリシーを
開き、生成されたポリシー検証結果を確認することをお勧めします。ポリシー構文のエラーを修正せずに
既存のポリシーを編集して保存することはできません。

アクセスアクティビティに基づいてポリシーを生成す
る
管理者またはデベロッパーは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) に必要な権限を超えるアクセス
許可を付与することがあります。IAM には、付与するアクセス許可を絞り込むのに役立つオプションがい
くつか用意されています。1 つのオプションは、エンティティのアクセスアクティビティに基づく IAM ポ
リシーを生成することです。IAM Access Analyzer は AWS CloudTrail ログを確認し、指定した日付範囲内
のロールが使用したアクセス許可を含むポリシーテンプレートを生成します。テンプレートを使用して、
特定のユースケースをサポートするために必要なアクセス許可のみを付与する、きめ細かなアクセス許可
を持つポリシーを作成できます。

たとえば、自分がデベロッパーであり、エンジニアリングチームがプロジェクトに取り組んで新しいアプ
リケーションを作成しているとします。実験が積極的にできるように、チームが迅速に活動できるよう
に、アプリケーションの開発中は幅広い権限を持つロールを設定します。アプリケーションを稼働させる
準備が整ったとします。アプリケーションを本番稼働用アカウントで起動する前に、アプリケーションが
機能するためにロールに必要な最低限のアクセス許可を特定する必要があります。これにより、最小アク
セス権限の付与 (p. 941)のベストプラクティスに準拠できるようになります。開発アカウントでアプリ
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ケーションに使用していたロールのアクセスアクティビティに基づいて、ポリシーを生成できます。生成
されたポリシーをさらに絞り込み、そのポリシーを本番稼働用アカウントのエンティティにアタッチでき
ます。

IAM Access Analyzer ポリシーの生成の詳細については、「IAM Access Analyzer ポリシーの生成」を参照
してください。

IAM Policy Simulator を使用した IAM ポリシーのテス
ト
IAM ポリシーを使用する方法と理由の詳細については、「IAM でのポリシーとアクセス許可 (p. 417)」
を参照してください。

IAM Policy Simulator コンソールは https://policysim.aws.amazon.com/ でアクセスできます。

Important

Policy Simulator は、AWS での実際の環境とは異なる結果を出力することがあります。Policy 
Simulator によるテスト後は、実際の AWS 環境とポリシーを照合して、得られた結果が目的に
あっているか確認することをお勧めします。詳細については、「IAM Policy Simulator のしく
み (p. 523)」を参照してください。

IAM Policy Simulator の開始方法

IAM Policy Simulator を使用すると、アイデンティティベースのポリシーおよび IAM アクセス許可の境界
をテストして、トラブルシューティングが行えます。以下に示しているのは、Policy Simulator で可能ない
くつかの一般的な処理です。

• AWS アカウント の IAM ユーザー、ユーザーグループ、またはロールにアタッチされている、アイデ
ンティティベースのポリシーをテストします。複数のポリシーがユーザー、ユーザーグループ、または
ロールにアタッチされている場合は、すべてのポリシーまたは選択した個別のポリシーをテストできま
す。特定のリソースで選択されたポリシーについて、どのアクションが許可または拒否されているかを
テストできます。

• IAM エンティティに対するアクセス許可の境界 (p. 433)の効果をテストし、トラブルシューティングし
ます。一度にシミュレートできるアクセス許可の境界は 1 つのみです。

• Amazon S3 バケット、Amazon SQS キュー、Amazon SNS トピック、Amazon S3 Glacier ボールトな
ど、AWS リソースにアタッチされている IAM ユーザーのリソースベースポリシーの効果をテストしま
す。ポリシーシミュレーター内で、IAM ユーザーに対しリソースベースのポリシーを使用するには、
シミュレーションにリソースを含める必要があります。また、チェックボックスをオンにして、シミュ
レーションにそのリソースのポリシーも含める必要もあります。

Note

リソースベースのポリシーに関するシミュレーションでは、IAM ロールはサポートされていま
せん。

• AWS Organizations の組織のメンバーである AWS アカウント であれば、アイデンティティベースのポ
リシーに対するサービスコントロールポリシー (SCP) の影響をテストできます。

Note

ポリシーシミュレーターは、グローバルな条件を持つ SCP の評価を行いません。
• ユーザー、ユーザーグループ、またはロールにまだアタッチされていない、新しいアイデンティティ

ベースのポリシーを (Policy Simulator に入力またはコピーして) テストします。これらはシミュレー
ションでのみ使用され、保存されません。リソースベースのポリシーを、Policy Simulator に入力または
コピーすることはできません。

• 指定したサービス、アクション、リソースを含むアイデンティティベースのポリシーをテスト
します。例えば、ポリシーによってエンティティが Amazon S3 サービスの特定のバケットで
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ListAllMyBuckets、CreateBucket、および DeleteBucket アクションの実行を許可されているこ
とをテストできます。

• テストするポリシー内の Condition 要素に含まれる IP アドレスや日付などのコンテキストキーを提供
して、実際のシナリオをシミュレートします。

Note

シミュレーション内のアイデンティティベースのポリシーに、タグを明示的にチェックする
Condition 要素が含まれていない場合、ポリシーシミュレーターは入力として提供されたタグ
をシミュレートしません。

• アイデンティティベースのポリシーにおいて、特定のリソースやアクションへのアクセスを許可または
拒否しているのは、どのステートメントなのかを特定します。

トピック
• IAM Policy Simulator のしくみ (p. 523)
• IAM Policy Simulator の使用に必要なアクセス許可 (p. 523)
• IAM Policy Simulator の使用方法 (コンソール)  (p. 526)
• AWS CLIIAM Policy Simulator の使用 ( および AWS API) (p. 531)

IAM Policy Simulator のしくみ
Policy Simulator は、アイデンティティベースのポリシー内のステートメントと、シミュレーション中に提
供した入力の評価を行います。Policy Simulator は、AWS での実際の環境とは異なる結果を出力すること
があります。Policy Simulator によるテスト後は、実際の AWS 環境とポリシーを照合して、得られた結果
が目的にあっているか確認することをお勧めします。

Policy Simulator は、以下の点で実際の AWS 環境とは異なります。

• Policy Simulator では、現実の AWS サービスリクエストは生成しないため、実際の AWS 環境に不要な
変更を加える可能性のあるリクエストのテストを安全に行えます。Policy Simulator は、本番環境での実
際のコンテキストキー値を考慮しません。

• Policy Simulator では、選択されたアクションの実行はシミュレートされません。つまり、シミュレー
トされたリクエストに対するレスポンスをレポートしません。返される結果は、リクエストされたアク
ションが許可されるか拒否されるかだけです。

• Policy Simulator 内でポリシーを編集した場合、それらの変更は Policy Simulator にのみ影響を与えま
す。AWS アカウント 内の対応するポリシーが変更されることはありません。

• グローバル条件キー (p. 1253)を使用して、サービスコントロールポリシー (SCP) をテストすることは
できません。

• Policy Simulator は、IAM ロールとユーザーのクロスアカウントアクセスのシミュレーションをサポート
していません。

Note

IAM Policy Simulator は、認証用のグローバル条件キー (p. 1253)をサポートしているサービス
を識別しません。例えば、あるサービスが aws:TagKeys (p. 1280) をサポートしていないこと
を、Policy Simulator は識別しません。

IAM Policy Simulator の使用に必要なアクセス許可
Policy Simulator コンソールまたは Policy Simulator API を使用して、ポリシーをテストできます。コ
ンソールを使用するユーザーは、デフォルトで、ユーザー、ユーザーグループ、またはロールにまだア
タッチされていないポリシーを (Policy Simulator コンソールに入力またはコピーすることで) テストで
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きます。それらのポリシーはシミュレーションでのみ使用され、機密情報が公開されることはありませ
ん。API ユーザーには、アタッチされていないポリシーをテストするアクセス権限が必要です。コンソー
ルまたは API ユーザーに、AWS アカウント の IAM ユーザー、ユーザーグループ、またはロールにアタッ
チされているポリシーをテストすることを許可できます。そのためには、それらのポリシーを取得するア
クセス許可を付与する必要があります。リソースベースのポリシーをテストするには、リソースのポリ
シーを取得するための権限がユーザーに必要です。

ポリシーのシミュレートをユーザーに許可するコンソールまたは API ポリシーの例については、「the 
section called “ポリシーの例: AWS Identity and Access Management (IAM)” (p. 461)」を参照してくださ
い。

Policy Simulator コンソールの使用に必要なアクセス許可

AWS アカウント の IAM ユーザー、ユーザーグループ、またはロールにアタッチされているポリシーを
テストすることをユーザーに許可できます。そのためには、それらのポリシーを取得するアクセス許可を
ユーザーに付与する必要があります。リソースベースのポリシーをテストするには、リソースのポリシー
を取得するための権限がユーザーに必要です。

ユーザー、ユーザーグループ、またはロールにアタッチされたポリシーのために Policy Simulator コン
ソールの使用を許可するポリシー例を確認するには、「IAM: Policy Simulator のコンソールへのアクセ
ス (p. 488)」を参照してください。

特定のパスがあるユーザーにのみ Policy Simulator コンソールの使用を許可するポリシー例を確認するに
は、IAM: ユーザーパスに基づく Policy Simulator のコンソールへのアクセス (p. 499)を参照してくださ
い。

1 つのタイプのエンティティのみのために Policy Simulator コンソールの使用を許可するポリシーを作成す
るには、次の手順を実行します。

コンソールユーザーがユーザーのポリシーをシミュレートできるようにするには

次のアクションをポリシーに含めます。

• iam:GetGroupPolicy
• iam:GetPolicy
• iam:GetPolicyVersion
• iam:GetUser
• iam:GetUserPolicy
• iam:ListAttachedUserPolicies
• iam:ListGroupsForUser
• iam:ListGroupPolicies
• iam:ListUserPolicies
• iam:ListUsers

コンソールユーザーがユーザーグループのポリシーをシミュレートできるようにするには

次のアクションをポリシーに含めます。

• iam:GetGroup
• iam:GetGroupPolicy
• iam:GetPolicy
• iam:GetPolicyVersion
• iam:ListAttachedGroupPolicies
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• iam:ListGroupPolicies
• iam:ListGroups

コンソールユーザーがロールのポリシーをシミュレートできるようにするには

次のアクションをポリシーに含めます。

• iam:GetPolicy
• iam:GetPolicyVersion
• iam:GetRole
• iam:GetRolePolicy
• iam:ListAttachedRolePolicies
• iam:ListRolePolicies
• iam:ListRoles

リソースベースのポリシーをテストするには、リソースのポリシーを取得するためのアクセス権限がユー
ザーに必要です。

コンソールユーザーが Amazon S3 バケットのリソースベースのポリシーをテストできるようにするには

次のアクションをポリシーに含めます。

• s3:GetBucketPolicy

例えば、次のポリシーではこのアクションを使用して、コンソールユーザーに特定の Amazon S3 バケッ
ト内のリソースベースのポリシーをシミュレートすることを許可します。

{ 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
          { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:GetBucketPolicy", 
            "Resource":"arn:aws:s3:::bucket-name/*" 
          } 
        ] 
      }

Policy Simulator API の使用に必要なアクセス許可

Policy Simulator API オペレーション GetContextKeyForCustomPolicy および SimulateCustomPolicy を
使用すると、ユーザー、ユーザーグループ、またはロールにまだアタッチされていないポリシーをテ
ストできます。このようなポリシーをテストするには、ポリシーを文字列として API に渡します。そ
れらのポリシーはシミュレーションでのみ使用され、機密情報が公開されることはありません。API 
を使用して、AWS アカウント の IAM ユーザー、ユーザーグループ、またはロールにアタッチされて
いるポリシーをテストすることもできます。そのためには、GetContextKeyForPrincipalPolicy および
SimulatePrincipalPolicy を呼び出すアクセス許可をユーザーに付与する必要があります。

現在の AWS アカウント でアタッチされているポリシーとアタッチされていないポリシーに対して Policy 
Simulator API を使用することを許可するポリシーの例を表示するには、「IAM: Policy Simulator API への
アクセス (p. 488)」を参照してください。

1 つのタイプのポリシーのみのために Policy Simulator API の使用を許可するポリシーを作成するには、次
の手順を実行します。
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API ユーザーが API に直接文字列として渡されるポリシーをシミュレートできるようにするには

次のアクションをポリシーに含めます。

• iam:GetContextKeysForCustomPolicy
• iam:SimulateCustomPolicy

API ユーザーが IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロール、またはリソースにアタッチされたポリシーを
シミュレートできるようにするには

次のアクションをポリシーに含めます。

• iam:GetContextKeysForPrincipalPolicy
• iam:SimulatePrincipalPolicy

例えば、Bob という名前のユーザーに、Alice という名前のユーザーに割り当てられたポリシーをシミュ
レートするアクセス許可を付与するには、Bob にリソース arn:aws:iam::777788889999:user/
alice へのアクセス権を付与します。

特定のパスがあるユーザーにのみ Policy Simulator API の使用を許可するポリシー例を確認するに
は、IAM: ユーザーパスに基づいた Policy Simulator API へのアクセス (p. 499)を参照してください。

IAM Policy Simulator の使用方法 (コンソール)
デフォルトでは、ユーザーは、ユーザー、ユーザーグループ、またはロールにまだアタッチされていない
ポリシーをテストできます。そのためには、それらのポリシーを Policy Simulator コンソールに入力また
はコピーします。それらのポリシーはシミュレーションでのみ使用され、機密情報が公開されることはあ
りません。

ユーザー、ユーザーグループ、またはロールにアタッチされていないポリシーをテストするには 
(コンソール)

1. IAM ポリシーシミュレーターコンソール (https://policysim.aws.amazon.com/) を開きます。
2. ページ上部にある [Mode: (モード:)] メニューで [New Policy (新しいポリシー)] を選択します。
3. [Policy Sandbox (ポリシーサンドボックス)] で [新規ポリシーの作成] を選択します。
4. ポリシーを Policy Simulator に入力またはコピーし、次のステップで説明されているようにシミュ

レーションを実行します。

IAM Policy Simulator コンソールを使用するアクセス許可を取得したら、この Simulator により、IAM ユー
ザー、ユーザーグループ、ロール、またはリソースポリシーをテストできます。

ユーザー、ユーザーグループ、またはロールにアタッチされているポリシーをテストするには (コ
ンソール)

1. IAM ポリシーシミュレーターコンソール (https://policysim.aws.amazon.com/) を開きます。

Note

IAM ユーザーとして Policy Simulator にサインインするには、割り当てられたサインイ
ン URL を使用して AWS Management Console にサインインします。その後、https:// 
policysim.aws.amazon.com/ に移動します。IAM ユーザーとしてサインインする詳細につい
ては、「IAM ユーザーが AWS にサインインする方法 (p. 81)」を参照してください。

Policy Simulator が [Existing Policies] (既存のポリシー) モードで開き、アカウントの IAM ユーザーを
[Users, Groups, and Roles] (ユーザー、グループ、およびロール) の下に一覧表示します。
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2. 目的のタスクに該当するオプションを選択します。

これをテストするには: 処理:

ユーザーにアタッチさ
れているポリシー

ユーザー、グループ、ロールリストでユーザーを選択します。その後、
ユーザーを選択します。

ユーザーグループにア
タッチされているポリ
シー

ユーザー、グループ、ロールリストでグループを選択します。次に、ユー
ザーグループを選択します。

ロールにアタッチされ
ているポリシー

ユーザー、グループ、ロールリストでロールを選択します。その後、ロー
ルを選択します。

リソースにアタッチさ
れているポリシー

「Step 9」を参照してください。

ユーザー、ユーザーグ
ループ、またはロール
のカスタムポリシー

[新しいポリシーの作成] を選択します。新しい [ポリシー] ペインで、ポリ
シーを入力または貼り付け、[Apply (適用)] を選択します。

ヒント

ユーザーグループにアタッチされたポリシーをテストするには、IAM Policy Simulator を IAM 
コンソールから直接起動します。ナビゲーションペインで、[Groups] を選択します。ポリ
シーをテストするグループの名前を選択し、次に [Permissions (アクセス許可)] タブを選択し
ます。シミュレートを選択します。
ユーザーにアタッチされているカスタマー管理ポリシーをテストするには、ナビゲーション
ペインで [ユーザー] を選択します。ポリシーをテストするユーザーの名前を選択します。
[Permissions (アクセス許可)] タブを選択し、テストするポリシーを展開します。右端にある 
[ポリシーのシミュレート] を選択します。新しいウィンドウで IAM Policy Simulator が開き、
選択したポリシーが [ポリシー] ペインに表示されます。

3. (オプション) アカウントが AWS Organizations の組織のメンバーである場合は、AWS Organizations 
SCP の横にあるチェックボックスをオンにして、シミュレートされた評価に SCP を含めます。SCP 
は、組織または組織単位 (OU) のアクセス許可の上限を指定する JSON ポリシーです。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します。SCP によってサービスまたは
アクションがブロックされる場合、そのアカウントには、そのサービスにアクセスできるエンティ
ティ、またはそのアクションを実行できるエンティティがありません。管理者が IAM またはリソース
ポリシーを使用してそのサービスまたはアクションへのアクセス権限を明示的に付与したとしても同
様です。

アカウントが組織のメンバーでない場合、チェックボックスは表示されません。
4. (オプション) IAM エンティティ（ユーザーまたはロール）のアクセス許可境界 (p. 433)として設定

されているポリシーをテストできますが、ユーザーグループに対してはテストできません。現在、エ
ンティティにアクセス許可の境界ポリシーが設定されている場合、そのポリシーが [ポリシー] ペイン
に表示されます。1 つのエンティティに設定できるアクセス許可の境界は 1 つのみです。別のアクセ
ス許可の境界をテストするために、カスタムのアクセス許可の境界を作成できます。そのためには、
[新しいポリシーの作成] を選択します。新しい [ポリシー] ペインが開きます。メニューで、[Custom 
IAM Permissions Boundary Policy (カスタムの IAM アクセス許可の境界ポリシー)] を選択します。新
しいポリシーの名前を入力し、下の領域にポリシーを入力またはコピーします。[Apply (適用)] を選択
して、ポリシーを保存します。次に、[Back (戻る)] を選択して、元の [ポリシー] ペインに戻ります。
その後、シミュレーションに使用するアクセス許可の境界の横にあるチェックボックスをオンにしま
す。

5. (オプション) ユーザー、ユーザーグループ、またはロールにアタッチされているポリシーのサブ
セットのみをテストできます。そのためには、[ポリシー] ペインで、除外する各ポリシーの横にある
チェックボックスをオフにします。
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6. Policy Simulator で、[Select service (サービスの選択)] を選択してから、テストするサービスを選択
します。その後、[アクションの選択] を選択し、テストするアクションを 1 つ以上選択します。メ
ニューでは、サービスごとに使用できる選択肢しか表示されませんが、[Action Settings and Results 
(アクションの設定と結果)] では選択したすべてのサービスとアクションが表示されます。

7. (オプション) Step 2 および Step 5 で選択したポリシーに、AWS グローバル条件キー (p. 1253)を持
つ条件が含まれている場合、それらのキーの値を入力します。これを行うには、[グローバル設定] セ
クションを展開して、そこに表示されるキー名の値を入力します。

Warning

条件キーの値を空にすると、そのキーはシミュレーション時に無視されます。これによって
エラーが発生し、シミュレーションの実行が失敗する場合があります。また、シミュレー
ションが実行されても、結果が信頼できない場合があります。シミュレーションが、条件
キーや変数の値を含む実際の状況と一致しない場合もあります。

8. (オプション) 選択した各アクションは [Action Settings and Results (アクションの設定と結果)] リスト
に表示され、実施にシミュレーションを実行するまで [Not simulated (未シミュレーション)] が [アク
セス許可] 列に表示されます。シミュレーションを実行する前に、リソースで各アクションを設定でき
ます。特定のシナリオ用に個別のアクションを設定するには、矢印を選択してアクションの行を展開
します。アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしている場合、アクセスをテストす
る特定のリソースの Amazon リソースネーム (ARN) (p. 1124) を入力できます。デフォルトでは、各
リソースはワイルドカード (*) に設定されています。任意の条件コンテキストキーの値を指定すること
もできます。前述したように、値が空のキーは無視されるため、シミュレーションの失敗や信頼性の
低い結果が生じる可能性があります。

a. アクション名の横にある矢印を選択して各行を拡張し、使用するシナリオでアクションを正確に
シミュレートするために必要な追加の情報を設定します。アクションがリソースレベルのアクセ
ス許可を必要とする場合、アクセスをシミュレートする特定のリソースの Amazon リソースネー
ム (ARN) (p. 1124) を入力できます。デフォルトでは、各リソースはワイルドカード (*) に設定さ
れています。

b. アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートするものの、それを必要としない場合、
[Add Resource (リソースの追加)] を選択して、シミュレーションに追加するリソースタイプを選
択できます。

c. 選択したポリシーのいずれかに、このアクションのサービスのコンテキストキーを参照する
Condition 要素が含まれる場合、アクションの下にそのキー名が表示されます。そのアクショ
ンのシミュレーションで、指定したリソースに対して使用する値を指定できます。

異なるグループのリソースタイプが必要なアクション

アクションによって、異なる状況下で異なるリソース タイプが必要です。リソースタイプの各グルー
プにはシナリオが関連付けられています。そのいずれかがシミュレーション内容に適合しているので
あれば、それを選択すると、シミュレーターが対象のシナリオに適したリソースタイプを要求しま
す。次の一覧では、サポートされるそれぞれのシナリオオプションと、シミュレーションを実行する
ために定義する必要のあるリソースを示しています。

次の各 Amazon EC2 シナリオでは、instance、image、および security-group リソースを指
定する必要があります。シナリオに EBS ボリュームが含まれる場合、その volume をリソースと
して指定する必要があります。Amazon EC2 シナリオに仮想プライベートクラウド (VPC) が含まれ
る場合、network-interface リソースを指定する必要があります。IP サブネットが含まれる場
合、subnet リソースを指定する必要があります。Amazon EC2 シナリオオプションの詳細について
は、Amazon EC2 ユーザーガイドの「サポートされているプラットフォーム」を参照してください。

• EC2-VPC-InstanceStore

instance, image, security-group, network-interface
• EC2-VPC-InstanceStore-Subnet

instance, image, security-group, network-interface, subnet
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• EC2-VPC-EBS

instance, image, security-group, network-interface, volume
• EC2-VPC-EBS-Subnet

instance, image, security-group, network-interface, subnet, volume
9. (任意) リソースベースのポリシーをシミュレーションに含める場合、まずそのリソースでシミュレー

トするアクションを Step 6 で選択する必要があります。選択したアクションの行を展開し、シミュ
レートするポリシーのリソースの ARN を入力します。その後、[ARN] テキストボックスの横にある 
[Include Resource Policy] を選択します。IAM Policy Simulator では現在、次のサービスのリソース
ベースポリシーをサポートしています。Amazon S3 (リソースベースポリシーのみ。ACL は現在サ
ポート対象外)、Amazon SQS、Amazon SNS、およびロック解除された S3 Glacier ボールト (ロック
されたボールトは現在サポート対象外)。

10. 右上の [Run Simulation (シミュレーションの実行)] を選択します。

[アクションの設定と結果]の各行の[アクセス許可]列には、指定したリソースでのそのアクションのシ
ミュレーション結果が表示されます。

11. ポリシーのどのステートメントがアクションを明示的に許可または拒否したかを調べるには、
[Permissions] 列の [N matching statement(s)] リンクを選択して行を展開します。次に、[Show 
statement (ステートメントの表示)] リンクを選択します。[ポリシー] ペインに、関連するポリシーが
表示され、シミュレーションの結果に影響を与えたステートメントが強調表示されます。

Note

アクションが暗黙的に拒否（つまり、明示的に許可されていないためにのみアクションが拒
否された場合）リストおよびステートメントを表示オプションは表示されません。

IAM Policy Simulator コンソールメッセージのトラブルシューティング

以下の表では、IAM Policy Simulator の使用時に表示される可能性のある通知および警告メッセージを示し
ています。それらのメッセージが表示されたときの問題の解決手順についても説明しています。

Message 解決手順

This policy has been edited. Changes will not be 
saved to your account.

対処は必要ありません。

これは通知メッセージです。IAM ポリシーシミュ
レーターで既存のポリシーを編集した場合、そ
の変更は AWS アカウント に影響を与えませ
ん。Policy Simulator では、テスト目的でのみポリ
シーに変更を加えられます。

リソースポリシーを取得できない。原因: ######
#####

Policy Simulator は、リクエストされたリソース
ベースポリシーにアクセスすることはできませ
ん。指定されたリソース ARN が正しいこと、ま
たシミュレーションを実行しているユーザーにリ
ソースポリシーを見る権限があることを確認しま
す。

One or more policies require values in the 
simulation settings. The simulation might fail 
without these values.

このメッセージが表示されるのは、テストするポ
リシーに条件キーや変数が含まれているが、これ
らのキーや変数の値を [Simulation Settings (シミュ
レーションの設定)] で指定しなかった場合です。
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Message 解決手順
このメッセージが表示されないようにするには、
[Simulation Settings (シミュレーション設定)] を選
択し、各条件キーまたは変数に値を入力します。

You have changed policies. These results are no 
longer valid.

このメッセージが表示されるのは、[結果] ペインに
結果が表示されている間に、選択したポリシーを
変更した場合です。[結果] ペインに表示されている
結果は動的に更新されません。

このメッセージが表示されないようにするには、
[Run Simulation (シミュレーションの実行)] を再度
選択します。[ポリシー] ペインで行った変更に基づ
いて、新しいシミュレーションの結果が表示され
ます。

The resource you typed for this simulation does not 
match this service.

このメッセージが表示されるのは、現在のシミュ
レーション用に選択したサービスと一致しない 
Amazon リソースネーム (ARN) を [Simulation 
Settings (シミュレーションの設定)] ペインで入力
した場合です。例えば、Amazon DynamoDB リ
ソースの ARN を指定し、シミュレートするサービ
スに Amazon Redshift を選択した場合などです。

このメッセージが表示されないようにするには、
以下のいずれかの操作を行います。

• [Simulation Settings (シミュレーションの設定)] 
ペインのボックスから ARN を削除する。

• [Simulation Settings (シミュレーションの設定)] 
で指定した ARN に一致するサービスを選択す
る。

このアクションは、Amazon S3 ACL や S3 Glacier 
ボールトロックポリシーなどのリソースベース
ポリシーに加えて、特別なアクセスコントロー
ルメカニズムをサポートするサービスに属しま
す。Policy Simulator はこれらのメカニズムをサ
ポートしないため、結果は本番環境と異なる場合
があります。

対処は必要ありません。

これは通知メッセージです。現在のバージョン
の Policy Simulator は、ユーザーおよびユーザー
グループにアタッチされたポリシーと、Amazon 
S3、Amazon SQS、Amazon SNS、S3 Glacier 
用のリソースベースのポリシーを評価できま
す。Policy Simulator は、他の AWS サービスでサ
ポートされるすべてのアクセスコントロールメカ
ニズムをサポートするわけではありません。
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Message 解決手順

DynamoDB FGAC is currently not supported. 対処は必要ありません。

この情報メッセージは、きめ細かなアクセスコン
トロールに関するものです。きめ細かなアクセ
スコントロールは、IAM ポリシー条件を使用し
て、DynamoDB テーブルおよびインデックス内
の個々のデータ項目および属性にだれがアクセ
スできるかを決定する機能です。また、これらの
テーブルとインデックスに対して実行できるアク
ションも参照します。IAM Policy Simulator の現
在のバージョンでは、このタイプのポリシー条件
はサポートされていません。DynamoDB のきめ
細かなアクセスコントロールの詳細については、
「DynamoDB のきめ細かなアクセスコントロー
ル」を参照してください。

ポリシー構文に準拠していないポリシーがありま
す。ポリシー検証を使用して、ポリシーの推奨さ
れる更新を確認できます。

IAM ポリシーの文法に準拠しないポリシーがある
場合、このメッセージがポリシーのリストの先頭
に表示されます。これらのポリシーをシミュレー
トするには、IAM ポリシーの検証 (p. 521) でポ
リシー検証オプションを確認して、これらのポリ
シーを特定して修正します。

This policy must be updated to comply with the 
latest policy syntax rules.

このメッセージが表示されるのは、IAM ポリシー
の文法に準拠しないポリシーがある場合です。こ
れらのポリシーをシミュレートするには、IAM ポ
リシーの検証 (p. 521) でポリシー検証オプション
を確認して、これらのポリシーを特定して修正し
ます。

AWS CLIIAM Policy Simulator の使用 ( および AWS API)
通常、Policy Simulator コマンドでは、次の 2 つのことを実行するために、API オペレーションの呼び出し
が必要となります。

1. ポリシーを評価し、ポリシーが参照するコンテキストキーのリストを返します。次のステップで、参照
しているコンテキストキーの値を指定できるように、それらを確認しておく必要があります。

2. ポリシーをシミュレートし、シミュレーションで使用されるアクション、リソース、コンテキストキー
の一覧を提供します。

セキュリティ上の理由から、API オペレーションは以下の 2 つのグループに分かれています。

• API に文字列として直接渡されるポリシーのみをシミュレートする API オペレーション。このセットに
は、GetContextKeysForCustomPolicy と SimulateCustomPolicy が含まれます。

• 特定の IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロール、またはリソースにアタッチされたポリシーをシミュ
レートする API オペレーション。これらの API オペレーションは他の IAM エンティティに割り当てら
れたアクセス許可の詳細を表示できるため、これらの API オペレーションへのアクセスを制限すること
を検討してください。このセットには、GetContextKeysForPrincipalPolicy と SimulatePrincipalPolicy
が含まれます。API オペレーションへのアクセス制限の詳細については、「ポリシーの例: AWS Identity 
and Access Management (IAM) (p. 461)」を参照してください。

いずれの場合でも、API オペレーションはアクションやリソースのリストに対する 1 つ以上のポリ
シーの影響をシミュレートします。各アクションは各リソースと組み合わせられており、シミュレー
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ションによって、ポリシーがリソースのそのアクションを許可するか、または拒否するかを特定でき
ます。また、ポリシーが参照するコンテキストキーの値を提供することもできます。ポリシーが参照
するコンテキストキーのリストを取得するには、まず GetContextKeysForCustomPolicy または
GetContextKeysForPrincipalPolicy を呼び出します。コンテキストキーの値を指定しない場合、シ
ミュレーションは引き続き実行されます。ただし、Policy Simulator が、そのコンテキストキーを評価に含
めることができないため、信頼性の低い結果が得られることがあります。

コンテキストキーのリストを取得するには (AWS CLI、AWS API)

以下のコマンドでは、ポリシーのリストを評価し、ポリシーで使用されているコンテキストキーのリスト
を返します。

• AWS CLI: aws iam get-context-keys-for-custom-policy および aws iam get-context-
keys-for-principal-policy

• AWS API: GetContextKeysForCustomPolicy および GetContextKeysForPrincipalPolicy

IAM ポリシーをシミュレートするには (AWS CLI、AWS API)

以下のコマンドでは、IAM ポリシーをシミュレートしてユーザーの有効なアクセス許可を確認します。

• AWS CLI: aws iam simulate-custom-policy および aws iam simulate-principal-policy
• AWS API: SimulateCustomPolicy および SimulatePrincipalPolicy

IAM ID のアクセス許可の追加および削除
ID (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) のアクセス許可を定義するにはポリシーを使用します。
アクセス許可を追加および削除するには、AWS Management Console、AWS Command Line Interface 
(AWS CLI)、または AWS API を使用して、ID の IAM ポリシーをアタッチおよびデタッチします。また、
ポリシーを使用して、同じ方法を使用しているエンティティ (ユーザーまたはロール) のみに許可の境
界 (p. 433)を設定することもできます。アクセス許可の境界は、エンティティが持つことができる最大の
アクセス許可を制御する AWS のアドバンスド機能です。

トピック
• 用語 (p. 532)
• ID アクティビティの表示 (p. 533)
• IAM ID アクセス許可の追加 (コンソール) (p. 533)
• IAM ID アクセス許可の削除 (コンソール) (p. 535)
• IAM ポリシーの追加（AWS CLI) (p. 536)
• IAM ポリシーの削除 (AWS CLI) (p. 537)
• IAM ポリシーの追加 (AWS API) (p. 538)
• IAM ポリシーの削除 (AWS API) (p. 539)

用語
アクセス許可ポリシーをアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、およびロール) に関連付ける場
合、管理ポリシーとインラインポリシーのどちらを使用するかで、用語や手順が異なることがあります。

• アタッチ – 管理ポリシーで使用します。管理ポリシーをアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグルー
プ、またはロール) にアタッチします。ポリシーをアタッチすると、そのポリシー内のアクセス許可が 
ID に適用されます。

• デタッチ – 管理ポリシーで使用します。管理ポリシーを IAM アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグ
ループ、またはロール) からデタッチします。ポリシーをデタッチすると、そのアクセス許可がアイデ
ンティティから削除されます。
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• 埋め込み – インラインポリシーで使用します。インラインポリシーをアイデンティティ (ユーザー、
ユーザーグループ、またはロール) に埋め込みます。ポリシーを埋め込むと、そのポリシー内のアクセ
ス許可が ID に適用されます。インラインポリシーはアイデンティティに保存されるため、結果は似てい
ますが、アタッチされるのではなく埋め込まれます。

Note

サービスにリンクされたロール (p. 185)のインラインポリシーは、ロールに依存するサービス
にのみ組み込むことができます。サービスでこの機能がサポートされているかどうかについて
は、そのサービスの AWS ドキュメントを参照してください。

• 削除 – インラインポリシーで使用します。インラインポリシーを IAM アイデンティティ (ユーザー、
ユーザーグループ、またはロール) から削除します。ポリシーを削除すると、そのアクセス許可がアイ
デンティティから削除されます。

Note

サービスにリンクされたロール (p. 185)のインラインポリシーを削除できるのは、そのロール
に依存するサービスに限ります。サービスでこの機能がサポートされているかどうかについて
は、そのサービスの AWS ドキュメントを参照してください。

これらのアクションはいずれも、コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して実行できます。

詳細情報

• 管理ポリシーとインラインポリシーの違いの詳細については、「管理ポリシーとインラインポリ
シー (p. 427)」を参照してください。

• アクセス許可の境界の詳細については、「IAM エンティティのアクセス許可境界 (p. 433)」を参照して
ください

• IAM ポリシーの一般情報については、「IAM でのポリシーとアクセス許可 (p. 417)」を参照してくだ
さい。

• IAM ポリシーの検証の詳細については、「IAM ポリシーの検証 (p. 521)」を参照してください。
• AWS アカウントの IAM リソースの数とサイズには制限があります。詳細については、「IAM クォータ

および AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限 (p. 1131)」を参照してください。

ID アクティビティの表示
アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、ロール) のアクセス許可を変更する前に、サービス
レベルの直近アクティビティを確認する必要があります。これは、アクセス権を使用しているプリンシ
パル (ユーザーまたはアプリケーション) から削除しないようにするために重要です。最後にアクセス
した情報を表示する方法の詳細については、「最終アクセス情報を使用した AWS のアクセス許可の調
整 (p. 551)」を参照してください。

IAM ID アクセス許可の追加 (コンソール)
アクセス許可をアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) に追加するには、AWS 
Management Console を使用します。そのためには、アクセス許可を制御する管理ポリシーをアタッチす
るか、アクセス許可の境界 (p. 433)としてポリシーを指定します。また、インラインポリシーを埋め込む
こともできます。

管理ポリシーをアイデンティティのアクセス許可ポリシーとして使用するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。

533

https://docs.aws.amazon.com/
https://docs.aws.amazon.com/
https://console.aws.amazon.com/iam/
https://console.aws.amazon.com/iam/


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ID アクセス許可の追加または削除

3. ポリシーのリストで、アタッチするポリシーの名前の横にあるラジオボックスをオンにします。検索
ボックスを使用して、ポリシーのリストをフィルタリングできます。

4. [Actions (アクション)] を選択し、[Attach (アタッチ)] を選択します。
5. ポリシーを添付する ID を 1 つ以上選択します。検索ボックスを使用して、プリンシパルエンティ

ティのリストをフィルタリングできます。ID を選択したら、[ポリシーのアタッチ] を選択します。

管理ポリシーを使用してアクセス許可の境界を設定するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. ポリシーの一覧で、設定するポリシーの名前を選択します。検索ボックスを使用して、ポリシーのリ

ストをフィルタリングできます。
4. [ポリシー詳細] ページで、[アタッチされたエンティティ] タブを選択し、必要に応じて [アクセス許可

の境界としてアタッチ] セクションを開き、[このポリシーをアクセス許可の境界として設定] を選択し
ます。

5. ポリシーをアクセス許可の境界として使用する対象のユーザーまたはロールを 1 つ以上選択します 検
索ボックスを使用して、プリンシパルエンティティのリストをフィルタリングできます。プリンシパ
ルを選択したら、[アクセス許可の境界を設定] を選択します。

ユーザーまたはロールのインラインポリシーを埋め込むには (コンソール)

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

2. IAM ナビゲーションペインで、[Users] (ユーザー) または [Roles] (ロール) を選択します。
3. 一覧で、ポリシーを埋め込むユーザーまたはロールの名前を選択します。
4. [アクセス許可] タブを選択します。
5. [アクセス許可を追加]、[インラインポリシーを作成] の順に選択します。

Note

IAM の「サービスにリンクされたロール (p. 185)」にインラインポリシーを埋め込むことは
できません。リンクされたサービスは、ロールの許可を変更できるかどうかを定義するた
め、サービスコンソール、API、または AWS CLI からポリシーを追加できる場合がありま
す。サービスにリンクされたロールのドキュメントをサービスで表示するには、「IAM と連
携する AWS のサービス (p. 1137)」を参照の上、お使いのサービスの [Service-Linked Role] 
列で [Yes] を選択します。

6. 以下の方法のいずれかを選択してポリシーの作成に必要な手順を表示します。

• 既存の管理ポリシーのインポート (p. 518) – アカウント内で管理ポリシーをインポートし、ポリ
シーを編集して特定の要件に合わせてカスタマイズすることができます。管理ポリシーは、AWS 管
理ポリシーまたは以前に作成したカスタマー管理ポリシーにすることができます。

• ビジュアルエディタでのポリシーの作成 (p. 516) – ビジュアルエディタで最初から新しいポリシー
を構築することができます。ビジュアルエディタを使用する場合は、JSON 構文を理解する必要は
ありません。

• JSON エディターを使用したポリシーの作成 (p. 515) – [JSON] エディタオプションで、JSON 構
文を使用してポリシーを作成することができます。新しい JSON ポリシードキュメントを入力する
か、ポリシー例 (p. 459)を貼り付けることができます。

7. インラインポリシーを作成した後は、自動的にユーザーまたはロールに埋め込まれます。
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ユーザーグループのインラインポリシーを埋め込むには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ユーザーグループ] を選択します。
3. 一覧で、ポリシーを埋め込むユーザーグループの名前を選択します。
4. [アクセス許可] タブで、[アクセス許可の追加] を選択してから、インラインポリシーの作成。
5. 以下のいずれかを実行します。

• [ビジュアル] オプションを選択して、ポリシーを作成します。詳細については、「ビジュアルエ
ディタでのポリシーの作成 (p. 516)」を参照してください。

• [JSON] オプションを選択して、ポリシーを作成します。詳細については、「JSON エディターを使
用したポリシーの作成 (p. 515)」を参照してください。

6. ポリシーが完成したら、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

1 つ以上のエンティティのアクセス許可の境界を変更するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. ポリシーの一覧で、設定するポリシーの名前を選択します。検索ボックスを使用して、ポリシーのリ

ストをフィルタリングできます。
4. [ポリシー詳細] ページで、[アタッチされたエンティティ] タブを選択し、必要に応じて [アクセス許

可の境界としてアタッチ] セクションを開きます。境界を変更するユーザーまたはロールの横にある
チェックボックスを選択し、[変更] を選択します。

5. アクセス許可の境界として使用する新しいポリシーを選択します。検索ボックスを使用して、ポリ
シーのリストをフィルタリングできます。ポリシーを選択したら、[アクセス許可の境界を設定] を選
択します。

IAM ID アクセス許可の削除 (コンソール)
アクセス許可をアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) から削除するには、AWS 
Management Console を使用します。そのためには、アクセス許可を制御する管理ポリシーをデタッチす
るか、アクセス許可の境界 (p. 433)として指定されているポリシーを削除します。また、インラインポリ
シーを削除することもできます。

アクセス許可ポリシーとして使用されている管理ポリシーをデタッチするには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. ポリシーのリストで、デタッチするポリシーの名前の横にあるラジオボックスを選択します。検索

ボックスを使用して、ポリシーのリストをフィルタリングできます。
4. [アクション] を選択して、[削除] を選択します。
5. ポリシーをデタッチする ID を選択します。検索ボックスを使用して、ポリシーのリストをフィルタリ

ングできます。ID を選択したら、[ポリシーのデタッチ] を選択します。
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アクセス許可の境界を削除するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. ポリシーの一覧で、設定するポリシーの名前を選択します。検索ボックスを使用して、ポリシーのリ

ストをフィルタリングできます。
4. [ポリシーの概要] ページで、[アタッチされたエンティティ] タブを選択し、必要に応じて [アクセス許

可の境界としてアタッチ] セクションを開き、アクセス許可の境界を削除するエンティティを選択しま
す。次に、[境界を削除] を選択します。

5. 境界を削除することを確認し、[境界を削除] を選択します。

インラインポリシーを削除するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ユーザーグループ]、[ユーザー]、または [ロール] を選択します。
3. リストで、削除するポリシーを持つユーザーグループ、ユーザー、またはロールの名前を選択しま

す。
4. [アクセス許可] タブを選択します。
5. ポリシーの横にあるチェックボックスを選択し、[削除] を選択します。
6. 確認ボックスで、[削除] を選択します。

IAM ポリシーの追加（AWS CLI)
アクセス許可をアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) に追加するには、AWS 
CLI を使用します。そのためには、アクセス許可を制御する管理ポリシーをアタッチするか、アクセス許
可の境界 (p. 433)としてポリシーを指定します。また、インラインポリシーを埋め込むこともできます。

管理ポリシーをエンティティのアクセス許可ポリシーとして使用するには (AWS CLI)

1. (オプション) 管理ポリシーの情報を表示するには、以下のコマンドを実行します。

• 管理ポリシーを一覧表示するには: aws iam list-policies
• 管理ポリシーの詳細情報を取得するには: get-policy

2. 管理ポリシーをアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) にアタッチするに
は、以下のいずれかのコマンドを使用します。

• aws iam attach-user-policy
• aws iam attach-group-policy
• aws iam attach-role-policy

管理ポリシーを使用してアクセス許可の境界を設定するには (AWS CLI)

1. (オプション) 管理ポリシーの情報を表示するには、以下のコマンドを実行します。

• 管理ポリシーを一覧表示するには: aws iam list-policies
• 管理ポリシーの詳細情報を取得するには: aws iam get-policy

2. 管理ポリシーを使用してエンティティ (ユーザーまたはロール) のアクセス許可の境界を設定するに
は、以下のいずれかのコマンドを使用します。
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• aws iam put-user-permissions-boundary
• aws iam put-role-permissions-boundary

インラインポリシーを埋め込むには (AWS CLI)

インラインポリシーを ID (ユーザー、ユーザーグループ、または サービスにリンクされたロー
ル (p. 185)以外のロール) に埋め込むには、以下のいずれかのコマンドを使用します。

• aws iam put-user-policy
• aws iam put-group-policy
• aws iam put-role-policy

IAM ポリシーの削除 (AWS CLI)
AWS CLI を使用して、アクセス許可を制御する管理ポリシーをデタッチするか、アクセス許可の境
界 (p. 433)として指定されているポリシーを削除します。また、インラインポリシーを削除することもで
きます。

アクセス許可ポリシーとして使用されている管理ポリシーをデタッチするには (AWS CLI)

1. (オプション) ポリシーの情報を表示するには、以下のコマンドを実行します。

• 管理ポリシーを一覧表示するには: aws iam list-policies
• 管理ポリシーの詳細情報を取得するには: aws iam get-policy

2. (オプション) ポリシーとアイデンティティとの関係を確認するには、以下のコマンドを実行します。

• 管理ポリシーがアタッチされたアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、およびロール) を
一覧表示する場合:
• aws iam list-entities-for-policy

• アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) にアタッチされている管理ポリ
シーを一覧表示するには、以下のいずれかのコマンドを使用します。
• aws iam list-attached-user-policies
• aws iam list-attached-group-policies
• aws iam list-attached-role-policies

3. 管理ポリシーをアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) からデタッチするに
は、以下のいずれかのコマンドを使用します。

• aws iam detach-user-policy
• aws iam detach-group-policy
• aws iam detach-role-policy

アクセス許可の境界を削除するには (AWS CLI)

1. (オプション) アクセス許可の境界を設定するために現在使用されている管理ポリシーを確認するに
は、以下のコマンドを実行します。

• aws iam get-user
• aws iam get-role

2. (オプション) 管理ポリシーがアクセス許可の境界として使用されているユーザーまたはロールを確認
するには、次のコマンドを実行します。

• aws iam list-entities-for-policy
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3. (オプション) 管理ポリシーの情報を表示するには、以下のコマンドを実行します。

• 管理ポリシーを一覧表示するには: aws iam list-policies
• 管理ポリシーの詳細情報を取得するには: aws iam get-policy

4. ユーザーまたはロールからアクセス許可の境界を削除するには、以下のいずれかのコマンドを使用し
ます。

• aws iam delete-user-permissions-boundary
• aws iam delete-role-permissions-boundary

インラインポリシーを削除するには (AWS CLI)

1. (オプション) アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、ロール) にアタッチされたすべてのイ
ンラインポリシーを一覧表示するには、以下のいずれかのコマンドを使用します。

• aws iam list-user-policies
• aws iam list-group-policies
• aws iam list-role-policies

2. (オプション) アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) に埋め込まれたインラ
インポリシードキュメントを取得するには、以下のいずれかのコマンドを使用します。

• aws iam get-user-policy
• aws iam get-group-policy
• aws iam get-role-policy

3. インラインポリシーを ID (ユーザー、ユーザーグループ、または サービスにリンクされたロー
ル (p. 185)以外のロール) から削除するには、以下のいずれかのコマンドを使用します。

• aws iam delete-user-policy
• aws iam delete-group-policy
• aws iam delete-role-policy

IAM ポリシーの追加 (AWS API)
AWS API を使用して、アクセス許可を制御する管理ポリシーをアタッチするか、アクセス許可の境
界 (p. 433)としてポリシーを指定します。また、インラインポリシーを埋め込むこともできます。

管理ポリシーをエンティティのアクセス許可ポリシーとして使用するには (AWS API)

1. (オプション) ポリシーの情報を表示するには、以下のオペレーションを呼び出します。

• 管理ポリシーを一覧表示するには: ListPolicies
• 管理ポリシーの詳細情報を取得するには: GetPolicy

2. 管理ポリシーをアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) にアタッチするに
は、以下のいずれかのオペレーションを呼び出します。

• AttachUserPolicy
• AttachGroupPolicy
• AttachRolePolicy

管理ポリシーを使用してアクセス許可の境界を設定するには (AWS API)

1. (オプション) 管理ポリシーの情報を表示するには、以下のオペレーションを呼び出します。
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• 管理ポリシーを一覧表示するには: ListPolicies
• 管理ポリシーの詳細情報を取得するには: GetPolicy

2. 管理ポリシーを使用してエンティティ (ユーザーまたはロール) のアクセス許可の境界を設定するに
は、以下のいずれかのオペレーションを呼び出します。

• PutUserPermissionsBoundary
• PutRolePermissionsBoundary

インラインポリシーを埋め込むには (AWS API)

インラインポリシーを ID (ユーザー、ユーザーグループ、または サービスにリンクされたロー
ル (p. 185)以外のロール) に埋め込むには、以下のいずれかのオペレーションを呼び出します。

• PutUserPolicy
• PutGroupPolicy
• PutRolePolicy

IAM ポリシーの削除 (AWS API)
AWS API を使用して、アクセス許可を制御する管理ポリシーをデタッチするか、アクセス許可の境
界 (p. 433)として指定されているポリシーを削除します。また、インラインポリシーを削除することもで
きます。

アクセス許可ポリシーとして使用されている管理ポリシーをデタッチするには (AWS API)

1. (オプション) ポリシーの情報を表示するには、以下のオペレーションを呼び出します。

• 管理ポリシーを一覧表示するには: ListPolicies
• 管理ポリシーの詳細情報を取得するには: GetPolicy

2. (オプション) ポリシーとアイデンティティとの関係を確認するには、以下のオペレーションを呼び出
します。

• 管理ポリシーがアタッチされたアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、およびロール) を
一覧表示する場合:
• ListEntitiesForPolicy

• アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) にアタッチされている管理ポリ
シーを一覧表示するには、以下のいずれかのオペレーションを呼び出します。
• ListAttachedUserPolicies
• ListAttachedGroupPolicies
• ListAttachedRolePolicies

3. 管理ポリシーをアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) からデタッチするに
は、以下のいずれかのオペレーションを呼び出します。

• DetachUserPolicy
• DetachGroupPolicy
• DetachRolePolicy

アクセス許可の境界を削除するには (AWS API)

1. (オプション) アクセス許可の境界を設定するために現在使用されている管理ポリシーを確認するに
は、以下のオペレーションを呼び出します。
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• GetUser
• GetRole

2. (オプション) 管理ポリシーがアクセス許可の境界として使用されているユーザーまたはロールを確認
するには、次のオペレーションを呼び出します。

• ListEntitiesForPolicy
3. (オプション) 管理ポリシーの情報を表示するには、以下のオペレーションを呼び出します。

• 管理ポリシーを一覧表示するには: ListPolicies
• 管理ポリシーの詳細情報を取得するには: GetPolicy

4. ユーザーまたはロールからアクセス許可の境界を削除するには、以下のいずれかのオペレーションを
呼び出します。

• DeleteUserPermissionsBoundary
• DeleteRolePermissionsBoundary

インラインポリシーを削除するには (AWS API)

1. (オプション) アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、ロール) にアタッチされたすべてのイ
ンラインポリシーを一覧表示するには、以下のいずれかのオペレーションを呼び出します。

• ListUserPolicies
• ListGroupPolicies
• ListRolePolicies

2. (オプション) アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) に埋め込まれたインラ
インポリシードキュメントを取得するには、以下のいずれかのオペレーションを呼び出します。

• GetUserPolicy
• GetGroupPolicy
• GetRolePolicy

3. インラインポリシーを ID (ユーザー、ユーザーグループ、または サービスにリンクされたロー
ル (p. 185)以外のロール) から削除するには、以下のいずれかのオペレーションを呼び出します。

• DeleteUserPolicy
• DeleteGroupPolicy
• DeleteRolePolicy

IAM ポリシーのバージョニング
お客様が IAM カスタマー管理ポリシーを変更した場合、または AWS が AWS 管理ポリシーを変更した
場合、変更されたポリシーで既存のポリシーは上書きされません。代わりに、IAM は管理ポリシーの新
しいバージョンを作成します。IAM は、最大 5 つのバージョンのカスタマー管理ポリシーを保存しま
す。IAM はインラインポリシーのバージョニングをサポートしていません。

次の図は、カスタマー管理ポリシーのバージョニングを示しています。この例では、バージョン 1～4 が
保存されます。IAM には、最大 5 つのマネージドポリシーバージョンを保存できます。6 番目の保存バー
ジョンを作成することになるポリシーを編集する場合、以後保存しないこととする古いバージョンを選択
できます。いつでも他の 4 つの保存済みバージョンのいずれかに戻すことができます。
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ポリシーのバージョンは、Version ポリシーの要素とは異なります。Version ポリシー要素は、ポリ
シー内で使用され、ポリシー言語のバージョンを定義します。Version ポリシー要素の詳細については、
「IAM JSON ポリシー要素Version (p. 1176)」を参照してください。

バージョンを使用して、管理ポリシーの変更を追跡できます。たとえば、管理ポリシーに変更を加えた後
で、その変更が意図しない結果をもたらしたことに気付く場合があります。この場合、以前のバージョン
をデフォルトのバージョンとして設定することで、管理ポリシーを以前のバージョンにロールバックでき
ます。

以下のセクションでは、管理ポリシーにバージョニングを使用する方法を説明しています。

トピック
• ポリシーのデフォルトバージョンの設定におけるアクセス権限 (p. 541)
• カスタマー管理ポリシーのデフォルトバージョンの設定 (p. 542)
• バージョンを使用して変更をロールバックする (p. 543)
• バージョンの制限 (p. 543)

ポリシーのデフォルトバージョンの設定におけるアクセス権限
ポリシーのデフォルトバージョンを設定するために必要なアクセス権限は、このタスクの AWS API オペ
レーションに対応します。ポリシーのデフォルトバージョンを設定するには、CreatePolicyVersion
または SetDefaultPolicyVersion API オペレーションを使用できます。ユーザーが既存のポリシー
にデフォルトバージョンのポリシーを設定できるようにするには、iam:CreatePolicyVersion アク
ションあるいは iam:SetDefaultPolicyVersion アクションのいずれかへのアクセスを許可できま
す。iam:CreatePolicyVersion アクションは、ポリシーの新しいバージョンを作成して、デフォルト
としてこのバージョンを設定できるようにします。iam:SetDefaultPolicyVersion アクションは、既
存のすべてのポリシーをデフォルトとして設定できるようにします。

Important

ユーザーポリシーで iam:SetDefaultPolicyVersion アクションを拒否することは、ユー
ザーが新しいポリシーバージョンを作成して、それをデフォルトとして設定することを阻止しま
せん。

ユーザーが既存のカスタマー管理ポリシーの変更にアクセスすることを拒否するには、次のポリシーを使
用できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "iam:CreatePolicyVersion", 
                "iam:SetDefaultPolicyVersion" 
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            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:policy/POLICY-NAME" 
        } 
    ]
}

カスタマー管理ポリシーのデフォルトバージョンの設定
管理ポリシーのバージョンのうちの 1 つはデフォルトバージョンに設定されています。ポリシーのデフォ
ルトバージョンは動作バージョン、つまり管理ポリシーをアタッチするすべてのプリンシパルエンティ
ティ (ユーザー、ユーザーグループ、ロール) に対して有効なバージョンです。

カスタマー管理ポリシーを作成すると、ポリシーは v1 として識別される単一バージョンから始まりま
す。管理ポリシーのバージョンが 1 つのみの場合は、そのバージョンが自動的にデフォルトとして設定さ
れます。カスタマー管理ポリシーに複数のバージョンがある場合は、デフォルトとして設定するバージョ
ンを選択します。AWS 管理ポリシーのデフォルトバージョンは AWS によって設定されます。次の図にそ
の概念を示します。

カスタマー管理ポリシーのデフォルトバージョンを設定すると、そのバージョンは、ポリシーがアタッチ
されているすべての IAM アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、ロール) に対してそのバージョ
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ンを適用できます｡ AWS 管理ポリシーまたはインラインポリシーのデフォルトバージョンを設定すること
はできません。

カスタマー管理ポリシーのデフォルトバージョンを設定するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. ポリシーのリストで、デフォルトバージョンを設定するポリシーのポリシー名を選択します。検索

ボックスを使用して、ポリシーのリストをフィルタリングできます。
4. [ポリシーのバージョン] タブを選択します。デフォルトのバージョンとして設定するバージョンの横

にあるチェックボックスをオンにし、[デフォルトとして設定] を選択します。

AWS Command Line Interface または AWS API からカスタマー管理ポリシーのデフォルトバージョンを設
定するには、「カスタマー管理ポリシーの編集 (AWS CLI) (p. 546)」を参照してください。

バージョンを使用して変更をロールバックする
カスタマー管理ポリシーのデフォルトバージョンを設定して、変更をロールバックすることができます。
たとえば、次のシナリオを考えてみます。

AWS Management Console を使用して特定の Amazon S3 バケットの管理をユーザーに許可するカスタ
マー管理ポリシーを作成するとします。作成した時点では、存在するバージョンは v1 として識別される 1 
つのバージョンのみであり、そのバージョンが自動的にデフォルトとして設定されます。ポリシーは目的
どおりに機能します。

後から、ポリシーを更新して 2 つ目の Amazon S3 バケットを管理するアクセス許可を追加します。IAM 
は、変更内容を含む v2 ポリシーの新しいバージョンを作成します。v2 をデフォルトのバージョンとして
設定してからしばらくして、Amazon S3 コンソールを使用する権限がないという報告をユーザーから受
けたとします。この場合は、ポリシーのバージョンを、目的どおりに機能することがわかっている v1 に
ロールバックできます。これを行うには、デフォルトのバージョンとして v1 を設定します。ユーザーは 
Amazon S3 コンソールを使用して元のバケットを管理できるようになりました。

後で、ポリシーのバージョン v2 のエラーを確認してから、再度ポリシーを更新して 2 つ目の Amazon S3 
バケットを管理するアクセス許可を追加します。IAM は、v3 として識別される別の新しいバージョンのポ
リシーを作成します。デフォルトのバージョンとして v3 を設定すると、このバージョンは目的どおりに
機能します。この時点で、ポリシーのバージョン v2 を削除します。

バージョンの制限
マネージド ポリシーは最大 5 つのバージョンを持つことができます。AWS Command Line Interface ま
たは AWS API を使用して、管理ポリシーのバージョンを 5 つ以上にする必要がある場合は、まず既存の
バージョンを 1 つ以上削除する必要があります。AWS Management Console を使用している場合は、ポ
リシーを編集する前にバージョンを削除する必要はありません。6 番目のバージョンを保存する際、デ
フォルト以外のポリシーのバージョンを 1 つ以上削除することを求めるダイアログボックスが表示されま
す。確認しやすいように、各バージョンの JSON ポリシードキュメントを表示します。このダイアログ
ボックスについては、「the section called “IAM ポリシーの編集” (p. 543)」を参照してください。

管理ポリシーのデフォルトバージョン以外の任意のバージョンを削除できます。バージョンを削除して
も、残りのバージョンのバージョン ID は変更されません。その結果、バージョン ID はシーケンシャルで
はなくなる場合があります。たとえば、管理ポリシーのバージョン v2 と v4 を削除して 2 つの新しいバー
ジョンを追加すると、残ったバージョンの ID は v1、v3、v5、v6、v7 となる可能性があります。

IAM ポリシーの編集
ポリシー (p. 417) は、ID またはリソースにアタッチされたときに、そのアクセス許可を定義するエン
ティティです。ポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に格納され、IAM の アイデンティティベース
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のポリシー としてプリンシパルに添付されます。IAM ユーザーグループ、ユーザー、ロールなどのプリン
シパル (またはアイデンティティ) に、アイデンティティベースのポリシーをアタッチできます。アイデン
ティティベースのポリシーには、AWS 管理ポリシー、カスタマー管理ポリシー、およびインラインポリ
シー (p. 427)があります。IAM でカスタマー管理ポリシーとインラインポリシーを編集できます。AWS 
管理ポリシーは編集できません。AWS アカウントの IAM リソースの数とサイズには制限があります。詳
細については、「IAM クォータおよび AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限 (p. 1131)」
を参照してください。

トピック
• ポリシーアクセスの確認 (p. 544)
• カスタマー管理ポリシーの編集 (コンソール) (p. 544)
• インラインポリシーの編集 (コンソール) (p. 545)
• カスタマー管理ポリシーの編集 (AWS CLI) (p. 546)
• カスタマー管理ポリシーの編集 (AWS API) (p. 547)

ポリシーアクセスの確認
ポリシーのアクセス許可を変更する前に、サービスレベルの最近のアクティビティを確認する必要があり
ます。これは、アクセス権を使用しているプリンシパル (ユーザーまたはアプリケーション) から削除しな
いようにするために重要です。最後にアクセスした情報を表示する方法の詳細については、「最終アクセ
ス情報を使用した AWS のアクセス許可の調整 (p. 551)」を参照してください。

カスタマー管理ポリシーの編集 (コンソール)
カスタマー管理ポリシーを編集して、ポリシーで定義されたアクセス許可を変更することができます。カ
スタマー管理ポリシーは最大 5 つのバージョンを持つことができます。これは､管理ポリシーのバージョ
ンを 5 つ以上にする必要がある場合は、AWS Management Console より、削除するバージョンを指定す
るよう求められるため､重要です｡ ポリシーを編集する前に、デフォルトのバージョンを変更したり、ポ
リシーのバージョンを削除したりすることもできます。バージョンの詳細については、「IAM ポリシーの
バージョニング (p. 540)」を参照してください。

カスタマー管理ポリシーを編集するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. ポリシーの一覧で、編集するポリシーの名前を選択します。検索ボックスを使用して、ポリシーのリ

ストをフィルタリングできます。
4. [アクセス許可] タブを選択し、[編集] を選択します。
5. 以下のいずれかを実行します。

• [ビジュアル] オプションを選択し、JSON 構文を理解することなくポリシーを変更します。ポリ
シー内の各権限ブロックのサービス、アクション、リソース、またはオプションの条件を変更する
ことができます。また、ポリシーをインポートして、ポリシーの最下部に権限を追加することもで
きます。変更が完了したら、[次へ] を選択して続行します。

• [JSON] オプションを選択し、JSON テキストボックスにテキストを入力または貼り付けてポリシー
を変更します。また、ポリシーをインポートして、ポリシーの最下部に権限を追加することもでき
ます。ポリシーの検証 (p. 521)中に生成されたセキュリティ警告、エラー、または一般的な警告を
解決してから、[Next] (次へ) を選択します。

Note

いつでも [Visual] と [JSON] エディタオプションを切り替えることができます。ただし、
[Visual] エディタで [次] に変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成して visual 
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エディタに合わせて最適化することがあります。詳細については、「ポリシーの再構
成 (p. 1091)」を参照してください。

6. [確認して保存] ページで、このポリシーで定義されているアクセス許可を確認し、[変更を保存] を選
択して作業を保存します。

7. 最大 5 つのバージョンの管理ポリシーがすでにある場合は、[変更を保存] を選択すると、ダイアログ
ボックスが表示されます。新しいバージョンを保存するには、ポリシーの最も古い非デフォルトバー
ジョンが削除され、この新しいバージョンに置き換えられます。オプションで、新しいバージョンを
ポリシーのデフォルトバージョンとして設定できます。

[ポリシーを保存] を選択して、新しいバージョンのポリシーを保存します。

カスタマー管理ポリシーのデフォルトバージョンを設定するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. ポリシーのリストで、デフォルトバージョンを設定するポリシーのポリシー名を選択します。検索

ボックスを使用して、ポリシーのリストをフィルタリングできます。
4. [ポリシーのバージョン] タブを選択します。デフォルトのバージョンとして設定するバージョンの横

にあるチェックボックスをオンにし、[デフォルトとして設定] を選択します。

カスタマー管理ポリシーのバージョンを削除するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. 削除するバージョンのカスタマー管理ポリシーの名前を選択します。検索ボックスを使用して、ポリ

シーのリストをフィルタリングできます。
4. [ポリシーのバージョン] タブを選択します。削除するバージョンの横にあるチェックボックスをオン

にします。その後、[Delete] (削除) をクリックします。
5. バージョンを削除することを確認し、[Delete (削除)] を選択します。

インラインポリシーの編集 (コンソール)
インラインポリシーは AWS Management Console から編集できます。

ユーザー、ユーザーグループ、ロールのインラインポリシーを編集するには (コンソール)

1. ナビゲーションペインで、[ユーザー]、[ユーザーグループ]、または [ロール] を選択します。
2. ポリシーを修正するユーザー、ユーザーグループ、またはロールの名前を選択します。次に 

[Permissions (アクセス許可)] タブを選択し、ポリシーを展開します。
3. インラインポリシーを編集するには、[ポリシーの編集] を選択します。
4. 以下のいずれかを実行します。

• [ビジュアル] オプションを選択し、JSON 構文を理解することなくポリシーを変更します。ポリ
シー内の各権限ブロックのサービス、アクション、リソース、またはオプションの条件を変更する
ことができます。また、ポリシーをインポートして、ポリシーの最下部に権限を追加することもで
きます。変更が完了したら、[次へ] を選択して続行します。

• [JSON] オプションを選択し、JSON テキストボックスにテキストを入力または貼り付けてポリシー
を変更します。また、ポリシーをインポートして、ポリシーの最下部に権限を追加することもでき
ます。ポリシーの検証 (p. 521)中に生成されたセキュリティ警告、エラー、または一般的な警告を
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解決してから、[Next] (次へ) を選択します。現在アタッチされているエンティティには影響を与え
ず変更を保存するには、[デフォルトのバージョンとして設定] チェックボックスをオフにします。

Note

いつでも [Visual] と [JSON] エディタオプションを切り替えることができます。ただし、
[Visual] エディタで [次] に変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成して visual 
エディタに合わせて最適化することがあります。詳細については、「ポリシーの再構
成 (p. 1091)」を参照してください。

5. [確認] ページで、ポリシーの概要を確認してから、[変更を保存] を選択して作業を保存します。

カスタマー管理ポリシーの編集 (AWS CLI)
カスタマー管理ポリシーは AWS Command Line Interface (AWS CLI) で編集できます。

Note

マネージド ポリシーは最大 5 つのバージョンを持つことができます。変更するカスタマー管理ポ
リシーのバージョンが 5 つを超える場合は、最初に 1 つ以上の既存のバージョンを削除する必要
があります。

カスタマー管理ポリシーを編集するには (AWS CLI)

1. (オプション) ポリシーの情報を表示するには、以下のコマンドを実行します。

• 管理ポリシーを一覧表示するには: list-policies
• 管理ポリシーの詳細情報を取得するには: get-policy

2. (オプション) ポリシーとアイデンティティとの関係を確認するには、以下のコマンドを実行します。

• 管理ポリシーがアタッチされたアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、およびロール) を
一覧表示する場合:
• list-entities-for-policy

• アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、ロール) にアタッチされた管理ポリシーを一覧表
示する場合:
• list-attached-user-policies
• list-attached-group-policies
• list-attached-role-policies

3. カスタマー管理ポリシーを編集するには、次のコマンドを実行します。

• create-policy-version
4. (オプション) カスタマー管理ポリシーを検証するには、次の IAM Access Analyzer コマンドを実行し

ます。

• ポリシーの検証

カスタマー管理ポリシーのデフォルトバージョンを設定するには (AWS CLI)

1. (オプション) 管理ポリシーを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

• list-policies
2. カスタマー管理ポリシーのデフォルトバージョンを設定するには、次のコマンドを実行します。

• set-default-policy-version
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カスタマー管理ポリシーのバージョンを削除するには (AWS CLI)

1. (オプション) 管理ポリシーを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

• list-policies
2. カスタマー管理ポリシーを削除するには、次のコマンドを実行します。

• delete-policy-version

カスタマー管理ポリシーの編集 (AWS API)
カスタマー管理ポリシーは AWS API で編集できます。

Note

マネージド ポリシーは最大 5 つのバージョンを持つことができます。変更するカスタマー管理ポ
リシーのバージョンが 5 つを超える場合は、最初に 1 つ以上の既存のバージョンを削除する必要
があります。

カスタマー管理ポリシーを編集するには (AWS API)

1. (オプション) ポリシーの情報を表示するには、以下のオペレーションを呼び出します。

• 管理ポリシーを一覧表示するには: ListPolicies
• 管理ポリシーの詳細情報を取得するには: GetPolicy

2. (オプション) ポリシーとアイデンティティとの関係を確認するには、以下のオペレーションを呼び出
します。

• 管理ポリシーがアタッチされたアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、およびロール) を
一覧表示する場合:
• ListEntitiesForPolicy

• アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、ロール) にアタッチされた管理ポリシーを一覧表
示する場合:
• ListAttachedUserPolicies
• ListAttachedGroupPolicies
• ListAttachedRolePolicies

3. カスタマー管理ポリシーを編集するには、次のオペレーションを呼び出します。

• CreatePolicyVersion
4. (オプション) カスタマー管理ポリシーを検証するには、次の IAM Access Analyzer オペレーションを

呼び出します。

• 検証ポリシー

カスタマー管理ポリシーのデフォルトバージョンを設定するには (AWS API)

1. (オプション) 管理ポリシーを一覧表示するには、次のオペレーションを呼び出します。

• ListPolicies
2. カスタマー管理ポリシーのデフォルトバージョンを設定するには、次のオペレーションを呼び出しま

す。

• SetDefaultPolicyVersion
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カスタマー管理ポリシーのバージョンを削除するには (AWS API)

1. (オプション) 管理ポリシーを一覧表示するには、次のオペレーションを呼び出します。

• ListPolicies
2. カスタマー管理ポリシーを削除するには、次のオペレーションを呼び出します。

• DeletePolicyVersion

IAM ポリシーを削除する
AWS Management Console、AWS Command Line Interface（AWS CLI）、または IAM API を使用し
て、IAM ポリシーを削除できます。

Note

IAM ポリシーの削除は永久的です。ポリシーが削除された後、復元できません。

管理ポリシーとインラインポリシーの違いの詳細については、「管理ポリシーとインラインポリ
シー (p. 427)」を参照してください。

IAM ポリシーの一般情報については、「IAM でのポリシーとアクセス許可 (p. 417)」を参照してくださ
い。

AWS アカウントの IAM リソースの数とサイズには制限があります。詳細については、「IAM クォータお
よび AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限 (p. 1131)」を参照してください。

トピック
• ポリシーアクセスの確認 (p. 548)
• IAM ポリシーの作成 (コンソール) (p. 548)
• IAM ポリシーの削除 (AWS CLI) (p. 549)
• IAM ポリシーの削除 (AWS API) (p. 550)

ポリシーアクセスの確認
ポリシーを削除する前に、サービスレベルの最近のアクティビティを確認する必要があります。これは、
アクセス権を使用しているプリンシパル (ユーザーまたはアプリケーション) から削除しないようにするた
めに重要です。最後にアクセスした情報を表示する方法の詳細については、「最終アクセス情報を使用し
た AWS のアクセス許可の調整 (p. 551)」を参照してください。

IAM ポリシーの作成 (コンソール)
カスタマー管理ポリシーを削除して、AWS アカウント からこのポリシーを削除することができま
す。AWS 管理ポリシーを削除することはできません。

カスタマー管理ポリシーを削除するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. 削除するカスタマー管理ポリシーの横にあるラジオボックスを選択します。検索ボックスを使用し

て、グループのリストをフィルタリングできます。
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4. [Actions] (アクション) を選択してから、[Delete] (削除) をクリックします。
5. 指示に従ってポリシーを削除することを確認し、[削除] を選択します。

ユーザーグループ、ユーザー、ロールのインラインポリシーを削除するには (コンソール)

1. ナビゲーションペインで、[ユーザーグループ]、[ユーザー]、または [ロール] を選択します。
2. ポリシーを削除するユーザーグループ、ユーザー、またはロールの名前を選択します。次に、

[Permissions (アクセス許可)] タブを選択します。
3. 削除するポリシーの横にあるチェックボックスを選択して、[削除] を選択します。ユーザーまた

はロールのインラインポリシーを削除するには、[削除] を選択して削除を確定します。1 つのインラ
インポリシーを削除する場合は、[ユーザーグループ] にポリシーの名前を入力し、[削除を選択しま
す。複数のインラインポリシーを選択する場合は、[ユーザーグループ] に削除するポリシーの数を入
力し、inline policies に続いて [削除] を選択します。たとえば、3 つのインラインポリシーを削
除する場合は、3 inline policies と入力します。

IAM ポリシーの削除 (AWS CLI)
カスタマー管理ポリシーは AWS Command Line Interface から削除できます。

カスタマー管理ポリシーを削除するには (AWS CLI)

1. (オプション) ポリシーの情報を表示するには、以下のコマンドを実行します。

• 管理ポリシーを一覧表示するには: list-policies
• 管理ポリシーの詳細情報を取得するには: get-policy

2. (オプション) ポリシーとアイデンティティとの関係を確認するには、以下のコマンドを実行します。

• 管理ポリシーがアタッチされたアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、およびロール) を
一覧表示するには、次のコマンドを実行します。
• list-entities-for-policy

• アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) にアタッチされている管理ポリ
シーを一覧表示するには、以下のいずれかのコマンドを実行します。
• list-attached-user-policies
• list-attached-group-policies
• list-attached-role-policies

3. カスタマー管理ポリシーを削除するには、次のコマンドを実行します。

• delete-policy

インラインポリシーを削除するには (AWS CLI)

1. (オプション) アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、ロール) にアタッチされたすべてのイ
ンラインポリシーを一覧表示するには、以下のいずれかのコマンドを使用します。

• aws iam list-user-policies
• aws iam list-group-policies
• aws iam list-role-policies

2. (オプション) アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) に埋め込まれたインラ
インポリシードキュメントを取得するには、以下のいずれかのコマンドを使用します。

• aws iam get-user-policy
• aws iam get-group-policy
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• aws iam get-role-policy
3. インラインポリシーを ID (ユーザー、ユーザーグループ、または サービスにリンクされたロー

ル (p. 185)以外のロール) から削除するには、以下のいずれかのコマンドを使用します。

• aws iam delete-user-policy
• aws iam delete-group-policy
• aws iam delete-role-policy

IAM ポリシーの削除 (AWS API)
カスタマー管理ポリシーは AWS API で削除できます。

カスタマー管理ポリシーを削除するには (AWS API)

1. (オプション) ポリシーの情報を表示するには、以下のオペレーションを呼び出します。

• 管理ポリシーを一覧表示するには: ListPolicies
• 管理ポリシーの詳細情報を取得するには: GetPolicy

2. (オプション) ポリシーとアイデンティティとの関係を確認するには、以下のオペレーションを呼び出
します。

• 管理ポリシーがアタッチされたアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、およびロール) を
一覧表示するには、次のオペレーションを呼び出します。
• ListEntitiesForPolicy

• アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) にアタッチされている管理ポリ
シーを一覧表示するには、以下のいずれかのオペレーションを呼び出します。
• ListAttachedUserPolicies
• ListAttachedGroupPolicies
• ListAttachedRolePolicies

3. カスタマー管理ポリシーを削除するには、次のオペレーションを呼び出します。

• DeletePolicy

インラインポリシーを削除するには (AWS API)

1. (オプション) アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、ロール) にアタッチされたすべてのイ
ンラインポリシーを一覧表示するには、以下のいずれかのオペレーションを呼び出します。

• ListUserPolicies
• ListGroupPolicies
• ListRolePolicies

2. (オプション) アイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) に埋め込まれたインラ
インポリシードキュメントを取得するには、以下のいずれかのオペレーションを呼び出します。

• GetUserPolicy
• GetGroupPolicy
• GetRolePolicy

3. インラインポリシーを ID (ユーザー、ユーザーグループ、または サービスにリンクされたロー
ル (p. 185)以外のロール) から削除するには、以下のいずれかのオペレーションを呼び出します。

• DeleteUserPolicy
• DeleteGroupPolicy
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• DeleteRolePolicy

最終アクセス情報を使用した AWS のアクセス許可の
調整
管理者は、エンティティ (ユーザーまたはロール) に必要な権限を超えるアクセス許可を付与することがあ
ります。IAM は、未使用のアクセス許可を特定して削除できるようにするために、最終アクセス情報を提
供します。サービスの最終アクセス情報を使用して、ポリシーを調整し、エンティティで使用されるサー
ビスとアクションにのみアクセスを許可することができます。これにより、最小権限のベストプラクティ
ス (p. 941)に準拠できるようになります。IAM または AWS Organizations に存在するエンティティまた
はポリシーの最終アクセス情報を表示できます。

トピック
• IAM の最終アクセス情報タイプ (p. 551)
• AWS Organizations の最終アクセス情報 (p. 551)
• 最終アクセス情報についての主要事項 (p. 552)
• 必要な許可 (p. 553)
• IAM および Organizations エンティティのトラブルシューティングアクティビティ (p. 555)
• AWS が最終アクセス情報を追跡する場所 (p. 555)
• IAM の最終アクセス情報の表示 (p. 557)
• の最終アクセス情報の表示 (p. 560)
• 最終アクセス情報を使用するシナリオ例 (p. 564)

IAM の最終アクセス情報タイプ
IAM エンティティの最終アクセス情報には、許可された AWS サービス情報と許可されたアクション情報
の 2 つのタイプが表示されます。情報には、試行が行われた日時が含まれます。アクション最終アクセス
情報は、Amazon EC2、IAM、Lambda、および Amazon S3 の管理アクションで使用できます。管理アク
ションには、作成、削除、および変更アクションが含まれます。IAM の最終アクセス情報の表示方法の詳
細については、「IAM の最終アクセス情報の表示 (p. 557)」を参照してください。

IAM エンティティに付与するアクセス許可に関する意思決定を行うために最終アクセス情報を使用するシ
ナリオ例については、「最終アクセス情報を使用するシナリオ例 (p. 564)」を参照してください。

管理アクションの情報の提供方法の詳細については、「最終アクセス情報についての主要事項 (p. 552)」
を参照してください。

AWS Organizations の最終アクセス情報
管理アカウント認証情報を使用してサインインした場合、組織の IAM エンティティAWS Organizationsま
たはポリシーに関してサービスの最終アクセス情報を表示することもできます。AWS Organizations エン
ティティには、組織のルート、組織単位 (OU)、またはアカウントが含まれています。AWS Organizations 
の最終アクセス情報には、サービスコントロールポリシー (SCP) によって許可されるサービスに関する情
報が含まれます。この情報は、組織またはアカウント内のどのプリンシパルが最後にサービスにアクセス
しようとしたかを示しています。レポートの詳細と AWS Organizations の最終アクセス情報の表示方法に
ついては、「 の最終アクセス情報の表示 (p. 560)」を参照してください。

Organizations エンティティに付与するアクセス許可に関する意思決定を行うために最終アクセス情報を使
用するシナリオ例については、「最終アクセス情報を使用するシナリオ例 (p. 564)」を参照してくださ
い。
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最終アクセス情報についての主要事項
レポートの最終アクセス情報を使用して IAM エンティティまたは IAM エンティティのアクセス許可を変
更する前に、その情報に関する次の詳細を確認してください。

• 追跡期間 – 最近のアクティビティは通常、4 時間以内に IAM コンソールに表示されます。サービス情報
の追跡期間は、過去 400 日間です。Amazon S3 アクション情報の追跡期間は、2020 年 4 月 12 日に始
まりました。Amazon EC2、IAM、および Lambda アクションの追跡期間は、2021 年 4 月 7 日から始ま
りました。詳細については、「AWS が最終アクセス情報を追跡する場所 (p. 555)」を参照してくださ
い。

• 報告された試行 – サービスの最終アクセス時間データには、成功したものだけではなく、AWS API へ
のすべてのアクセスの試行が含まれます。これには、AWS Management Console、いずれかの SDK を
通じた AWS API、またはその他のコマンドラインツールを使用して行われたすべての試行が含まれま
す。サービスの最終アクセス時間データで予期しないエントリが表示されても、リクエストが拒否され
た可能性があるため、アカウントが侵害されたことを意味するわけではありません。すべての API 呼び
出しと、それらが成功したか、アクセスか拒否されたかに関する情報については、権威あるソースとし
て CloudTrail ログを参照してください。

• PassRole – iam:PassRole アクションは追跡されず、IAM アクションの最終アクセス情報には含まれ
ません。

• アクション最終アクセス情報 — アクションの最終アクセス情報は、IAM エンティティがアクセス
する Amazon EC2、IAM、Lambda、および Amazon S3 の管理アクションで使用できます。IAM 
は、CloudTrail によって記録される Amazon EC2、IAM、Lambda、および Amazon S3 管理イベントの
アクション情報を提供します。CloudTrail 管理イベントは、コントロールプレーンオペレーションまた
はコントロールプレーンイベントと呼ばれることもあります。管理イベントでは、AWS アカウント の
リソースで実行される管理オペレーションについて知ることができます。CloudTrail の管理イベントの
詳細については、「Logging Management Events with Cloudtrail」を参照してください。

Note

アクセスの最終時間情報は、Amazon S3 データイベントでは使用できません。
• レポート所有者 – レポートを生成するプリンシパル のみがレポートの詳細を表示できます。つま

り、AWS Management Consoleで情報を表示するときに、情報が生成されてロードされるのを待たなけ
ればならない場合があります。AWS CLI または AWS API を使用してレポートの詳細を取得する場合、
認証情報はレポートを生成したプリンシパルの認証情報と一致する必要があります。ロールまたはフェ
デレーティッドユーザーに対して一時的な認証情報を使用する場合は、同じセッション中にレポートを
生成および取得する必要があります。引き受けたロールセッションのプリンシパルの詳細については、
「AWS JSON ポリシーの要素: Principal (p. 1178)」を参照してください。

• IAM エンティティ — IAM の情報には、アカウントの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) が含ま
れます。Organizations に関する情報には、指定された Organizations エンティティのプリンシパル (IAM 
ユーザー、IAM ロール、または AWS アカウントのルートユーザー) が含まれます。この情報には、認証
されていない試行は含まれません。

• IAM ポリシータイプ – の情報には、 エンティティのポリシーで許可されているサービスが含まれます。
以下は、ロールにアタッチされたポリシーか、ユーザーに直接、またはグループ経由でアタッチされ
たポリシーを示します。他のポリシータイプで許可されているアクセスはレポートに含まれていませ
ん。除外されたポリシータイプには、リソースベースのポリシー、アクセスコントロールリスト、AWS 
Organizations SCP、IAM アクセス許可の境界、およびセッションポリシーなどがあります。サービスに
リンクされたロールによって提供されるアクセス許可は、リンク先のサービスによって定義され、IAM 
で変更することはできません。サービスにリンクされたロールの詳細については、「サービスリンク
ロールの使用 (p. 244)」を参照してください。さまざまなポリシータイプを評価してアクセスを許可ま
たは拒否する方法については、「ポリシーの評価論理 (p. 1220)」を参照してください。

• Organizations ポリシータイプ – AWS Organizations の情報には、Organizations エンティティの
継承されたサービスコントロールポリシー (SCP) で許可されているサービスが含まれます。SCP 
は、Root、OU、またはアカウントに接続されているポリシーです。他のポリシータイプで許可されて
いるアクセスはレポートに含まれていません。除外されたポリシータイプには、アイデンティティベー
スのポリシー、リソースベースのポリシー、アクセスコントロールリスト、IAM アクセス許可の境界、
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およびセッションポリシーなどがあります。アクセスを許可または拒否するために各ポリシータイプを
評価する方法については、「ポリシーの評価論理 (p. 1220)」を参照してください。

• ポリシー ID の指定 – AWS CLI または AWS API を使用して Organizations で最終アクセス情報のレポー
トを生成する際、オプションでポリシー ID を指定できます。生成されたレポートには、そのポリシー
のみで許可されているサービスの情報が含まれます。この情報には、指定した IAM エンティティまた
はエンティティの子の最新のアカウントアクティビティが含まれます。詳細については、「aws iam 
generate-organizations-access-report」または「GenerateOrganizationsAccessReport」を参照してくだ
さい。

• Organizations 管理アカウント – サービスの最終アクセス情報を表示するには、組織の管理アカウントに
サインインする必要があります。IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して管理アカウ
ントのデータを表示するように選択できます。管理アカウントは SCP によって制限されないため、結果
として得られるレポートにすべての AWS サービスがリストされます。CLI または API でポリシー ID を
指定した場合、ポリシーは無視されます。サービスごとに、管理アカウントのみの情報がレポートに含
まれます。ただし、他の IAM エンティティのレポートによって、管理アカウントのアクティビティに対
する情報は返されません。

• Organizations 設定 – 管理者は、Organizations のデータを生成する前に組織のルートで SCP を有効にす
る必要があります。

必要な許可
AWS Management Console で最終アクセス情報を表示するには、必要なアクセス許可を付与するポリシー
が必要です。

IAM 情報のアクセス許可
IAM コンソールを使用して、 ユーザー、ロール、またはポリシーの最終アクセス情報を表示するには、以
下のアクションを含むポリシーが必要です。

• iam:GenerateServiceLastAccessedDetails
• iam:Get*
• iam:List*

これらのアクセス許可では、ユーザーは、以下を表示することができます。

• 管理ポリシーにアタッチされているユーザー、グループ、またはロール
• ユーザーまたはロールがアクセスできるサービス
• 最後にサービスにアクセスした時間
• 最後に特定の Amazon EC2、IAM、Lambda、または Amazon S3 アクションを使用しようとした時間

AWS CLI または AWS API を使用して IAM の最終アクセス情報を表示するには、使用するオペレーション
に一致するアクセス許可も必要です。

• iam:GenerateServiceLastAccessedDetails
• iam:GetServiceLastAccessedDetails
• iam:GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities
• iam:ListPoliciesGrantingServiceAccess

この例では、IAM の最終アクセス情報の表示を許可する ID ベースのポリシーを作成する方法を示します。
さらに、IAM のすべてのへの読み取り専用アクセスが許可されます。このポリシーは、プログラムおよび
コンソールアクセスのアクセス許可を定義します。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails", 
            "iam:Get*", 
            "iam:List*" 
        ], 
        "Resource": "*" 
    }

AWS Organizations 情報のアクセス許可

IAM コンソールを使用して Organizations のルート、OU、またはアカウントエンティティのレポートを表
示するには、以下のアクションを含むポリシーが必要です。

• iam:GenerateOrganizationsAccessReport
• iam:GetOrganizationsAccessReport
• organizations:DescribeAccount
• organizations:DescribeOrganization
• organizations:DescribeOrganizationalUnit
• organizations:DescribePolicy
• organizations:ListChildren
• organizations:ListParents
• organizations:ListPoliciesForTarget
• organizations:ListRoots
• organizations:ListTargetsForPolicy

AWS CLI または AWS API を使用して Organizations のサービスの最終アクセス情報を表示するには、以
下のアクションを含むポリシーが必要です。

• iam:GenerateOrganizationsAccessReport
• iam:GetOrganizationsAccessReport
• organizations:DescribePolicy
• organizations:ListChildren
• organizations:ListParents
• organizations:ListPoliciesForTarget
• organizations:ListRoots
• organizations:ListTargetsForPolicy

この例では、組織のサービスの最終アクセス情報の閲覧を許可する ID ベースのポリシーを作成する方法
を示します。さらに、Organizations のすべてのへの読み取り専用アクセスが許可されます。このポリシー
は、プログラムおよびコンソールアクセスのアクセス許可を定義します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:GenerateOrganizationsAccessReport", 
            "iam:GetOrganizationsAccessReport", 
            "organizations:Describe*", 
            "organizations:List*" 
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        ], 
        "Resource": "*" 
    }
}

また、iam:OrganizationsPolicyId (p. 1284) 条件キーを使用して、特定の Organizations ポリシーのみのレ
ポートの生成を許可することもできます。ポリシーの例については、IAM: Organizations ポリシーのサー
ビスの最終アクセス情報を表示 (p. 501)を参照してください。

IAM および Organizations エンティティのトラブルシューティン
グアクティビティ
場合によっては、AWS Management Consoleの最終アクセス情報のテーブルが空になる可能性もありま
す。または、AWS CLI または AWS API リクエストにより、空の情報セットまたは null フィールドが返さ
れる可能性があります。このような場合は、次の点を確認してください。

• アクションの最終アクセス情報については、表示される予定のアクションがリストに返されないことが
あります。これは、IAM エンティティがアクションのアクセス許可を持っていないか、最終アクセス情
報のアクションを AWS がまだ追跡していないために発生します。

• IAM ユーザーの場合は、直接またはグループメンバーシップで、インラインポリシーまたは管理ポリ
シーが 1 つ以上アタッチされていることを確認します。

• IAM グループの場合は、グループにインラインポリシーまたは管理ポリシーが 1 つ以上アタッチされて
いることを確認します。

• IAM グループの場合は、サービスにアクセスするためにグループのポリシーを使用したメンバーのサー
ビスの最終アクセス情報のみ、レポートにより返されます。メンバーが他のポリシーを使用していたか
どうかを確認するには、そのユーザーの最終アクセス情報を確認します。

• IAM ロールの場合は、ロールにインラインポリシーまたは管理ポリシーが 1 つ以上アタッチされている
ことを確認します。

• IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) の場合は、そのエンティティのアクセス許可に影響する可能
性のある他のポリシータイプを確認します。このポリシータイプには、リソースベースのポリシー、ア
クセスコントロールリスト、AWS Organizations ポリシー、IAM アクセス許可の境界、またはセッショ
ンポリシーなどがあります。詳細については、「ポリシータイプ (p. 417)」または「単一アカウント内
のポリシーを評価する (p. 1221)」を参照してください。

• IAM ポリシーで、指定した管理ポリシーが、1 人以上のユーザー、メンバーを持つグループ、または
ロールに関連付けられていることを確認します。

• Organizations エンティティ (ルート、OU、またはアカウント) の場合は、Organizations 管理アカウント
認証情報を使用してサインインしていることを確認します。

• SCP が組織のルートで有効になっていることを確認します。
• 最終アクセス情報は、一部の Amazon EC2、IAM、Lambda、Amazon S3 アクションでのみ使用できま

す。

変更したら、アクティビティが IAM コンソールレポートに表示されるまで 4 時間以上かかります。AWS 
CLI または AWS API を使用する場合は、新しいレポートを生成して更新データを表示する必要がありま
す。

AWS が最終アクセス情報を追跡する場所
AWS は、標準の AWS リージョンの最終アクセス情報を収集します。AWS でさらにリージョンを追加す
ると、AWS の各リージョンにおける情報の追跡開始日とあわせて、これらのリージョンが以下のテーブル
に追加されます。

• サービス情報 – サービスの追跡期間は、過去 400 日以内です。リージョンが過去 1 年以内にこの機能を
サポートし始めた場合は、それより短くなります。
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• アクション情報 – Amazon S3 管理アクションの追跡期間は、2020 年 4 月 12 日に始まりまし
た。Amazon EC2、IAM、および Lambda の管理アクションの追跡期間は、2021 年 4 月 7 日に始まりま
した。リージョンがアクションのサポートを後日に開始した場合、その日付はリージョンのアクション
の追跡開始日でもあります。

リージョン名 リージョン 追跡開始日

米国東部 (オハイオ) us-east-2 2017 年 10 月 27 日

米国東部 (バージニア北部) us-east-1 2015 年 10 月 1 日

米国西部 (北カリフォルニア) us-west-1 2015 年 10 月 1 日

米国西部 (オレゴン) us-west-2 2015 年 10 月 1 日

アジアパシフィック (香港) ap-east-1 2019 年 4 月 24 日

アジアパシフィック (ジャカルタ) ap-southeast-3 2021 年 12 月 13 日

アジアパシフィック (ムンバイ) ap-south-1 2016 年 6 月 27 日

アジアパシフィック (ソウル) ap-northeast-2 2016 年 1 月 6 日

アジアパシフィック (シンガポー
ル)

ap-southeast-1 2015 年 10 月 1 日

アジアパシフィック (シドニー) ap-southeast-2 2015 年 10 月 1 日

アジアパシフィック (東京) ap-northeast-1 2015 年 10 月 1 日

カナダ (中部) ca-central-1 2017 年 10 月 28 日

欧州 (フランクフルト) eu-central-1 2015 年 10 月 1 日

欧州 (ストックホルム) eu-north-1 2018 年 12 月 12 日

欧州 (アイルランド) eu-west-1 2015 年 10 月 1 日

欧州 (ロンドン) eu-west-2 2017 年 10 月 28 日

欧州 (ミラノ) eu-south-1 2020 年 4 月 28 日

欧州 (パリ) eu-west-3 2017 年 12 月 18 日

中東 (バーレーン) me-south-1 2019 年 7 月 29 日

中東 (アラブ首長国連邦) me-central-1 2022 年 8 月 30 日

アフリカ (ケープタウン) af-south-1 2020 年 4 月 22 日

南米 (サンパウロ) sa-east-1 2015 年 12 月 11 日

前の表にリージョンが記載されていない場合、そのリージョンは、まだ最終アクセス情報を提供していま
せん。

AWS リージョンは地理的な領域内の AWS リソースのコレクションです。リージョンは、パーティショ
ンにグループ化されます。標準リージョンは、aws パーティションに属するリージョンです。各パーティ
ションの詳細については、『AWS 全般のリファレンス』の「Amazon Resource Names (ARNs) Format」
を参照してください。リージョンの詳細については、『AWS 全般のリファレンス』の「 About AWS 
Regions」も参照してください。
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IAM の最終アクセス情報の表示
AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API を使用して、IAM の最終アクセス情報を表示で
きます。最終アクセス情報には、Amazon EC2、IAM、Lambda、および Amazon S3 で最後にアクセスさ
れたアクションに関する情報が含まれます。最終アクセス情報の詳細については、「最終アクセス情報を
使用した AWS のアクセス許可の調整 (p. 551)」を参照してください。

IAM では、各タイプのリソースに関する情報を表示できます。いずれの場合も、情報には、指定された報
告期間に許可されたサービスが含まれます。

• ユーザー – ユーザーが許可された各サービスへのアクセスを最後に試みた時間を表示します。
• ユーザーグループ – グループメンバーが許可された各サービスへのアクセスを最後に試みた時間に関す

る情報を表示します。また、このレポートには、アクセスを試みたメンバーの合計数も表示されます。
• ロール – 許可された各サービスへのアクセスにおいて、ユーザーが最後にロールを使用した時間を表示

します。
• ポリシー – ユーザーまたはロールが許可された各サービスへのアクセスを最後に試みた時間に関する情

報を表示します。また、このレポートには、アクセスを試みたエンティティの合計数も表示されます。

Note

IAM のリソースに関するアクセス情報を表示する前に、情報のレポート期間、レポート対象の
エンティティ、評価対象のポリシータイプをご確認ください。詳細については、「the section 
called “最終アクセス情報についての主要事項” (p. 552)」を参照してください。

IAM の情報の表示 (コンソール)

IAM コンソールの [アクセスアドバイザー] タブで、IAM の最終アクセス情報を表示できます。

IAM の情報を表示するには (コンソール)

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

2. ナビゲーションペインで、[ユーザーグループ]、[ユーザー]、[ロール]、または [ポリシー] を選択しま
す。

3. 任意のユーザー、ユーザーグループ、ロール、またはポリシーの名前をクリックして、その[概要] 
ページを開き、[アクセスアドバイザー] タブを選択します。選択したリソースに基づき、次の情報を
表示します。

• ユーザーグループ – ユーザーグループメンバー (ユーザー) がアクセスできるサービスのリストを
表示します。また、メンバーが最後にサービスにアクセスした日時、使用したユーザーグループポ
リシー、リクエストを行ったユーザーグループメンバーも表示できます。ポリシーの名前を選択し
て、ポリシーが管理ポリシーかインラインユーザーグループポリシーかを確認します。ユーザーグ
ループメンバーの名前を選択して、ユーザーグループのすべてのメンバーと、サービスへの最終ア
クセス時間を選択します。

• ユーザー – ユーザーがアクセスできるサービスのリストを表示します。また、最後にサービスにア
クセスした日時と使用したポリシーも表示できます。ポリシーの名前を選択して、そのポリシーが
管理ポリシー、インラインユーザーポリシー、ユーザーグループのインラインポリシーのいずれで
あるかを確認します。

• ロール – ロールでアクセスできるサービス、サービスへのロールの最終アクセス時間、および使用
したポリシーのリストを表示します。ポリシーの名前を選択して、ポリシーが管理ポリシーかイン
ラインロールポリシーかを確認します。

• ポリシー – ポリシーで許可されたアクションを含むサービスのリストを表示します。また、サー
ビスにアクセスするために最後にポリシーが使用された日時と、ポリシーを使用したエンティティ 
(ユーザーまたはロール) も表示できます。エンティティの名前を選択して、このポリシーがアタッ
チされているエンティティや、サービスへの最終アクセス時間を確認します。
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4. (オプション) テーブルの [Service] (サービス) 列で、Amazon EC2、AWS Identity and Access 
Management、AWS Lambda、Amazon S3 のいずれかを選択し、IAM エンティティがアクセスしよう
とした管理アクションのリストを表示します。AWS リージョンと、ユーザーが最後にアクションを実
行しようとした日時を示すタイムスタンプを表示できます。

5. -最終アクセス時間列は、サービスおよび Amazon EC2、IAM、Lambda、および Amazon S3 の管理ア
クションに対して表示されます。この列で返される可能性のある次の結果を確認します。これらの結
果は、サービスやアクションが許可されているかどうか、アクセスされたかどうか、および最終アク
セス情報が AWS によって追跡されているかどうかによって異なります。

<数値> 日前

追跡期間中にサービスまたはアクションが使用されてから経過した日数。サービスの追跡期間
は、過去 400 日間です。Amazon S3 アクションの追跡期間は、2020 年 4 月 12 日に開始しまし
た。Amazon EC2 IAM および Lambda アクションの追跡期間は、2021 年 4 月 7 日に開始しまし
た。各 AWS リージョンの追跡開始日の詳細については、「AWS が最終アクセス情報を追跡する
場所 (p. 555)」を参照してください。

追跡期間内にアクセスがない

追跡対象のサービスまたはアクションが、追跡期間中にエンティティによって使用されていませ
ん。

リストに表示されないアクションに対するアクセス許可を持っている可能性があります。これは、ア
クションの追跡情報が現在 AWS によりサポートされていない場合に発生することがあります。追跡
情報がないことだけに基づいてアクセス許可を決定しないでください。代わりに、この情報を使用し
て、最小限の権限を付与するという全体的な戦略を通知し、サポートすることをお勧めします。ポリ
シーをチェックして、アクセスレベルが適切であることを確認します。

IAM の情報の表示（AWS CLI)

AWS CLI を使用して、IAMリソースが AWS サービスおよび Amazon S3、Amazon EC2、IAM、Lambda 
アクションへのアクセスを試行するために最後に使用された時刻に関する情報を取得できます。IAM リ
ソースには、ユーザー、ユーザーグループ、ロール、またはポリシーを選択できます。

IAM の情報を表示するには (AWS CLI API)

1. レポートを生成します。レポートで必要な IAM がリクエストに含まれている必要があります。 リソー
ス (ユーザー、ユーザーグループ、ロール、またはポリシー) の ARN がリクエストに含まれている必
要があります。レポートで生成する粒度レベルを指定して、いずれかのサービス、またはサービスと
アクションの両方のアクセスの詳細を表示できます。リクエストにより job-id が返されます。これ
を使用して、get-service-last-accessed-details および get-service-last-accessed-
details-with-entities オペレーションを使用して、ジョブが完了するまで、job-status をモ
ニタリングできます。

• aws iam generate-service-last-accessed-details
2. 前のステップの job-id パラメータを使用して、レポートに関する詳細を取得します。

• aws iam get-service-last-accessed-details

このオペレーションでは、generate-service-last-accessed-details オペレーションでリク
エストしたリソースのタイプと粒度レベルに基づき、次の情報が返されます。

• ユーザー – 指定したユーザーがアクセスできるサービスのリストを返します。サービスごとに、オ
ペレーションは、ユーザーが最後に試行した日時とユーザーの ARN を返します。

• ユーザーグループ — 指定したユーザーグループのメンバーがアクセスできるサービスのリストを
返します。このユーザーグループにアタッチされたポリシーを使用して、サービスのリストを返
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します。サービスごとに、オペレーションは、ユーザーグループメンバーが最後に試行した日時を
返します。また、そのユーザーの ARN と、サービスにアクセスしようとしたユーザーグループメ
ンバーの合計数も返ります。GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities オペレーションを使用し
て、すべてのメンバーのリストを取得します。

• ロール – 指定したロールがアクセスできるサービスのリストを返します。サービスごとに、オペ
レーションは、ロールが最後に試行した日時とロールの ARN を返します。

• ポリシー – 指定されたポリシーがアクセスを許可するサービスのリストを返します。各サービスに
ついて、オペレーションは、エンティティ (ユーザーまたはロール) が最後にポリシーを使用して
サービスにアクセスしようとした日時を返します。また、そのエンティティの ARN とアクセスを
試みたエンティティの合計数も返ります。

3. 特定のサービスにアクセスするためにユーザーグループまたはポリシーのアクセス許可を使用したエ
ンティティについて説明します。このオペレーションは、各エンティティの ARN、ID、名前、パス、
タイプ (ユーザーまたはロール)、および最後にサービスにアクセスしようとしたエンティティのリス
トを返します。このオペレーションは、ユーザーとロールに対しても使用できますが、そのエンティ
ティに関する情報のみが返ります。

• aws iam get-service-last-accessed-details-with-entities
4. 特定のサービスにアクセスする際にアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) 

が使用したアイデンティティベースのポリシーについて説明します。アイデンティティとサービスを
指定すると、このオペレーションは、アイデンティティが指定されたサービスにアクセスするために
使用できるアクセス許可ポリシーのリストを返します。このオペレーションは、ポリシーの現在の状
態を示し、生成されたレポートには依存しません。また、他のポリシータイプ (例: リソースベースの
ポリシー、アクセスコントロールリスト、AWS Organizations ポリシー、IAM アクセス許可の境界、
セッションポリシー) は返されません。詳細については、「ポリシータイプ (p. 417)」または「単一
アカウント内のポリシーを評価する (p. 1221)」を参照してください。

• aws iam list-policies-granting-service-access

IAM の情報の表示 (AWS API)

AWS APIを使用して、IAMリソースが AWS サービスおよび Amazon S3、Amazon EC2、IAM、Lambda 
アクションへのアクセスを試行するために最後に使用された時刻に関する情報を取得できます。IAM リ
ソースには、ユーザー、ユーザーグループ、ロール、またはポリシーを選択できます。レポートで生成す
る粒度レベルを指定して、いずれかのサービス、またはサービスとアクションの両方の詳細を表示できま
す。

IAM の情報を表示するには (AWS API)

1. レポートを生成します。レポートで必要な IAM リソース (ユーザー、グループ、ロー
ル、またはポリシー) の ARN がリクエストに含まれている必要があります。JobId
が返ります。これを使用して、GetServiceLastAccessedDetails および
GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities オペレーションを使用して、ジョブが完了す
るまで、JobStatus をモニタリングできます。

• GenerateServiceLastAccessedDetails
2. 前のステップの JobId パラメータを使用して、レポートに関する詳細を取得します。

• GetServiceLastAccessedDetails

このオペレーションでは、GenerateServiceLastAccessedDetails オペレーションでリクエス
トしたリソースのタイプと粒度レベルに基づき、次の情報が返されます。

• ユーザー – 指定したユーザーがアクセスできるサービスのリストを返します。サービスごとに、オ
ペレーションは、ユーザーが最後に試行した日時とユーザーの ARN を返します。
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• ユーザーグループ — 指定したユーザーグループのメンバーがアクセスできるサービスのリストを
返します。このユーザーグループにアタッチされたポリシーを使用して、サービスのリストを返
します。サービスごとに、オペレーションは、ユーザーグループメンバーが最後に試行した日時を
返します。また、そのユーザーの ARN と、サービスにアクセスしようとしたユーザーグループメ
ンバーの合計数も返ります。GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities オペレーションを使用し
て、すべてのメンバーのリストを取得します。

• ロール – 指定したロールがアクセスできるサービスのリストを返します。サービスごとに、オペ
レーションは、ロールが最後に試行した日時とロールの ARN を返します。

• ポリシー – 指定されたポリシーがアクセスを許可するサービスのリストを返します。各サービスに
ついて、オペレーションは、エンティティ (ユーザーまたはロール) が最後にポリシーを使用して
サービスにアクセスしようとした日時を返します。また、そのエンティティの ARN とアクセスを
試みたエンティティの合計数も返ります。

3. 特定のサービスにアクセスするためにユーザーグループまたはポリシーのアクセス許可を使用したエ
ンティティについて説明します。このオペレーションは、各エンティティの ARN、ID、名前、パス、
タイプ (ユーザーまたはロール)、および最後にサービスにアクセスしようとしたエンティティのリス
トを返します。このオペレーションは、ユーザーとロールに対しても使用できますが、そのエンティ
ティに関する情報のみが返ります。

• GetServiceLastAccessedDetailsWithEntities
4. 特定のサービスにアクセスする際にアイデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、またはロール) 

が使用したアイデンティティベースのポリシーについて説明します。アイデンティティとサービスを
指定すると、このオペレーションは、アイデンティティが指定されたサービスにアクセスするために
使用できるアクセス許可ポリシーのリストを返します。このオペレーションは、ポリシーの現在の状
態を示し、生成されたレポートには依存しません。また、他のポリシータイプ (例: リソースベースの
ポリシー、アクセスコントロールリスト、AWS Organizations ポリシー、IAM アクセス許可の境界、
セッションポリシー) は返されません。詳細については、「ポリシータイプ (p. 417)」または「単一
アカウント内のポリシーを評価する (p. 1221)」を参照してください。

• ListPoliciesGrantingServiceAccess

の最終アクセス情報の表示
AWS Organizations のサービスの最終アクセス情報を表示するには、IAM コンソール、AWS CLI、または 
AWS API を使用します。データ、必要なアクセス許可、トラブルシューティング、およびサポートされて
いるリージョンに関する重要な情報については、「最終アクセス情報を使用した AWS のアクセス許可の
調整 (p. 551)」を参照してください。

IAM コンソールにサインインする場合、AWS Organizations 管理アカウントの認証情報を使用して、組織
内の任意のエンティティの情報を表示できます。Organizations エンティティには、組織ルート、組織ユ
ニット (OU)、およびアカウントが含まれます。IAM コンソールを使用して、組織のサービスコントロー
ルポリシー (SCP) の情報を表示することもできます。IAM は、エンティティに適用される SCP によって
許可されているサービスのリストを表示します。サービスごとに、選択した IAM エンティティまたはエン
ティティの子の最新のアカウントアクティビティ情報を表示できます。

AWS CLI または AWS API を管理アカウント認証情報とともに使用した場合、組織のすべてのエンティ
ティまたはポリシーのレポートを生成できます。エンティティに関するプログラムによるレポートには、
エンティティに適用される SCP によって許可されているサービスのリストが含まれます。サービスごと
に、このレポートには、指定した IAM エンティティまたはエンティティのサブツリーでのアカウントの最
新のアクティビティが含まれます。

ポリシーに関するプログラムによるレポートを生成する場合、Organizations エンティティを指定する必要
があります。このレポートには、指定した SCP によって許可されているサービスのリストが含まれます。
サービスごとに、このレポートには、そのポリシーによってアクセス権限が付与されているエンティティ
またはエンティティの子での最新のアカウントアクティビティが含まれます。詳細については、「aws 
iam generate-organizations-access-report」または「GenerateOrganizationsAccessReport」を参照してく
ださい。
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レポートを表示する前に、管理アカウントの要件および情報、レポート期間、レポート対象のエンティ
ティ、評価対象のポリシータイプをご確認ください。詳細については、「the section called “最終アクセス
情報についての主要事項” (p. 552)」を参照してください。

AWS Organizations エンティティパスを理解する

AWS CLI または AWS API を使用して AWS Organizations アクセスレポートを生成する場合は、エンティ
ティパスを指定する必要があります。パスとは、Organizations エンティティの構造をテキストで表記した
ものです。

組織の既知の構造を使用して、エンティティパスを構築できます。たとえば、AWS Organizations に次の
ような組織構造があるとします。

[Dev Managers (開発マネージャー)] の OU のパスは、組織の ID、ルート、および OU までのパスにある
すべての OU を使用して構築されます。

o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-ghi0-awsccccc/ou-jkl0-awsddddd/

[Production (本番稼働用)] OU のアカウントのパスは、組織の ID、ルート、OU、およびアカウント番号を
使用して構築されます。

o-a1b2c3d4e5/r-f6g7h8i9j0example/ou-abc0-awsaaaaa/111111111111/
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Note

組織 ID はグローバルに一意ですが、OU ID とルート ID は組織内でのみ一意です。これは、2 つ
の組織が同じ組織 ID を共有しないことを意味します。ただし、別の組織が自分と同じ ID を持つ 
OU またはルートを持っている可能性があります。OU またはルートを指定するときは、必ず組織 
ID を含めることをお勧めします。

Organizations 情報の表示 (コンソール)

IAM コンソールを使用して、ルート、OU、アカウント、またはポリシーのサービスの最終アクセス情報を
表示できます。

ルートの情報を表示するには (コンソール)

1. AWS Management ConsoleOrganizations 管理アカウントの認証情報を使用して にサインイン
し、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2. [Access Reports] (レポートへのアクセス) セクションの下にあるナビゲーションペイン
で、[Organization activity] (組織アクティビティ) を選択します。

3. [Organization activity (組織アクティビティ)] ページで、[ルート] を選択します。
4. [Details and activity] (詳細およびアクティビティ) タブで、[Service access report] (サービスアクセス

レポート) セクションを表示します。情報には、ルートに直接アタッチされているポリシーによって
許可されているサービスのリストが含まれます。この情報は、サービスに最後にアクセスしたアカウ
ントとその時間が示されます。サービスにアクセスしたプリンシパルの詳細については、そのアカウ
ントの管理者としてサインインし、IAM サービスの最終アクセス情報を表示します (p. 557)。

5. [Attached SCPs (アタッチされた SCP)] タブを選択し、ルートにアタッチされているサービスコント
ロールポリシー (SCP) のリストを表示します。 に、各ポリシーがアタッチされているターゲットエン
ティティの数が示されます。IAM は各ポリシーがアタッチされているターゲットエンティティの数を
表示できます。この情報を使用して確認する SCP を決定します。

6. SCP の名前を選択し、ポリシーで許可されているすべてのサービスを表示します。サービスごとに、
サービスに最後にアクセスしたアカウントとその時間を表示します。

7. [Edit in AWS Organizations] を選択して、追加の詳細を標示し、Organizations コンソールで SCP を
編集します。詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の更新」を参照してくだ
さい。

OU またはアカウントの情報を表示するには (コンソール)

1. Organizations 管理アカウントの認証情報を使用して AWS Management Console にサインイン
し、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2. [Access Reports] (レポートへのアクセス) セクションの下にあるナビゲーションペイン
で、[Organization activity] (組織アクティビティ) を選択します。

3. [Organization activity (組織アクティビティ)] ページで、組織の構造を展開します。管理アカウントを
除き、表示する OU またはアカウントの名前を選択します。

4. [Details and activity] (詳細およびアクティビティ) タブで、[Service access report] (サービスアクセス
レポート) セクションを表示します。情報には、OU またはアカウントと そのすべての親にアタッチ
されている SCP によって許可されているサービスのリストが含まれます。この情報は、サービスに最
後にアクセスしたアカウントとその時間が示されます。サービスにアクセスしたプリンシパルの詳細
については、そのアカウントの管理者としてサインインし、IAM サービスの最終アクセス情報を表示
します (p. 557)。

5. [Attached SCPs (アタッチされた SCP)] タブを選択し、OU またはアカウントに直接アタッチされて
いるサービスコントロールポリシー (SCP) のリストを表示します。IAM は各ポリシーがアタッチされ
ているターゲットエンティティの数を表示します。この情報を使用して確認する SCP を決定します。

6. SCP の名前を選択し、ポリシーで許可されているすべてのサービスを表示します。サービスごとに、
サービスに最後にアクセスしたアカウントとその時間を表示します。
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7. [Edit in AWS Organizations] を選択して、追加の詳細を標示し、Organizations コンソールで SCP を
編集します。詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の更新」を参照してくだ
さい。

管理アカウントの情報を表示するには (コンソール)

1. AWS Management ConsoleOrganizations 管理アカウントの認証情報を使用して にサインイン
し、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2. [Access Reports] (レポートへのアクセス) セクションの下にあるナビゲーションペイン
で、[Organization activity] (組織アクティビティ) を選択します。

3. [Organization activity (組織アクティビティ)] ページで、組織の構造を展開して管理アカウントの名前
を選択します。

4. [Details and activity] (詳細およびアクティビティ) タブで、[Service access report] (サービスアクセス
レポート) セクションを表示します。情報には、すべての AWS サービスのリストが含まれます。管理
アカウントは SCP によって制限されません。情報に、アカウントがサービスに最後にアクセスしたか
どうかとその時間が示されます。サービスにアクセスしたプリンシパルの詳細については、そのアカ
ウントの管理者としてサインインし、IAM サービスの最終アクセス情報を表示します (p. 557)。

5. アカウントが管理アカウントであるため、[Attached SCPs (アタッチされた SCP)] タブを選択して、
アタッチされた SCP がないことを確認します。

ポリシーの情報を表示するには (コンソール)

1. AWS Management ConsoleOrganizations 管理アカウントの認証情報を使用して にサインイン
し、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2. [Access Reports (レポートへのアクセス)] セクションの下にあるナビゲーションペインで、[Service 
control policies (SCPs) (サービスコントロールポリシー (SCP))] を選択します。

3. [Service control policies (SCPs) (サービスコントロールポリシー (SCP))] ページで、組織内のポリシー
のリストを表示します。 各ポリシーがアタッチされているターゲットエンティティの数を表示できま
す。

4. SCP の名前を選択し、ポリシーで許可されているすべてのサービスを表示します。サービスごとに、
サービスに最後にアクセスしたアカウントとその時間を表示します。

5. [Edit in AWS Organizations] を選択して、追加の詳細を標示し、Organizations コンソールで SCP を
編集します。詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の更新」を参照してくだ
さい。

Organizations 情報の表示 (AWS CLI)

AWS CLI を使用して、Organizations ルート、OU、アカウント、またはポリシーのサービスの最終アクセ
ス情報を取得できます。

Organizations サービスの最終アクセス情報を表示するには ()AWS CLI

1. 必要な IAM および Organizations のアクセス権限がある Organizations 管理アカウント認証情報を使
用して、ルートに対して SCP が有効になっていることを確認します。詳細については、「最終アクセ
ス情報についての主要事項 (p. 552)」を参照してください。

2. レポートを生成します。リクエストには、レポートが必要な IAM エンティティ (ルート、OU、または
アカウント) のパスを含める必要があります。必要に応じて、organization-policy-id パラメー
タを含めて、特定のポリシーのレポートを表示できます。コマンドにより、job-id が返されます。
これを get-organizations-access-report コマンドで使用してジョブが完了するまで job-
status をモニタリングできます。

• aws iam generate-organizations-access-report
3. 前のステップの job-id パラメータを使用して、レポートに関する詳細を取得します。
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• aws iam get-organizations-access-report

このコマンドにより、エンティティメンバーがアクセスできるサービスのリストが返されます。サー
ビスごとに、このコマンドにより、エンティティメンバーが最後に試行した日時とアカウントのエン
ティティパスが返されます。また、アクセス可能なサービスの総数とアクセスされなかったサービス
の数も返されます。オプションの organizations-policy-id パラメータを指定した場合、アクセ
ス可能なサービスは指定したポリシーによって許可されたものです。

Organizations 情報の表示 (AWS API)

AWS API を使用して、Organizations ルート、OU、アカウント、またはポリシーのサービスの最終アクセ
ス情報を取得できます。

Organizations サービスの最終アクセス情報を表示するには (AWS API)

1. 必要な および のアクセス権限がある 管理アカウント認証情報を使用して、ルートに対して SCP 
が有効になっていることを確認します。詳細については、「最終アクセス情報についての主要事
項 (p. 552)」を参照してください。

2. レポートを生成します。リクエストには、レポートが必要な IAM エンティティ (ルート、OU、または
アカウント) のパスを含める必要があります。必要に応じて、OrganizationsPolicyId パラメー
タを含めて、特定のポリシーのレポートを表示できます。オペレーションにより、JobId が返されま
す。これを GetOrganizationsAccessReport オペレーションで使用して、ジョブが完了するま
で、JobStatus をモニタリングできます。

• GenerateOrganizationsAccessReport
3. 前のステップの JobId パラメータを使用して、レポートに関する詳細を取得します。

• GetOrganizationsAccessReport

このオペレーションにより、エンティティメンバーがアクセスできるサービスのリストが返されま
す。サービスごとに、このオペレーションにより、エンティティメンバーが最後に試行した日時とア
カウントのエンティティパスが返されます。また、アクセス可能なサービスの総数とアクセスされな
かったサービスの数も返されます。オプションの OrganizationsPolicyId パラメータを指定した
場合、アクセス可能なサービスは指定したポリシーによって許可されたものです。

最終アクセス情報を使用するシナリオ例
最終アクセス情報を使用して、IAM エンティティまたは AWS Organizations エンティティに付与するアク
セス許可に関する決定を行うことができます。詳細については、「最終アクセス情報を使用した AWS の
アクセス許可の調整 (p. 551)」を参照してください。

Note

IAM または AWS Organizations のエンティティあるいはポリシーに関するアクセス情報を表示
する前に、データのレポート期間、レポート対象のエンティティ、評価対象のポリシータイプ
をご確認ください。詳細については、「the section called “最終アクセス情報についての主要事
項” (p. 552)」を参照してください。

お客様は、管理者として、会社に適したアクセシビリティと最小限のアクセス権限のバランスを取る必要
があります。

564

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/iam/get-organizations-access-report.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_GenerateOrganizationsAccessReport.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_GetOrganizationsAccessReport.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
アクセス情報を使用したアクセス許可の調整

情報を使用した IAM グループのアクセス許可の制限
最終アクセス情報を使用して、ユーザーが必要とするサービスのみを含むように IAM グループのアクセス
許可を制限することができます。この方法は、サービスレベルで最小限の権限を付与する (p. 941)上で重
要なステップです。

たとえば、Paulo Santos は、Example Corp のAWS ユーザー権限の定義を担当する管理者です。この会
社は AWS の使用を開始したばかりであり、ソフトウェア開発チームは使用する AWS のサービスをまだ
定義していません。Paulo は必要なサービスにのみアクセス可能なアクセス許可をチームに付与しようと
考えていますが、サービスが定義されていないため、パワーユーザーのアクセス許可を一時的に付与しま
す。その後、最終アクセス情報を使用してグループのアクセス許可を制限します。

Paulo は、次の JSON テキストを使用して、ExampleDevelopment という名前の管理ポリシーを作成し
ます。次に、Development という名前のグループにそのポリシーをアタッチし、開発者全員をグループ
に追加します。

Note

Paulo のパワーユーザーは、一部のサービスや機能を使用するため
に、iam:CreateServiceLinkedRole アクセス許可が必要な場合があります。彼は、このアク
セス許可を追加すると、ユーザーがサービスにリンクされたロールを作成することを許可される
ことを理解しています。彼は、パワーユーザーのためにこのリスクを受け入れます。

{ 

    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "FullAccessToAllServicesExceptPeopleManagement", 
            "Effect": "Allow", 
            "NotAction": [ 
                "iam:*", 
                "organizations:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "RequiredIamAndOrgsActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateServiceLinkedRole", 
                "iam:ListRoles", 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

90 日後、Paulo は Developmentを使用して、AWS Management Console グループの最終アクセス情報
を表示 (p. 557)します。グループメンバーがアクセスしたサービスのリストを表示します。先週、この
ユーザーがアクセスしたサービスは、AWS CloudTrail、 Amazon CloudWatch Logs、Amazon EC2、AWS 
KMS、Amazon S3 の 5 つであることが分かりました。AWS の使用開始時は他のいくつかのサービスにも
アクセスしていましたが、それ以降はアクセスしていません。

Paulo は、これらの 5 つのサービスと、IAM および Organizations の必要なアクションのみ含まれ
るようにポリシーのアクセス許可を変更することにしました。また、次の JSON テキストを使用し
て、ExampleDevelopment ポリシーを編集します。

Note

Paulo のパワーユーザーは、一部のサービスや機能を使用するため
に、iam:CreateServiceLinkedRole アクセス許可が必要な場合があります。彼は、このアク
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セス許可を追加すると、ユーザーがサービスにリンクされたロールを作成することを許可される
ことを理解しています。彼は、パワーユーザーのためにこのリスクを受け入れます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "FullAccessToListedServices", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:*", 
                "kms:*", 
                "cloudtrail:*", 
                "logs:*", 
                "ec2:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "RequiredIamAndOrgsActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:CreateServiceLinkedRole", 
                "iam:ListRoles", 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

アクセス許可をさらに制限するために、Paulo は、AWS CloudTrail の [イベント履歴] でアカウントのイベ
ントを表示します。そこでは、詳細なイベント情報を表示して、開発者が必要とするアクションとリソー
スのみが含まれるように、ポリシーのアクセス許可を制限することができます。詳細については、AWS 
CloudTrail CloudTrail ユーザーガイドの CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示を参照してくださ
い。

情報を使用した IAM ユーザーのアクセス許可の制限
最終アクセス情報を使用して、各 IAM ユーザーのアクセス許可を制限することができます。

たとえば、Martha Rivera は、アクセス許可を管理する IT 管理者であり、AWS アクセス許可を組織内の
ユーザーに過剰に付与しないように管理する必要があります。定期的なセキュリティチェックの一部と
して、彼女はすべての IAM ユーザーのアクセス許可を見直します。これらのユーザーの中には、以前に
セキュリティエンジニアのロールを担っていた、Nikhil Jayashankar という名前のアプリケーション開
発者がいます。ジョブ要件が変更され、Nikhil は現在 app-dev グループと security-team グループ
の両方のメンバーです。app-dev グループでは、Amazon EC2、Amazon EBS、Auto Scaling、Amazon 
S3、Route 53、Elastic Transcoder などの複数のサービスへのアクセス許可が付与されています。以前の
ジョブの security-team グループでは、IAM および CloudTrail へのアクセス許可が付与されています。

管理者である Martha が IAM コンソールにサインインしてユーザーを選択後、nikhilj という名前を選択
し、[アクセスアドバイザー] タブを選択します。

Martha は [最終アクセス] 列を確認し、Nikhil が最近 、IAM、CloudTrail、Route 53、Amazon Elastic 
Transcoder、および多数の AWS サービスにアクセスしていないことに気づきました。ニヒルは Amazon 
S3 にアクセスしました。Martha は、サービスのリストから [S3] を選択し、Nikhil が過去 2 週間以内にい
くつかの S3 List アクションを実行したことを知ります。Martha は、Nikhil が社内のセキュリティチーム
のメンバーではなくなったため、IAM と CloudTrail にアクセスするビジネス上のニーズがなくなったこと
を確認します。

Martha は、サービスおよびアクションの最終アクセス情報に基づいて作業を行う準備ができました。ただ
し、前の例のグループとは異なり、nikhilj のような IAM ユーザーには、複数のポリシーが適用され、
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複数のグループのメンバーになることがあります。Martha は、nikhilj やその他のグループメンバーの
アクセスを誤って中断しないように慎重に進める必要があります。彼女は、Nikhil に付与する必要のある
アクセス権だけでなく、これらのアクセス許可が付与されている背景を確認する必要があります。

Martha は、[アクセス許可] タブを選択します。ここでは、nikhilj に直接アタッチされているポリシー
と、グループからアタッチされているポリシーを確認します。各ポリシーを展開して、ポリシーの概要を
確認し、Nikhil が現在使用していないサービスへのアクセスを許可しているポリシーを確認します。

• IAM – IAMFullAccess AWS 管理ポリシーは、nikhilj に直接アタッチされているほか、security-
team グループにもアタッチされています。

• CloudTrail - AWSCloudTrailReadOnlyAccess AWS 管理ポリシー は、security-team グループに
アタッチされています。

• Route 53 - App-Dev-Route53 カスタマー管理ポリシーは、app-dev グループにアタッチされていま
す。

• Elastic Transcoder - App-Dev-ElasticTranscoder カスタマー管理ポリシーは、app-dev グループ
にアタッチされています。

Martha は、nikhilj に直接アタッチされている AWS 管理ポリシー IAMFullAccess を削除することに
しました。また、Nikhil の security-team グループのメンバーシップも削除します。これらの 2 つのア
クションによって、IAM および CloudTrail への不要なアクセスが削除されます。

Route 53 および Elastic Transcoder への Nikhil のアクセス許可は、app-dev グループによって付与さ
れています。Nikhil は、これらのサービスを使用していませんが、グループの他のメンバーは使用す
る可能性があります。Martha は、app-dev グループの最終アクセス情報を確認し、複数のメンバー
が最近 Route 53 と Amazon S3 にアクセスしたことを知ります。しかし、昨年 Elastic Transcoder 
にアクセスしたグループメンバーはいませんでした。彼女は、カスタマー管理ポリシー App-Dev-
ElasticTranscoder をグループから削除します。

次に、カスタマー管理ポリシー App-Dev-ElasticTranscoder の最終アクセス情報を確認します。この
ポリシーは、その他の IAM アイデンティティのいずれにもアタッチされていないことが分かりました。彼
女は社内で調査を行い、このポリシーは今後不要であることを確認して削除しました。

IAM リソースを削除する前に情報を使用する
IAM リソースを削除する前に、最終アクセス情報を使用して、最後にリソースを使用してから一定の時間
が経過したことを確認できます。これは、ユーザー、グループ、ロール、ポリシーに適用されます。これ
らのアクションの詳細については、以下のトピックを参照してください。

• ユーザー – IAM ユーザーの削除 (p. 85)
• グループ – グループの削除 (p. 182)
• ロール – ロールの削除 (p. 320)
• ポリシー – 管理ポリシーを削除する (これにより、ポリシーは ID から切り離されます) (p. 548)

IAM ポリシーを編集する前に情報を使用する
IAM アイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール)、またはそのリソースに影響するポリシーを編集す
る前の IAM ポリシーの最終アクセス情報を確認できます。使用しているユーザーのアクセスを削除しない
ように、このステップは重要です。

たとえば、Arnav Desai は Example Corp の開発者および AWS 管理者です。彼のチームが AWS を使い始
めたとき、IAMと組織を除くすべてのサービスへのフルアクセスを許可するパワーユーザーアクセスをす
べての開発者に与えました。最小限の権限の付与 (p. 941)の最初のステップとして、Arnav は AWS CLI 
を使用して、アカウントの管理ポリシーを確認しようとしています。

そのために、Arnav はまず、アイデンティティにアタッチされているアカウントのカスタマー管理ポリ
シーを表示します。次のコマンドを使用します。
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aws iam list-policies --scope Local --only-attached --policy-usage-filter PermissionsPolicy

レスポンスから、各ポリシーの ARN をキャプチャします。Arnav は次に、次のコマンドを使用して、各ポ
リシーの最終アクセス情報のレポートを生成します。

aws iam generate-service-last-accessed-details --arn arn:aws:iam::123456789012:policy/
ExamplePolicy1

レスポンスから、JobId フィールドから生成したレポートの ID をキャプチャします。続いて、Arnav 
は、JobStatus フィールドより COMPLETED または FAILED の値が返るまで、次のコマンドをポーリン
グします。ジョブが失敗した場合は、そのエラーをキャプチャします。

aws iam get-service-last-accessed-details --job-id 98a765b4-3cde-2101-2345-example678f9

ジョブが COMPLETED のステータスになったら、Arnav は JSON 形式の ServicesLastAccessed 配列
の内容を解析します。

 "ServicesLastAccessed": [ 
        { 
            "TotalAuthenticatedEntities": 1, 
            "LastAuthenticated": 2018-11-01T21:24:33.222Z, 
            "ServiceNamespace": "dynamodb", 
            "LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:user/IAMExampleUser", 
            "ServiceName": "Amazon DynamoDB" 
        }, 

        { 
            "TotalAuthenticatedEntities": 0, 
            "ServiceNamespace": "ec2", 
            "ServiceName": "Amazon EC2" 
        }, 

        { 
            "TotalAuthenticatedEntities": 3, 
            "LastAuthenticated": 2018-08-25T15:29:51.156Z, 
            "ServiceNamespace": "s3", 
            "LastAuthenticatedEntity": "arn:aws:iam::123456789012:role/IAMExampleRole", 
            "ServiceName": "Amazon S3" 
        } 
    ]

Arnav は、この情報から、ExamplePolicy1 ポリシーによって、Amazon DynamoDB、Amazon 
S3、Amazon EC2 の 3 つのサービスへのアクセスが許可されていることを理解しま
す。IAMExampleUser という名前の IAM ユーザーが、11 月 1 日に DynamoDB に最後にアクセスを試
み、8 月 25 日には IAMExampleRole ロールを使用して、Amazon S3 にアクセスしようとしたユーザー
がいました。昨年 Amazon S3 にアクセスを試みたエンティティは他にも 2 つあります。ただし、昨年 
Amazon EC2 にアクセスしようとしたユーザーはいませんでした。

つまり、Arnav は、ポリシーから Amazon EC2 アクションを安全に削除することができます。Arnav は、
このポリシーの最新の JSON ドキュメントを確認しようとしています。まず、次のコマンドを使用して、
ポリシーのバージョン番号を確認する必要があります。

aws iam list-policy-versions --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1

レスポンスから、Arnav は Versions 配列の現在のデフォルトバージョン番号を収集します。続いて、次
のコマンドでそのバージョン番号 (v2) を使用して、JSON ポリシードキュメントをリクエストします。
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aws iam get-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1 --
version-id v2

Arnav は、PolicyVersion 配列の Document フィールドで返る JSON ポリシードキュメントを保存しま
す。Arnav は、ポリシードキュメント内で、ec2 名前空間内のアクションを検索します。ポリシーに残っ
ている他の名前空間からのアクションがない場合、影響を受けるアイデンティティ (ユーザー、グルー
プ、およびロール) からポリシーを切り離します。その後、ポリシーを削除します。この場合、ポリシー
には Amazon DynamoDB サービスと Amazon S3 サービスが含まれます。したがって、Arnav は、ドキュ
メントから Amazon EC2 アクションを削除し、変更内容を保存します。また、次のコマンドを使用して、
ポリシーをドキュメントの新しいバージョンで更新し、そのバージョンをデフォルトのポリシーバージョ
ンとして設定します。

aws iam create-policy-version --policy-arn arn:aws:iam::123456789012:policy/ExamplePolicy1 
 --policy-document file://UpdatedPolicy.json --set-as-default

これで、ExamplePolicy1 ポリシーは更新され、不要な Amazon EC2 サービスへのアクセスは削除され
ました。

その他の IAM のシナリオ

IAM リソース (ユーザー、グループ、ロール、ポリシー) によって、サービスに最後にアクセスを試みた際
に関する情報は、次のタスクを完了する際に役立ちます。

• ポリシー – 既存のカスタマー管理ポリシーまたはインラインポリシーを編集してアクセス許可を削除す
る (p. 543)

• ポリシー – インラインポリシーを削除して、管理ポリシーに変換し、削除する (p. 432)
• ポリシー – 既存のポリシーに明示的な拒否を追加する (p. 1230)
• ポリシー – 管理ポリシーを ID (ユーザー、グループ、ロール) からデタッチする (p. 535)
• エンティティ – IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) が持つことができる最大のアクセス許可を制

御するためのアクセス許可の境界を設定する (p. 532)
• グループ – グループからユーザーを削除する (p. 179)

情報を使用した組織単位のアクセス許可の調整

最終アクセス情報を使用して、AWS Organizations で組織単位 (OU) のアクセス許可を制限することがで
きます。

たとえば、John Stiles は AWS Organizations 管理者です。彼は、会社の AWS アカウント でユーザーに過
剰なアクセス許可を与えないようにする責任があります。定期的なセキュリティ監査の一部として、彼は
自分の組織のアクセス権限を見直します。彼の Development OU には、新しい AWS サービスのテスト
によく使用されるアカウントが含まれています。John は、180 日間以上アクセスされていないサービスに
関するレポートを定期的に見直すことに決定します。その後、彼は OU のメンバーがそれらのサービスに
アクセスするためのアクセス許可を削除します。

John は自分の管理アカウント認証情報を使用して IAM コンソールにサインインします。IAM コンソー
ルで、彼は Development OU の Organizations データを見つけます。彼は、サービスアクセスレポー
トテーブルを見直し、希望期間の 180 日間以上アクセスされていない 2 つの AWS サービスがあることを
確認します。彼は、開発チームが Amazon Lex および AWS Database Migration Service にアクセスするた
めのアクセス権限を追加したことを覚えています。John は、開発チームに連絡し、これらのサービスをテ
ストするビジネスニーズがないことを確認します。

John は、最終アクセス情報に基づいて作業を行う準備ができました。彼は、[AWS Organizations での編
集] を選択し、SCP が複数のエンティティにアタッチされていることが通知されます。彼は [Continue (続
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行)] を選択します。AWS Organizations で、彼は SCP がアタッチされている Organizations エンティティ
を確認するためにターゲットを見直します。すべてのエンティティは Development OU 内にあります。

John は、AWS Database Migration Service SCP の Amazon Lex および NewServiceTest アクションへ
のアクセスを拒否することに決定します。このアクションにより、サービスへの不要なアクセスが削除さ
れます。

ポリシーによって付与されるアクセス許可について
IAM コンソールには、ポリシー内の各サービスに対して許可または拒否されるアクセスレベル、リソー
ス、条件を定義するポリシー概要テーブルが含まれます。ポリシーは、ポリシー概要 (p. 571)、サービ
ス概要 (p. 582)、アクション概要 (p. 586)の 3 つのテーブルにまとめられています。ポリシー概要テー
ブルには、サービスのリストが含まれます。そのリストからサービスを選択して、サービス概要を表示し
ます。この概要テーブルには、選択したサービスに対して定義されているアクションとその関連するアク
セス権限のリストが含まれます。そのテーブルからアクションを選択して、アクション概要を表示できま
す。このテーブルには、選択したアクションのリソースと条件のリストが含まれます。

そのユーザーにアタッチされているすべてのポリシー (管理およびインライン) について、[ユーザー] ペー
ジまたは [ロール] ページでポリシー概要を表示できます。すべての管理ポリシーについて、[ポリシー] 
ページで概要を表示します。管理ポリシーには、AWS 管理ポリシー、AWS 管理ジョブ機能ポリシー、カ
スタマー管理ポリシーが含まれます。これらのポリシーの概要は、ユーザーまたは他の IAM ID にアタッチ
されているかどうかにかかわらず、[Policies] ページで表示できます。

ポリシー概要の情報を使用して、ポリシーによって許可または拒否されるアクセス権限を理解できます。
ポリシー概要は、想定するアクセス許可を付与しないポリシーのトラブルシューティング (p. 1090)に役立
ちます。

トピック
• ポリシー概要 (サービスの一覧) (p. 571)
• サービス概要 (アクションのリスト) (p. 582)
• アクション概要 (リソースのリスト) (p. 586)
• ポリシー概要の例 (p. 588)
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ポリシー概要 (サービスの一覧)
ポリシーは、ポリシー概要、サービス概要 (p. 582)、アクション概要 (p. 586)の 3 つのテーブルにまと
められています。ポリシー概要テーブルには、選択したポリシーによって定義されているサービスとアク
セス許可の概要のリストが含まれます。

ポリシー概要テーブルは、[Uncategorized services (未分類サービス)]、[Explicit deny (明示的な拒否)]、[許
可] という 1 つ以上のセクションにグループ化されます。IAM によって認識されないサービスがポリシー
に含まれる場合、そのサービスはテーブルの [Uncategorized services (未分類サービス)] セクションに含
まれます。IAM によって認識されるサービスがポリシーに含まれる場合、ポリシーの効果 (Deny または
Allow) に応じて、そのサービスはテーブルの [Explicit deny (明示的な拒否)] セクションまたは [許可] セク
ションに含まれます。

ポリシーの概要の表示
[ユーザーの詳細] 詳細ページの [アクセス許可] タブでポリシー名を選択することで、ユーザーにアタッチ
されているポリシーの概要を表示できます。[ロールの詳細] 詳細ページの [アクセス許可] タブでポリシー
名を選択することで、ロールにアタッチされているポリシーの概要を表示できます。[ポリシー] ページ
で、管理ポリシーのポリシー概要を表示できます。ポリシー概要がポリシーに含まれていない場合、その
理由については、「欠落しているポリシーの概要 (p. 1094)」を参照してください。

[ポリシー] ページのポリシー概要を表示するには

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

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. ポリシーの一覧で、表示するポリシーの名前を選択します。
4. ポリシーの [ポリシー詳細] ページで [アクセス許可] タブを表示して、ポリシー概要を確認します。

ユーザーにアタッチされているポリシーの概要を表示するには

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。
3. ユーザーのリストから、ポリシーを表示するユーザーを選択します。
4. ユーザーの [Summary (概要)] ページの [Permissions (アクセス許可)] タブから、ユーザーに直接、ま

たはグループのユーザーにアタッチされているポリシーのリストを表示します。
5. ユーザーのポリシーのテーブルで、表示するポリシーの行を展開します。

ロールにアタッチされているポリシーの概要を表示するには

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

2. ナビゲーションペインで Roles (ロール) を選択します。
3. ロールのリストから、表示するポリシーを含むロールの名前を選択します。
4. ロールの [Summary (概要)] ページの [Permissions (アクセス許可)] タブから、ロールにアタッチされ

ているポリシーのリストを表示します。
5. ロールのポリシーのテーブルで、表示するポリシーの行を展開します。

ポリシーの編集による警告の編集
ポリシー概要の表示中に、タイプミスを見つけたり、必要なアクセス許可がポリシーから付与されないこ
とに気付いたりすることがあります。ポリシー概要を直接編集することはできません。ただし、ビジュ
アルポリシーエディタを使用してお客様のマネージドポリシーを編集できます。これにより、ポリシー概
要レポートで報告されるのと同じエラーや警告の多くをキャッチできます。次に、ポリシー概要の変更を
表示して、これらのすべての問題を修正したことを確認できます。インラインポリシーを編集する方法に
ついては、「the section called “IAM ポリシーの編集” (p. 543)」を参照してください。AWS の管理ポリ
シーを編集することはできません。

[Visual] オプションを使用してポリシー概要のポリシーを編集するには

1. 前の手順で説明されているように、ポリシー概要を開きます。
2. Edit (編集) を選択します。

[ユーザー] ページが表示された状態で、ユーザーにアタッチされているカスタマー管理ポリシーを編
集しようとすると、[ポリシー] ページにリダイレクトされます。カスタマー管理ポリシーは、[ポリ
シー] ページでのみ編集できます。

3. [Visual] オプションを選択して、ポリシーの編集可能な視覚表現を表示します。IAM はポリシーを再構
成してビジュアルエディタに合わせて最適化し、問題を見つけて修正しやすくする場合があります。
ページの警告とエラーメッセージは、ポリシーの問題を修正するために役立ちます。IAM によるポリ
シーの再構築の詳細については、「ポリシーの再構成 (p. 1091)」を参照してください。

4. ポリシー概要に反映された変更を表示するには、ポリシーを編集し、[次へ] を選択します。それでも
問題が表示される場合は、[Previous (前に戻る)] を選択して編集画面に戻ります。

5. [Save changes] (変更の保存)を選択して、変更を保存します。

[JSON] オプションを使用してポリシー概要のポリシーを編集するには

1. 前の手順で説明されているように、ポリシー概要を開きます。
2. [概要] と [JSON] ボタンを使用して、ポリシー概要と JSON ポリシードキュメントを比較します。こ

の情報を使用して、ポリシードキュメントで変更する行を確認できます。
3. [編集] を選択し、[JSON] オプションを選択して、JSON ポリシードキュメントを編集します。

Note

いつでも [Visual] と [JSON] エディタオプションを切り替えることができます。ただし、
[Visual] エディタで変更を行うか [次へ] を択した場合、IAM はポリシーを再構成して visual 
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エディタに合わせて最適化することがあります。詳細については、「ポリシーの再構
成 (p. 1091)」を参照してください。

[ユーザー] ページが表示された状態で、ユーザーにアタッチされているカスタマー管理ポリシーを編
集しようとすると、[ポリシー] ページにリダイレクトされます。カスタマー管理ポリシーは、[ポリ
シー] ページでのみ編集できます。

4. ポリシーを編集します。ポリシーの検証 (p. 521)中に生成されたセキュリティ警告、エラー、また
は一般的な警告を解決してから、[Next] (次へ) を選択します。それでも問題が表示される場合は、
[Previous (前に戻る)] を選択して編集画面に戻ります。

5. [Save changes] (変更の保存)を選択して、変更を保存します。

ポリシー概要の要素について
次のポリシー詳細ページの例で、[SummaryAllElements] ポリシーは、ユーザーに直接アタッチされてい
る管理ポリシー (カスタマー管理ポリシー) です。ポリシー概要を表示するには、このポリシーを展開しま
す。

573



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ポリシー概要 (サービスの一覧)

574



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ポリシー概要 (サービスの一覧)

前のイメージで、ポリシー概要は、[ポリシー] ページ内に表示されます。

1. [アクセス許可] タブには、ポリシーで定義されたアクセス許可が含まれています。
2. ポリシーに定義されているすべてのアクション、リソース、条件に対し、ポリシーで権限が付与され

ない場合、警告またはエラーバナーがページの上部に表示されます。すると、問題に関する詳細がポリ
シー概要に含まれます。ポリシーで付与されるアクセス許可について理解し、問題の解決にポリシー概
要をどのように役立てるかについては、「the section called “使用するポリシーが予期するアクセス許可
を付与しない” (p. 1097)」を参照してください。

3. [概要] と [JSON] ボタンを使用して、ポリシー概要と JSON ポリシードキュメントを切り替えます。
4. [検索] ボックスを使用してサービスのリストを縮小すると、特定のサービスを簡単に検索できます。
5. 展開されたビューには、[SummaryAllElements] ポリシーの追加の詳細が表示されます。

以下のポリシー概要テーブルの図は、[ポリシー詳細] ページで展開した [SummaryAllElements] ポリシーを
示しています。

前のイメージで、ポリシー概要は、[ポリシー] ページ内に表示されます。

A. IAM によって認識されるサービスは、ポリシーによってそのサービスの使用が許可されるか明示的に
拒否されるかに応じて、グループ化されます。この例のポリシーには、Amazon S3 サービスに関する
Deny ステートメントと、請求、CodeDeploy、Amazon EC2 サービスに関する Allow ステートメント
が含まれています。

B. [Service (サービス)] – この列には、ポリシー内で定義されているサービス一覧と各サービスの詳細が表
示されています。ポリシー概要テーブルの各サービス名は、[service summary (サービス概要)] テーブル
へのリンクです。詳細については、「サービス概要 (アクションのリスト) (p. 582)」を参照してくだ
さい。この例のアクセス許可は、Amazon S3、請求、CodeDeploy、Amazon EC2 サービス向けに定義
されています。
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C. [アクセスレベル] – この列には、各アクセスレベル (List、Read、Write、Permission 
Management、および Tagging) のアクションに、ポリシーで定義されているFull または Limited
アクセス許可があるかどうかが表示されます。アクセスレベルの概要の詳細と例については、「ポリ
シー概要内のアクセスレベルの概要について (p. 580)」を参照してください。
• フルアクセス – このエントリは、そのサービスに使用可能な 4 つの全アクセスレベルのすべてのアク

ションへのアクセスが許可されていることを示します。
• エントリに [フルアクセス] が含まれていない場合、一部のサービスは利用できますが、す

べてのアクションを利用できるわけではありません。このアクセスは、各アクセスレベル 
(List、Read、Write、Permission Management、および Tagging) の説明のとおりに定義され
ます。

[フル]: このポリシーでは、表示されている各アクセスレベル分類のすべてのアクションへのアクセス
を許可します。この例では、ポリシーによって、すべての請求アクションに Read 権限が付与されま
す。

Limited (制限あり): このポリシーでは、表示されている各アクセスレベル分類の 1 つ以上のアクショ
ンへのアクセスを許可しますが、すべてのアクションへのアクセスを許可するわけではありません。
この例では、ポリシーによって、一部の請求アクションに Write 権限が付与されます。

D. Resource (リソース) – この列には、各サービスに対してポリシーで指定したリソースが表示されます。
• 複数 – このポリシーには、サービス内に複数のリソースが含まれていますが、すべてのリソースが含

まれているわけではありません。この例では、複数の Amazon S3 リソースへのアクセスは明示的に
拒否されます。

• すべてのリソース – このポリシーは、サービス内のすべてのリソースに対して定義されています。こ
の例では、ポリシーによって、一覧表示されたアクションをすべての請求リソースで行うことができ
るようになります。

• リソーステキスト – このポリシーには、1 つのリソースがサービス内に含まれます。この例で
は、DeploymentGroupName CodeDeploy リソース に対してのみ、表示されているアクションを行
うことができます。サービスから IAM に渡される情報に応じて、ARN が表示されるか、定義された
リソースタイプが表示される場合があります。

Note

この列には、別のサービスのリソースが含まれることがあります。リソースを含むポリシー
ステートメントで、アクションとリソースの両方がサービスに一致しない場合、ポリシーに
は不一致のリソースが含まれます。IAM は、ポリシーを作成するときや、ポリシー概要でポ
リシーを表示するとき、リソースの不一致のリソースについて警告されません。この列に不
一致のリソースが含まれる場合は、ポリシーのエラーを確認する必要があります。ポリシー
をより深く理解するために、必ず Policy Simulator (p. 522) でテストしてください。

E. Request condition (リクエストの条件) – この列では、リソースに関連付けられたサービスまたはアク
ションが条件の対象かどうかを示します。
• None (なし) – このポリシーには、サービスの条件は含まれません。この例では、Amazon S3 サービ

スで拒否されたアクションに条件は適用されません。
• 条件のテキスト – このポリシーには、サービスに対する 1 つの条件が含まれます。この例では、表示

されている [請求] アクションは、ソースの IP アドレスが 203.0.113.0/24 と一致する場合にのみ
許可されます。

• 複数 – このポリシーでは、サービスに対する複数の条件が含まれます。ポリシーの複数の条件のそれ
ぞれを表示するには、[JSON] を選択してポリシードキュメントを表示します。

F. 残りのサービスを表示 – このボタンを選択すると、テーブルが展開されて、ポリシーで定義されていな
いサービスが含まれます。これらのサービスは、このポリシー内で暗黙的に拒否 (またはデフォルトで
拒否) されています。ただし、別のポリシーのステートメントでは、そのサービスの使用が許可されて
いるか明示的に拒否されている可能性があります。ポリシー概要には、1 つのポリシーのアクセス許可
がまとめられています。特定のリクエストを許可するか拒否するかを AWS サービスがどのようにして
決定しているかについては、「ポリシーの評価論理 (p. 1220)」を参照してください。
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ポリシー内のポリシーまたは要素にアクセス許可を与えない場合、IAM にはポリシー概要に関する追加の
警告と情報が表示されます。以下のポリシー概要テーブルは、SummaryAllElements ポリシー詳細ページ
の [残りのサービスを表示] サービスを拡張し、想定される警告と共に示しています。

前のイメージには、アクセス許可のない定義済みアクション、リソース、または条件を含むすべてのサー
ビスを示しています。

a. Resource warnings (リソースの警告) – すべてのアクションまたはリソースに対するアクセス許可がな
いサービスについては、以下のいずれかの警告がテーブルの [Resource (リソース)] 列に表示されます。
•

 リソースが定義されていません。– これは、サービスではアクションが定義されていますが、ポ
リシーにはサポートされるリソースが含まれていないことを意味します。

•
 1 つ以上のアクションには該当するリソースがありません。– これは、サービスではアクション

が定義されていますが、アクションの一部にサポートされているリソースがないことを意味します。
•

 1 つ以上のリソースには該当するアクションがありません。– これは、サービスではリソースが
定義されていますが、一部のリソースにサポートされているアクションがないことを意味します。
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サービスに、該当するリソースがないアクションと、該当するリソースがあるリソースの両方が含まれ
ている場合、「1 つ以上のリソースに該当するアクションがありません」という警告が表示されます。
これは、サービスの概要を表示する際に、アクションに適用されないリソースが表示されないために発
生します。ListAllMyBuckets アクションの場合、このポリシーには最後の警告が含まれます。アク
ションがリソースレベルのアクセス許可をサポートせず、s3:x-amz-acl 条件キーをサポートしてい
ないためです。リソースまたは条件に関する問題が解決すると、残りの問題が警告の詳細に表示されま
す。

b. リクエスト条件の警告 – すべての条件に対するアクセス許可がないサービスについては、以下のいずれ
かの警告がテーブルの [Request condition (リクエストの条件)] 列に表示されます。
•

 1 つ以上のアクションには該当する条件がありません。– これは、サービスではアクションが定
義されていますが、一部のアクションにはサポートされている条件がないことを意味します。

•
 1 つ以上の条件には該当するアクションがありません。– これは、サービスでは条件が定義され

ていますが、一部の条件にはサポートされているアクションがないことを意味します。
c.

Multiple |  1 つ以上のアクションには該当するリソースがありません。– Amazon S3 に対する Deny
ステートメントで、複数のリソースが含まれます。また、複数のアクションも含まれ、一部のアクショ
ンはリソースをサポートしていますが、他のアクションはサポートしていません。このポリシーを表示
するには、the section called “SummaryAllElements JSON ポリシードキュメント” (p. 578) を参照して
ください。この場合、ポリシーにはすべての Amazon S3 アクションが含まれ、バケットまたはバケッ
ト内のオブジェクトで実行可能なアクションのみが拒否されます。

d.
 リソースは定義されていません – Tサービスはアクションを定義済みですが、サポートされるリ

ソースはポリシーに含まれていないため、サービスはアクセス許可を付与しません。この場合、ポリ
シーには CodeCommit アクションが含まれますが、CodeCommit リソースは含まれません。

e.
DeploymentGroupName | のような文字列 | すべて、リージョン | のような文字列 | us-west-2 |  1 つ
または複数のアクションに該当するリソースがありません。– サービスには定義されたアクションと、
サポートするリソースを持たないアクションが少なくとも 1 つあります。

f.
なし |  1 つ以上の条件に該当するアクションがありません。– サービスに、サポートするアクショ
ンのない条件キーが 1 つ以上あります。

SummaryAllElements JSON ポリシードキュメント
SummaryAllElements ポリシーは、アカウントのアクセス許可を定義するために使用するものではありま
せん。むしろ、ポリシー概要を表示している間に発生する可能性のあるエラーや警告について説明するこ
とが目的です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "billing:Get*", 
                "payments:List*", 
                "payments:Update*", 
                "account:Get*", 
                "account:List*", 
                "cur:GetUsage*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
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                "IpAddress": { 
                    "aws:SourceIp": "203.0.113.0/24" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::customer", 
                "arn:aws:s3:::customer/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:GetConsoleScreenshots" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codedploy:*", 
                "codecommit:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codedeploy:us-west-2:123456789012:deploymentgroup:*", 
                "arn:aws:codebuild:us-east-1:123456789012:project/my-demo-project" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:DeletObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::developer_bucket", 
                "arn:aws:s3:::developer_bucket/*", 
                "arn:aws:autoscling:us-east-2:123456789012:autoscalgrp" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:x-amz-acl": [ 
                        "public-read" 
                    ], 
                    "s3:prefix": [ 
                        "custom", 
                        "other" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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ポリシー概要内のアクセスレベルの概要について
AWS アクセスレベルの概要
ポリシー概要には、ポリシーに記載されている各サービスに対して定義されているアクションのアクセス
許可を説明するアクセスレベルの概要が含まれています。ポリシーの概要については、ポリシーによって
付与されるアクセス許可について (p. 570) を参照してください。アクセスレベルの概要は、各アクセス
レベル (List、Read、Tagging、Write、Permissions management) のアクションに、ポリシーで定
義されている Full または Limited 許可が付与されているかを示します。サービス内の各アクションに
割り当てられているアクセスレベルの分類を表示するには、「AWS のサービスのアクション、リソース、
および条件キー」を参照してください。

以下の例では、特定のサービスのポリシーによって付与されるアクセス権限について説明しています。完
全な JSON ポリシードキュメントおよび関連の概要の例については、ポリシー概要の例 (p. 588) を参照
してください。

サービス アクセスレベル このポリシーでは、以下を提供します。

IAM フルアクセス IAM サービス内のすべてのアクションへのアクセ
ス

CloudWatch フル: リスト List アクセスレベルのすべての CloudWatch アク
ションにアクセスできますが、Read、Write、ま
たは Permissions management アクセスレベ
ル分類によるアクションへのアクセスはできませ
ん。

Data 
Pipeline

制限: List、Read AWS Data Pipeline および List アクセスレベル
で、少なくとも 1 つの Read アクションにアク
セスできますが、すべてにアクセスすることはで
きません。また、Write または Permissions 
management アクションにはアクセスできませ
ん。

EC2 フル: List、Read 制限: Write すべての Amazon EC2、List および Read ア
クションにアクセスでき、さらに Amazon EC2
Write アクションの少なくとも 1 つのアクション
にアクセスできますが、すべてにはアクセスでき
ません。また Permissions management アクセ
スレベル分類のアクションにはアクセスできませ
ん。

S3 Limited: Read、Write、Permissions 
management

少なくとも 1 つのアクセス許可があります
が、Amazon S3 Read の Write、および
Permissions management アクションのすべて
ではありません。

CodeDeploy (空) IAM によってこのサービスが認識されないため、
不明なアクセスです。

API 
Gateway

なし ポリシーにアクセス許可が定義されていません。

CodeBuild
 アクションは定義されていませ

ん。

サービスにアクションが定義されていないためア
クセス許可がありません。この問題を理解して解
決する方法については、「the section called “使用
するポリシーが予期するアクセス許可を付与しな
い” (p. 1097)」を参照してください。

580

reference_policies_actions-resources-contextkeys.html
reference_policies_actions-resources-contextkeys.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ポリシー概要 (サービスの一覧)

前述 (p. 576)のように、フルアクセスは、ポリシーによりサービス内のすべてのアクションに対するア
クセス許可が付与されることを示します。サービス内の一部のアクションへアクセスを提供するポリシー
は、アクセスレベルの分類に従ってさらにグループ化されます。これは、以下のアクセスレベルのグルー
プ化の 1 つによって示されます。

• Full: このポリシーは、指定されたアクセスレベル分類のすべてのアクションへのアクセスを許可しま
す。

• Limited: このポリシーは、指定されたアクセスレベル分類内の 1 つ以上のアクションへのアクセスを許
可しますが、すべてのアクションへのアクセスを同時には許可しません。

• None: このポリシーはいずれのアクセス許可も付与しません。
• (空): IAM はこのサービスを認識しません。サービス名にタイプミスが含まれる場合、ポリシーによって

サービスへのアクセスは許可されません。サービス名が正しい場合、サービスがポリシー概要をサポー
トしていないか、プレビュー中である可能性があります。この場合は、ポリシーによってアクセスが許
可される可能性がありますが、そのアクセスがポリシー概要に表示されることはありません。一般公開
された (GA) サービスに対するポリシー概要のサポートをリクエストするには、「サービスが IAM ポリ
シー概要をサポートしていない (p. 1096)」を参照してください。

アクションへの制限付き（部分）アクセスを含むアクセスレベル概要は、AWS のアクセスレベル分類
List、Read、Tagging、Write、または Permissions management を使用してグループ化されま
す。

AWS アクセスレベル

AWS は、サービスのアクションについて以下のアクセスレベル分類を定義します。

• List: オブジェクトが存在するかどうかを判断するためにサービス内のリソースを一覧表示するアクセス
許可。このレベルのアクセス権を持つアクションはオブジェクトをリストできますが、リソースのコン
テンツは表示されません。たとえば、Amazon S3 アクション ListBucket には List アクセスレベルが
あります。

• Read: サービス内のリソースのコンテンツと属性を読み取るアクセス許可。ただし、編集するアクセス
許可はありません。たとえば、Amazon S3 アクション GetObject および GetBucketLocation に
は、読み取りアクセスレベルがあります。

• Tagging: リソースタグの状態のみを変更するアクションを実行する権限。たとえば、IAM のアクショ
ン TagRole および UntagRole は、ロールのタグ付けまたはタグ付け解除のみを許可するため、タグ
付け アクセスレベルがあります。ただし、 CreateRole アクションは、ロール作成時にそのロールリ
ソースのタグ付けを許可します。このアクションはタグの追加にとどまらないため、このアクションに
は Write アクセスレベルがあります。

• Write: サービス内のリソースを作成、削除、または変更するアクセス許可。たとえば、Amazon S3 アク
ションDeleteBucket、CreateBucket、および PutObject には Write アクセスレベルがあります。
また、Write アクションにより、リソースタグの変更も許可される場合もあります。ただし、タグへの
変更のみを許可するアクションには Tagging アクセスレベルがあります。

• Permissions management: サービスのリソースに対するアクセス許可を付与または変更するア
クセス許可。たとえば、IAM や AWS Organizations のほとんどのアクション、Amazon S3 の
PutBucketPolicy や DeleteBucketPolicy のようなアクションには、Permissions management 
(アクセス許可管理) アクセスレベルがあります。

ヒント

AWS アカウント のセキュリティを強化するには、[Permissions management] (アクセス許可の
管理) アクセスレベル分類を含むポリシーを制限したり定期的にモニタリングしたりします。

サービス内の各アクションに割り当てられているアクセスレベルの分類を表示するには、「AWS のサービ
スのアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。
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サービス概要 (アクションのリスト)
ポリシーは、ポリシー概要、サービス概要 (p. 571)、アクション概要 (p. 586)の 3 つのテーブルにまと
められています。サービス概要テーブルには、選択したサービスのポリシーによって定義されているアク
ションとアクセス許可の概要のリストが含まれます。

アクセス許可を付与するポリシー概要に示されている各サービスの概要を表示できます。テーブルは、
[Uncategorized actions (未分類アクション)]、[Uncategorized resource types (未分類リソースタイプ)]、
およびアクセスレベルのセクションにグループ化されます。IAM によって認識されないアクションがポリ
シーに含まれる場合、そのアクションはテーブルの [Uncategorized actions (未分類アクション)] セクショ
ンに含まれます。IAM によって認識されるアクションがポリシーに含まれる場合、そのアクションはテー
ブルのいずれかのアクセスレベル (List、Read、Write、Permissions management) のセクションに含まれ
ます。サービス内の各アクションに割り当てられているアクセスレベルの分類を表示するには、「AWS の
サービスのアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

サービス概要の表示
[ポリシー] ページで、管理ポリシーのサービス概要を表示できます。

管理ポリシーのサービス概要を表示するには

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

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. ポリシーの一覧で、表示するポリシーの名前を選択します。
4. ポリシーの [ポリシー詳細] ページで [アクセス許可] タブを表示して、ポリシー概要を確認します。
5. サービスのポリシー概要のリストで、表示するサービス名を選択します。

ユーザーにアタッチされたポリシー概要を表示するには

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

2. ナビゲーションペインで [Users] (ユーザー) を選択します。
3. ユーザーのリストから、ポリシーを表示するユーザーを選択します。
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4. ユーザーの [Summary (概要)] ページの [Permissions (アクセス許可)] タブから、ユーザーに直接、ま
たはグループのユーザーにアタッチされているポリシーのリストを表示します。

5. ユーザーのポリシーのテーブルで、表示するポリシーの名前を選択します。

[ユーザー] ページが表示された状態で、ユーザーにアタッチされているポリシーのサービス概要を選
択すると、[ポリシー] ページにリダイレクトされます。サービスの概要は、[ポリシー] ページでのみ
表示できます。

6. [概要] を選択します。サービスのポリシー概要のリストで、表示するサービス名を選択します。

Note

選択したポリシーがユーザーに直接アタッチされているインラインポリシーの場合、サー
ビス概要テーブルが表示されます。ポリシーがグループからアタッチされたインラインポリ
シーの場合、そのグループの JSON ポリシードキュメントに移動します。ポリシーが管理ポ
リシーの場合、そのポリシーのサービス概要が [ポリシー] ページに表示されます。

ロールにアタッチされたポリシーのサービス概要を表示するには

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

2. ナビゲーションペインで、[ロール] を選択します。
3. ロールのリストから、表示するポリシーを含むロールの名前を選択します。
4. ロールの [Summary (概要)] ページの [Permissions (アクセス許可)] タブから、ロールにアタッチされ

ているポリシーのリストを表示します。
5. ユーザーのポリシーのテーブルで、表示するポリシーの名前を選択します。

[ロール] ページが表示された状態で、ユーザーにアタッチされているポリシーのサービス概要を選択
すると、[ポリシー] ページにリダイレクトされます。サービスの概要は、[ポリシー] ページでのみ表
示できます。

6. サービスのポリシー概要のリストで、表示するサービス名を選択します。

サービス概要の要素を理解する
以下の例は、ポリシー概要から許可されている Amazon S3 アクションのサービス概要です。このサービ
スのアクションは、アクセスレベルごとにグループ化されています。例えば、サービスで使用可能な合計 
52 の読み取りアクションから 35 の読み取りアクションが定義されます。
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管理ポリシーのサービス概要ページには、以下の情報が含まれます。

1. ポリシーのサービスに定義されているすべてのアクション、リソース、条件に対し、ポリシーでアクセ
ス許可が付与されない場合、警告バナーがページの上部に表示されます。すると、問題に関する詳細が
サービス概要に含まれます。ポリシーで付与されるアクセス許可について理解し、問題の解決にポリ
シー概要をどのように役立てるかについては、「the section called “使用するポリシーが予期するアクセ
ス許可を付与しない” (p. 1097)」を参照してください。

2. [JSON] を選択すると、ポリシーに関する追加の詳細が表示されます。この操作により、アクション
に適用されるすべての条件を表示できます。(ユーザーに直接アタッチされているインラインポリシー
のサービス概要を表示している場合は、サービス概要ダイアログボックスを閉じてポリシー概要に戻
り、JSON ポリシードキュメントにアクセスする必要があります。)

3. 特定のアクションの概要を表示するには、キーワードを [検索] ボックスに入力して、使用可能なアク
ションのリストを減らします。

584



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
サービス概要 (アクションのリスト)

4. [サービス] 戻る矢印の隣に、サービスの名前が表示されます (この場合は S3)。このサービスのサービ
ス概要には、ポリシーで定義されている許可または拒否されたアクションのリストが含まれています。
サービスが [アクセス許可] タブの [(Explicit deny)] の下に表示されている場合、サービスの概要テーブ
ルに記載されているアクションは明示的に拒否されます。サービスが [アクセス許可] タブの [許可] の下
に表示されている場合、サービスの概要テーブルに記載されているアクションは許可されます。

5. アクション – この列には、ポリシー内で定義されたアクションが一覧表示され、各アクションのリソー
スと条件が示されます。ポリシーでアクションにアクセス許可が付与または拒否されると、アクション
名が [アクション概要 (p. 586)] テーブルにリンクされます。このテーブルでは、 それらのアクション
が、ポリシーによるアクセスレベル (許可または拒否) に応じて、1 ～ 5 のセクションに分類されます。
それらのセクションは [List]、[Read]、[Write]、[Permission Management]、[Tagging] です。カウント
は、それぞれのアクセスレベルでアクセス許可を付与する認識されたアクションの数を示します。合計
は、サービスの既知のアクションの数です。この例では、合計 52 の既知の Amazon S3 読み取り アク
ションのうちの 35 のアクションがアクセス許可を付与します。サービス内の各アクションに割り当て
られているアクセスレベルの分類を表示するには、「AWS のサービスのアクション、リソース、およ
び条件キー」を参照してください。

6. [残りのアクションを表示] – このボタンをクリックするとテーブルが展開されるか非表示になり、この
サービスで既知ではあるがアクセス許可を指定しないアクションが表示されます。ボタンを展開する
と、アクセス許可を指定しないすべての要素の警告も表示されます。

7. [Resource (リソース)] – この列には、ポリシーによってサービスに対して定義されているリ
ソースが表示されます。IAM では、リソースが各アクションに適用されるかどうかは確認さ
れません。この例では、Amazon S3 サービスのアクションは developer_bucket Amazon 
S3 バケットリソース に対してのみ許可されます。サービスから IAM に渡される情報に応じ
て、arn:aws:s3:::developer_bucket/* などの ARN が表示されるか、BucketName = 
developer_bucket などの定義されたリソースタイプが表示される場合があります。

Note

この列には、別のサービスのリソースが含まれることがあります。リソースを含むポリシース
テートメントで、アクションとリソースの両方がサービスに一致しない場合、ポリシーには不
一致のリソースが含まれます。IAM は、ポリシーを作成するときや、サービス概要でポリシー
を表示するとき、リソースの不一致のリソースについて警告されません。IAM は、アクション
がリソースに適用されるかどうかも示せず、サービスが一致するかどうかだけを示します。こ
の列に不一致のリソースが含まれる場合は、ポリシーのエラーを確認する必要があります。ポ
リシーをより深く理解するために、必ず Policy Simulator (p. 522) でテストしてください。

8. Request condition (リクエストの状態) – この列は、リソースに関連付けられたアクションが条件の対象
かどうかを示します。これらの条件の詳細については、[JSON] を選択して JSON ポリシードキュメン
トを確認してください。

9. No access (アクセスなし)– このポリシーにはアクセス許可が指定されないアクションが含まれていま
す。

10.Resource warning (リソースの警告) – フルアクセスが指定されないリソースに対するアクションについ
ては、以下のいずれかの警告が表示されます。
• [This action does not support resource-level permissions.] (このアクションでは、リソースレベルのア

クセス許可はサポートされません。) [This requires a wildcard (*) for the resource.] (これにはリソース
用のワイルドカード (*) が必要です。) – これは、ポリシーにはリソースレベルのアクセス許可が含ま
れているが、このアクションに対するアクセス許可を指定するには、"Resource": ["*"] を含め
る必要があることを意味しています。

• このアクションに該当するリソースがありません。– これは、ポリシーに含まれているアクションに
サポートされたリソースがないことを意味しています。

• このアクションには、該当するリソースと条件がありません。– これは、ポリシーに含まれているア
クションにサポートされたリソースおよび条件がないことを意味しています。この場合、このサービ
スのポリシーに条件は含まれていますが、このアクションに適用される条件はありません。

11.アクセス許可が指定されるアクションには、アクション概要へのリンクが含まれます。
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アクション概要 (リソースのリスト)
ポリシーは、ポリシー概要、サービス概要 (p. 571)、アクション概要 (p. 582)の 3 つのテーブルにまと
められています。アクション概要テーブルには、選択したアクションに対して適用されているリソースと
その関連する条件のリストが含まれます。

アクセス許可が付与されるアクションごとにアクション概要を表示するには、サービス概要のリンクを
クリックしてください。アクション概要テーブルには [Region (リージョン)] や [Account (アカウント)] な
ど、リソースに関する詳細が表示されます。各リソースに適用される条件を表示することもできます。こ
れにより、一部のリソースに適用されて他のリソースには適用されない条件が表示されます。

アクション概要の表示
[ポリシー] ページでは、管理ポリシー、ユーザーにアタッチされているポリシー、およびロールにアタッ
チされているポリシーのアクション概要を表示できます。

管理ポリシーのアクション概要を表示するには

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

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. ポリシーの一覧で、表示するポリシーの名前を選択します。
4. [ポリシーの概要] ページの [アクセス許可] タブを表示して、ポリシー概要を確認します。
5. サービスのポリシー概要のリストで、表示するサービス名を選択します。
6. アクションのサービス概要リストで、表示するアクション名を選択します。

ユーザーにアタッチされたポリシーのアクション概要を表示するには

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

2. ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択します。
3. ユーザーのリストから、ポリシーを表示するユーザーを選択します。
4. ユーザーの [Summary (概要)] ページの [Permissions (アクセス許可)] タブから、ユーザーに直接、ま

たはグループのユーザーにアタッチされているポリシーのリストを表示します。
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5. ユーザーのポリシーのテーブルで、表示するポリシーの名前を選択します。

[ユーザー] ページが表示された状態で、ユーザーにアタッチされているポリシーのサービス概要を選
択すると、[ポリシー] ページにリダイレクトされます。サービスの概要は、[ポリシー] ページでのみ
表示できます。

6. サービスのポリシー概要のリストで、表示するサービス名を選択します。

Note

選択したポリシーがユーザーに直接アタッチされているインラインポリシーの場合、サー
ビス概要テーブルが表示されます。ポリシーがグループからアタッチされたインラインポリ
シーの場合、そのグループの JSON ポリシードキュメントに移動します。ポリシーが管理ポ
リシーの場合、そのポリシーのサービス概要が [ポリシー] ページに表示されます。

7. アクションのサービス概要リストで、表示するアクション名を選択します。

ロールにアタッチされたポリシーのアクション概要を表示するには

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

2. ナビゲーションペインで Roles (ロール) を選択します。
3. ロールのリストから、表示するポリシーを含むロールの名前を選択します。
4. ロールの [Summary (概要)] ページの [Permissions (アクセス許可)] タブから、ロールにアタッチされ

ているポリシーのリストを表示します。
5. ユーザーのポリシーのテーブルで、表示するポリシーの名前を選択します。

[ロール] ページが表示された状態で、ユーザーにアタッチされているポリシーのサービス概要を選択
すると、[ポリシー] ページにリダイレクトされます。サービスの概要は、[ポリシー] ページでのみ表
示できます。

6. サービスのポリシー概要のリストで、表示するサービス名を選択します。
7. アクションのサービス概要リストで、表示するアクション名を選択します。

アクション概要の要素を理解する
以下の例は、Amazon S3 サービス概要 (「PutObject」を参照) からの サービス概要 (アクションのリス
ト) (p. 582) (Write) アクションの概要です。このアクションについて、ポリシーでは 1 つのリソースに対
して複数の条件を定義しています。

アクション概要ページには、以下の情報が含まれます。

1. アクションに適用される複数の条件の表示など、ポリシーに関する追加の詳細を表示するには、[JSON] 
を選択します （ユーザーに直接アタッチされているインラインポリシーのアクション概要を表示してい
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る場合、手順は異なります。その場合、JSON ポリシードキュメントにアクセスするには、アクション
概要ダイアログボックスを閉じて、ポリシー概要に戻る必要があります。）

2. 特定のリソースの概要を表示するには、キーワードを [検索] ボックスに入力して、使用可能なリソース
のリストを減らします。

3. [アクション] リンクの横に、サービス名とアクションが action name action in service の形式
で表示されます (この場合は PutObject action in S3)。このサービスのアクション概要には、ポリシーで
定義されているリソースのリストが含まれます。

4. Resource (リソース) – この列には、選択したサービスに対してポリシーで定義したリソースが
表示されます。この例では、すべてのオブジェクトパスで PutObject アクションが許可されてい
ますが、Amazon S3 バケットリソース developer_bucket に対してのみ許可されます。サー
ビスから arn:aws:s3:::developer_bucket/* に渡される情報に応じて、BucketName = 
developer_bucket, ObjectPath = All などの ARN が表示されるか、IAM などの定義されたリ
ソースタイプが表示される場合があります。

5. リージョン – この列には、リソースが定義されているリージョンが表示されます。リソースは、すべて
のリージョンまたは 1 つのリージョンに対して定義できます。特定の複数のリージョンに存在すること
はできません。
• すべてのリージョン – リソースに関連付けられているアクションは、すべてのリージョンに適用され

ます。この例では、アクションはグローバルサービス Amazon S3 に属します。グローバルサービス
に属するアクションは、すべてのリージョンに適用されます。

• Region text – リソースに関連付けられているアクションは、1 つのリージョンに適用されます。たと
えば、ポリシーではリソースに対して us-east-2 リージョンを指定できます。

6. アカウント – この列には、リソースに関連付けられているサービスまたはアクションが特定のアカウン
トに適用されるかどうかが示されます。リソースはすべてのアカウントか 1 つのアカウントに存在でき
ます。特定の複数のアカウントに存在することはできません。
• All accounts (すべてのアカウント) – リソースに関連付けられているアクションは、すべてのアカウン

トに適用されます。この例では、アクションはグローバルサービス Amazon S3 に属します。グロー
バルサービスに属するアクションは、すべてのアカウントに適用されます。

• このアカウント – リソースに関連付けられているアクションは、現在のアカウントにのみ適用されま
す。

• Account number – リソースに関連付けられているアクションは、1 つのアカウント (現在ログインし
ていないアカウント) に適用されます。たとえば、ポリシーでリソースに対して 123456789012 アカ
ウントが指定されている場合、そのアカウント番号がポリシー概要に表示されます。

7. Request condition (リクエスト条件) – この列には、リソースに関連付けられているアクションが条件の
対象かどうかが示されます。この例には s3:x-amz-acl = public-read 条件が含まれています。こ
れらの条件の詳細については、[JSON] を選択して JSON ポリシードキュメントを確認してください。

ポリシー概要の例
以下の例には、JSON ポリシーと共に、関連するポリシー概要 (p. 571)、サービス概要 (p. 582)、アク
ション概要 (p. 586)が 含まれており、ポリシーを通じて付与されるアクセス許可を理解するのに役立ち
ます。

ポリシー 1: DenyCustomerBucket
このポリシーは、同じサービスに対する許可および拒否を示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "FullAccess", 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": ["s3:*"], 
            "Resource": ["*"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyCustomerBucket", 
            "Action": ["s3:*"], 
            "Effect": "Deny", 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::customer", "arn:aws:s3:::customer/*" ] 
        } 
    ]
}

DenyCustomerBucket ポリシー概要:

DenyCustomerBucket S3 (Explicit deny) サービス概要:
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GetObject (Read) アクション概要:
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ポリシー 2: DynamoDbRowCognitoID
このポリシーでは、ユーザーの Amazon Cognito ID に基づいて、行レベルで Amazon DynamoDB にアク
セスできます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:UpdateItem" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:dynamodb:us-west-1:123456789012:table/myDynamoTable" 
            ], 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "dynamodb:LeadingKeys": [ 
                        "${cognito-identity.amazonaws.com:sub}" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

DynamoDbRowCognitoID ポリシー概要:

DynamoDbRowCognitoID DynamoDB (Allow) サービス概要:
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GetItem (List) アクション概要:

ポリシー 3: MultipleResourceCondition
このポリシーには、複数のリソースと条件が含まれます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::Apple_bucket/*"], 
            "Condition": {"StringEquals": {"s3:x-amz-acl": ["public-read"]}} 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:PutObject", 
                "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::Orange_bucket/*"], 
            "Condition": {"StringEquals": { 
                "s3:x-amz-acl": ["custom"], 
                "s3:x-amz-grant-full-control": ["1234"] 
            }} 
        } 
    ]
}

MultipleResourceCondition ポリシー概要:

MultipleResourceCondition S3 (Allow) サービス概要:
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PutObject (Write) アクション概要:

ポリシー 4: EC2_Troubleshoot
以下のポリシーでは、ユーザーは実行中の Amazon EC2 インスタンスのスクリーンショットを取得できま
す。このスクリーンショットは EC2 のトラブルシューティングに役立つ場合があります。このポリシーで
は、Amazon S3 開発者バケット内のアイテムに関する情報の表示も許可されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:GetConsoleScreenshot" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
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                "arn:aws:s3:::developer" 
            ] 
        } 
    ]
}

EC2_Troubleshoot ポリシー概要:

EC2_Troubleshoot S3 (Allow) サービス概要:

ListBucket (List) アクション概要:

ポリシー 5: CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy
このポリシーでは、特定の CodeBuild、CodeCommit、および CodeDeploy リソースへのアクセスを許可
します。これらのリソースは各サービスに固有であるため、一致するサービスでのみ表示されます。いず
れのサービスとも一致しないリソースを Action 要素の含めた場合、そのリソースはすべてのアクション
概要に表示されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Stmt1487980617000", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "codebuild:*", 
                "codecommit:*", 
                "codedeploy:*" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:codebuild:us-east-2:123456789012:project/my-demo-project", 
                "arn:aws:codecommit:us-east-2:123456789012:MyDemoRepo", 
                "arn:aws:codedeploy:us-east-2:123456789012:application:WordPress_App", 
                "arn:aws:codedeploy:us-east-2:123456789012:instance/AssetTag*" 
            ] 
        } 
    ]
}

CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy ポリシー概要:

CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy CodeBuild (Allow) サービス概要:
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CodeBuild_CodeCommit_CodeDeploy StartBuild (Write) アクション概要:

他の IAM リソースにアクセスするのに必要なアク
セス許可

リソース はサービス内のオブジェクトです。IAM リソースには、グループ、ユーザー、ロール、および
ポリシーが含まれます｡ AWS アカウントのルートユーザー 認証情報を使用してサインインしている場合
は、IAM 認証情報または IAM リソースの管理に制限はありません。ただし、IAM ユーザーには、認証情報
または IAM リソースを管理する権限が明示的に与えられている必要があります。これは、ユーザーに ID 
ベースのポリシーをアタッチすることで実行できます。

Note

AWS ドキュメント全体で、特定のカテゴリに言及せずに IAM ポリシーを参照する場合は、それ
はアイデンティティベースのカスタマー管理ポリシーを意味します。ポリシーカテゴリの詳細に
ついては、「the section called “ポリシーとアクセス許可” (p. 417)」を参照してください。

IAM ID を管理するためのアクセス許可
通常、IAM グループ、ユーザー、ロール､および認証情報を管理するために必要な権限は、タスク
の API アクションに対応します。たとえば、IAM ユーザーを作成するには、対応する API コマンド:
iam:CreateUserを持つ CreateUser アクセス許可を持っている必要があります。IAM ユーザーに他の 
IAM ユーザーを作成する権限を与えるには、そのユーザーに次のような IAM ポリシーをアタッチします。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:CreateUser", 
    "Resource": "*" 
  }
}

ポリシーの Resource 要素の値は、アクション、およびそのアクションの影響を受ける可能性のあるリ
ソースによって決まります。前述の例のポリシーでは、ユーザーが任意のユーザーを作成することがで
きます (* はすべての文字列に一致するワイルドカードです)。対照的に、ユーザーに自分のアクセスキー 
(API アクション CreateAccessKey および UpdateAccessKey) のみの変更を許可するポリシーには、
通常 Resource 要素が含まれます。この場合、ARN には次の例のように現在のユーザーの名前を解決す
る変数が含まれます (${aws:username})。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Sid": "ListUsersForConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:ListUsers", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ViewAndUpdateAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:UpdateAccessKey", 
                "iam:CreateAccessKey", 
                "iam:ListAccessKeys" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
        } 
    ]
}

前の例では、${aws:username} は現在のユーザーのユーザー名に解決される変数です。ポリシー変数の
詳細については、「IAM ポリシーの要素: 変数とタグ (p. 1211)」を参照してください。

多くの場合、アクション名にワイルドカード文字 (*) を使用すると、特定のタスクに関連す
るすべてのアクションの権限を容易に付与できます。たとえば、ユーザーが任意の IAM ア
クションを実行することを許可するには、アクションに対して iam:* を使用できます。
ユーザーがアクセスキーのみに関連する任意のアクションを実行することを許可するには、
ポリシーステートメントの iam:*AccessKey* 要素で Action を使用できます。これによ
り、CreateAccessKey、DeleteAccessKey、GetAccessKeyLastUsed、ListAccessKeys、UpdateAccessKey
の各アクションを実行するアクセス許可がユーザーに付与されます。 (将来、名前に「AccessKey」を含む
アクションが IAM に追加された場合、iam:*AccessKey* 要素の Action を使用していれば、その新し
いアクションに対する権限もユーザーに与えられます)。以下の例では、自分のアクセスキーに関連するす
べてのアクションの実行をユーザーに許可するポリシーを示しています (account-id は AWS アカウン
ト ID に置き換えてください)。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:*AccessKey*", 
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/${aws:username}" 
  }
}

一部のタスクには複数のアクションが必要です。たとえば、グループの削除では、まずグループからユー
ザーを削除し、グループのポリシーをデタッチまたは削除してから、グループを実際に削除する必要があ
ります。ユーザーがグループを削除できるようにする場合は、関連するすべてのアクションの実行権限を
そのユーザーに与える必要があります。

AWS Management Consoleで作業するための許可
前の例では、AWS CLI または AWS SDK の使用によるアクションの実行をユーザーに許可するポリシーの
例を示しています。

ユーザーがコンソールを操作すると、コンソールは、グループ､ユーザー､ロール､ポリシーのリストの取
得、およびグループ､ユーザー､またはロールに関連付けられたポリシーの取得を行うためのリクエストを 
IAM に対して発行します。また、コンソールは AWS アカウント 情報とプリンシパルに関する情報を取得
するリクエストを発行します。プリンシパルは、コンソールでリクエストを行うユーザーです。

一般に、アクションを実行するには、ポリシーに一致するアクションのみを含める必要があります。ユー
ザーを作成するには、CreateUser アクションを呼び出すアクセス許可が必要です。多くの場合、コン
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ソールを使用してアクションを実行するときは、コンソール内のリソースを表示、一覧表示、取得、また
はその他の方法で表示するアクセス許可が必要です。これは、指定されたアクションを実行するためにコ
ンソールをナビゲートできるようにするために必要です。たとえば、ジョージというユーザーがコンソー
ルを使用して自分のアクセスキーを変更する場合、ジョージはまず IAM コンソールに移動し、[Users] を
選択します。このアクションにより、コンソールで ListUsers リクエストが発行されます。ジョージに
iam:ListUsers アクションの権限がない場合は、コンソールがユーザーのリストの取得を試みたとき
に、コンソールはアクセスを拒否されます。結果として、Jorge は自分の名前やアクセスキーにアクセス
できません。Jorge に CreateAccessKey アクションと UpdateAccessKey アクションに対するアクセ
ス許可があっても関係ありません。

グループ、ユーザー、ロール､ポリシー､認証情報を管理するために AWS Management Console で作業す
る権限をユーザーに与える場合は、ユーザーがコンソールで実行するアクションに対する権限を含める必
要があります。これらのアクセス権限をユーザーに付与するために使用できるポリシーの例については、
「IAM リソースの管理に関するポリシーの例 (p. 601)」を参照してください。

AWS アカウント全体にわたるアクセス権限の付与
お客様は自らのアカウント内の IAM ユーザーに対し、お客様のリソースへのアクセス権限を直接付与でき
ます。他のアカウントのユーザーがお客様のリソースへのアクセスを必要としている場合は、IAM ロール
を作成します。このロールは、特定の権限を含むエンティティであり、特定のユーザーに関連付けられる
ことはありません。これにより他のアカウントのユーザーはロールを使用して、ロールに割り当てられた
権限に応じてリソースにアクセスできます。詳細については、「所有している別の AWS アカウント への
アクセス権を IAM ユーザーに提供 (p. 188)」を参照してください。

Note

一部のサービスは、アイデンティティベースおよびリソースベースのポリシー (p. 444)
で説明されているリソースベースのポリシーをサポートしています (Amazon S3、Amazon 
SNS、Amazon SQS など)。これらのサービスでは、ロールを使用する代わりに、共有するリ
ソース（バケット、トピック、またはキュー）にポリシーをアタッチします。リソースベースの
ポリシーでは、AWS アカウントで、リソースへのアクセス許可を持ちます。

あるサービスから他のサービスへのアクセス権限
多くの AWS サービスは、他の AWS サービスにアクセスします。たとえば、Amazon EMR、Elastic Load 
Balancing、Amazon EC2 Auto Scaling などのいくつかの AWS サービスは、Amazon EC2 インスタンスを
管理します。その他の AWS サービスは、Amazon S3 バケット、Amazon SNS トピック、Amazon SQS 
キューなどを利用します。

こうした場合におけるアクセス権限の管理方法は、サービスによって異なります。ここでは、異なるサー
ビスでアクセス権限がどのように扱われるかについての例をいくつか紹介します。

• Amazon EC2 Auto Scaling では、ユーザーに Auto Scaling を使用する許可がある必要があります
が、Amazon EC2 インスタンスを管理する権限を明示的に付与されている必要はありません。

• AWS Data Pipeline では、IAM ロールによってパイプラインで何ができるかが決定され、ユーザーは
ロールを引き受けるためのアクセス許可が必要です (詳細については、&guide-edp-dev; の「AWS Data 
PipelineIAM を使用してパイプラインにアクセス権限を付与する」を参照してください)。

アクセス権限を適切に設定して AWS サービスが意図するタスクを実行できるようにする方法の詳細につ
いては、呼び出すサービスのドキュメントを参照してください。サービスのロールを作成する方法につい
ては、「AWS のサービスにアクセス許可を委任するロールの作成 (p. 258)」を参照してください。

ユーザーの代理操作を実行する IAM ロールでサービスを設定する

ユーザーの代理操作を行うように AWS サービスを設定する場合は、通常、サービスに許可する操作を定
義する IAM ロールの ARN を指定します。AWS によって、サービスにロールを渡すアクセス許可があるか

600

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_ListUsers.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_CreateAccessKey.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_UpdateAccessKey.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
必須アクション

がチェックされます。詳細については、「AWS のサービスにロールを渡すアクセス権限をユーザーに付与
する (p. 284)」を参照してください。

必須アクション
アクションは、リソースの表示、作成、編集、削除など、リソースに対して実行できる処理です。アク
ションは各 AWS サービスによって定義されます。

ユーザーがアクションを実行できるようにするには、呼び出し ID または影響を受けるリソースに適用され
るポリシーに必要なアクションを含める必要があります。一般的に、アクションの実行に必要なアクセス
許可を提供するには、そのアクションをポリシーに含める必要があります。たとえば、ユーザーを作成す
るには、CreateUser アクションをポリシーに追加する必要があります。

場合によっては、ポリシーに追加の関連アクションを含めなければならない場合があります。た
とえば、AWS Directory Service にディレクトリを作成するアクセス許可をユーザーに付与するに
は、ds:CreateDirectory オペレーションを使用して、以下のアクションをポリシーに含める必要があ
ります。

• ds:CreateDirectory

• ec2:DescribeSubnets

• ec2:DescribeVpcs

• ec2:CreateSecurityGroup

• ec2:CreateNetworkInterface

• ec2:DescribeNetworkInterfaces

• ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress

• ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress

ビジュアルエディタを使用してポリシーを作成または編集すると、ポリシーに必要なすべてのアクション
を選択するのに役立つ警告とプロンプトが表示されます。

AWS Directory Service にディレクトリを作成するために必要なアクセス許可の詳細については、「例 2: 
ディレクトリを作成することをユーザーに許可する」を参照してください。

IAM リソースの管理に関するポリシーの例
以下に示すのは、IAM ユーザー、グループ、および認証情報の管理に関連するタスクをユーザーが実行可
能にする IAM ポリシーの例です。これには、自分のパスワード、アクセスキー、多要素認証 (MFA) デバ
イスの管理をユーザーに許可するポリシーも含まれます。

Amazon S3、Amazon EC2、DynamoDB など、他の AWS サービスの使用によるタスクの実行をユーザー
に許可するポリシーの例については、「IAM アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 459)」を参照し
てください。

トピック
• ユーザーがレポート作成の目的でアカウントのグループ、ユーザー、ポリシーなどを一覧表示するこ

とを許可する (p. 602)
• ユーザーがグループのメンバーシップを管理することを許可する (p. 602)
• ユーザーが IAM ユーザーを管理することを許可する (p. 602)
• ユーザーがアカウントパスワードポリシーを設定することを許可する (p. 603)
• ユーザーが IAM 認証情報レポートを生成、取得することを許可する (p. 603)
• すべての IAM アクション (管理アクセス) を許可する (p. 603)
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ユーザーがレポート作成の目的でアカウントのグループ、ユー
ザー、ポリシーなどを一覧表示することを許可する
次のポリシーでは、ユーザーは文字列 Get または List で始まる任意の IAM アクションを呼び出し、レ
ポートを生成することができます。ポリシーの例を表示するには、「IAM: IAM コンソールへの読み取り専
用アクセスを許可する (p. 496)」を参照してください。

ユーザーがグループのメンバーシップを管理することを許可する
以下のポリシーでは、ユーザーは MarketingGroup というグループのメンバーシップを更新することがで
きます。ポリシーの例を表示するには、「IAM:: グループのメンバーシップをプログラムによりコンソール
で管理することを許可する (p. 494)」を参照してください。

ユーザーが IAM ユーザーを管理することを許可する
次のポリシーでは、IAM ユーザーの管理に関連するすべてのタスクの実行がユーザーに許可されますが、
グループやポリシーの作成など、他のエンティティに対するアクションの実行は許可されません。許可さ
れるアクションは以下のとおりです。

• ユーザーの作成 (CreateUser アクション)。
• ユーザーの削除。このタスクでは、アクション
DeleteSigningCertificate、DeleteLoginProfile、RemoveUserFromGroup、DeleteUser
をすべて実行するアクセス許可が必要です。

• アカウントおよびグループのユーザーのリストの取得 (GetUser、ListUsers、ListGroupsForUser
アクション)。

• ユーザーのポリシーのリスト取得と削除 
(ListUserPolicies、ListAttachedUserPolicies、DetachUserPolicy、DeleteUserPolicy
アクション)

• ユーザーのパスの名前変更または変更 (UpdateUser アクション)。Resource 要素には、ソースパスと
ターゲットパスの両方に対応する ARN を含める必要があります。パスの詳細については、「フレンド
リ名とパス (p. 1124)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowUsersToPerformUserActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:UpdateUser", 
                "iam:AttachUserPolicy", 
                "iam:ListEntitiesForPolicy", 
                "iam:DeleteUserPolicy", 
                "iam:DeleteUser", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:CreateUser", 
                "iam:RemoveUserFromGroup", 
                "iam:AddUserToGroup", 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:PutUserPolicy", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:DetachUserPolicy" 
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            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowUsersToSeeStatsOnIAMConsoleDashboard", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetAccount*", 
                "iam:ListAccount*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

上のポリシーに含まれているアクセス許可のうちいくつかは、AWS Management Consoleでタス
クを実行することを許可します。AWS CLI、AWS SDK、または IAM HTTP クエリ API のみから
ユーザー関連のタスクを実行するユーザーには、一部のアクセス許可が不要になる可能性があり
ます。たとえば、あるユーザーからデタッチするポリシーの ARN が既にわかっているユーザー
に、iam:ListAttachedUserPolicies 権限は不要です。ユーザーが必要とする正確な権限リストは、
ユーザーが他のユーザーを管理するときに実行する必要があるタスクによって決まります。

ポリシーの以下の権限では、ユーザーは AWS Management Console を介してタスクにアクセスすること
ができます。

• iam:GetAccount*
• iam:ListAccount*

ユーザーがアカウントパスワードポリシーを設定することを許可
する
AWS アカウント のパスワードポリシー (p. 94)を取得および更新するアクセス許可を一部のユーザーに付
与することもできます。ポリシーの例を表示するには、「IAM: アカウントのパスワード要件の設定をプロ
グラムによりコンソールで許可する (p. 498)」を参照してください。

ユーザーが IAM 認証情報レポートを生成、取得することを許可
する
AWS アカウント のすべてのユーザーを一覧表示するレポートを生成してダウンロードするアクセス許可
をユーザーに付与できます。このレポートには、パスワード、アクセスキー、MFA デバイス、署名証明書
など、さまざまなユーザー認証情報のステータスも一覧表示されます。 認証情報レポートの詳細について
は、「AWS アカウント の認証情報レポートの取得 (p. 163)」を参照してください ポリシーの例を表示す
るには、「IAM: 認証情報レポートを生成して取得する (p. 494)」を参照してください。

すべての IAM アクション (管理アクセス) を許可する
パスワード、アクセスキー、ユーザー証明書、MFA デバイス、ユーザー証明書の管理など、IAM 内のすべ
てのアクションを実行するための管理権限を一部のユーザーに与える場合があります。以下のポリシーの
例は、次の権限を付与します。

Warning

ユーザーに IAM に対するフルアクセスを許可する場合、ユーザーが自分または他者に付与できる
アクセス許可に制限がなくなります。ユーザーは新しい IAM エンティティ (ユーザーまたはロー
ル) を作成することや、それらのエンティティに AWS アカウント のすべてのリソースに対する
フルアクセスを許可することができます。ユーザーに IAM に対するフルアクセスを許可した場
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合、事実上、AWS アカウント のすべてのリソースに対するフルアクセスを許可したことになり
ます。これには、すべてのリソースを削除するためのアクセス権限も含まれます。これらのアク
セス権限は信頼されている管理者にのみ付与してください。また、これらの管理者には多要素認
証（MFA）を適用してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:*", 
    "Resource": "*" 
  }
}
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AWS SDK を使用した IAM のコード
例

以下は、AWS Software Development Kit (SDK) で IAM を使用する方法を説明するコード例です。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

コード例
• AWS SDK を使用した IAM のコード例 (p. 607)

• AWS SDK を使用した IAM 向けアクション (p. 612)
• AWS SDK グループに IAM ユーザーを追加する (p. 614)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーをロールにアタッチする (p. 614)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーをユーザーにアタッチします (p. 623)
• AWS SDK を使用してインラインポリシーを IAM ロールにアタッチする (p. 625)
• AWS SDK を使用して IAM SAML プロバイダーを作成する (p. 627)
• AWS SDK を使用して IAM グループを作成します (p. 628)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを作成します (p. 629)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーバージョニングを作成します (p. 638)
• AWS SDK を使用して IAM ロールを作成します (p. 639)
• AWS SDK を使用して IAM サービスにリンクされたロールを作成する (p. 646)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーを作成します (p. 651)
• AWS SDK を使用して IAM アクセスキーを作成します (p. 658)
• AWS SDK を使用して IAM アカウントのエイリアスを作成する (p. 664)
• AWS SDK を使用してグループ用のインライン IAM ポリシーを作成する (p. 667)
• AWS SDK を使用してユーザー用のインライン IAM ポリシーを作成する (p. 668)
• AWS SDK を使用して IAM SAML プロバイダーを削除する (p. 670)
• AWS SDK を使用して IAM グループを削除する (p. 671)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを削除する (p. 672)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを削除する (p. 673)
• AWS SDKを使用して IAM ロールを削除する (p. 678)
• AWS SDK を使用して IAM ロールのポリシーを削除する (p. 681)
• AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書を削除する (p. 683)
• AWS SDK を使用して、IAM サービスにリンクされたロールを削除 (p. 684)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーを削除する (p. 687)
• AWS SDK を使用して IAM アクセスキーを削除します (p. 693)
• AWS SDK を使用して IAM アカウントのエイリアスを削除する (p. 700)
• AWS SDK を使用してユーザーからインライン IAM ポリシーを削除する (p. 703)
• AWS SDK を使用してロールから IAM ポリシーをデタッチする (p. 706)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーをユーザーからデタッチする (p. 713)
• AWS SDK を使用して IAM から認証情報レポートを生成する (p. 714)
• AWS SDK を使用して IAM から認証情報レポートを取得する (p. 715)
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• AWS SDK を使用してアカウントの詳細な IAM 認証情報レポートを取得す
る (p. 715)

• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを取得する (p. 716)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーのバージョンを取得する (p. 721)
• AWS SDK を使用して IAM ロールを取得する (p. 722)
• AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書を取得する (p. 726)
• AWS SDK を使用して、IAM サービスにリンクされたロールの削除ステータスを取

得する (p. 728)
• AWS SDK を使用して IAM からアカウントの使用状況の概要を取得する (p. 729)
• AWS SDK を使用してIAM ユーザーを取得する (p. 730)
• AWS SDK を使用して IAM アクセスキーの最後の使用に関するデータを取得す

る (p. 731)
• AWS SDK を使用して IAM アカウントのパスワードポリシーを取得する (p. 734)
• AWS SDK を使用して IAM の SAML プロバイダーを一覧表示する (p. 738)
• AWS SDK を使用してユーザーの IAM アクセスキーを一覧表示する (p. 741)
• AWS SDK を使用して IAM アカウントのエイリアスを一覧表示する (p. 747)
• AWS SDK を使用して IAM グループを一覧表示する (p. 751)
• AWS SDK を使用して IAM ロールのインラインポリシーを一覧表示する (p. 756)
• AWS SDK を使用してインラインの IAM ポリシーを一覧表示する (p. 760)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを一覧表示する (p. 761)
• AWS SDK を使用して IAM ロールにアタッチされたポリシーを一覧表示す

る (p. 767)
• AWS SDK を使用して IAM ロールを一覧表示する (p. 773)
• AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書を一覧表示する (p. 778)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーを一覧表示する (p. 780)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーをグループから削除する (p. 788)
• AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書を更新する (p. 788)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーを更新する (p. 790)
• AWS SDK を使用して IAM アクセスキーを更新する (p. 794)
• AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書をアップロードする (p. 797)

• AWS SDK を使用する IAM のシナリオ (p. 798)
• AWS SDK を使用して IAM グループを作成し、ユーザーをグループに追加しま

す。 (p. 799)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーを作成し、AWS STS を持つロールを引き受け

る (p. 815)
• AWS SDK を使用して読み取り専用 IAM ユーザーおよび読み取り/書き込みできる 

IAM ユーザーを作成する (p. 882)
• AWS SDK を使用して IAM アクセスキーを管理する (p. 888)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを管理する (p. 891)
• AWS SDK を使用して IAM ロールを管理する (p. 895)
• AWS SDK を使用して IAM アカウントを管理する (p. 898)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーのバージョンをロールバックする (p. 902)

• AWS SDK を使用した AWS STS のコード例 (p. 903)
• AWS SDK を使用した AWS STS 向けアクション (p. 904)

• AWS SDK を使用して AWS STS のロールを割り当てる (p. 904)
• AWS SDK を使用して AWS STS でセッショントークンを取得する (p. 911)

• AWS SDK を使用する AWS STS のシナリオ (p. 912)
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• AWS SDK を使用して AWS STS で MFA トークンを必要とする IAM ロールを割り
当てる (p. 913)

• AWS SDK を使用して、フェデレーションユーザー向けに AWS STS で URL を作成
する (p. 917)

• AWS SDK を使用して、AWS STS で MFA トークンを必要とするセッショントーク
ンを取得する (p. 920)

AWS SDK を使用した IAM のコード例
以下は、AWS Software Development Kit (SDK) で IAM を使用する方法を説明するコード例です。

「アクション」は、個々のサービス関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋です。

「シナリオ」は、同じサービス内で複数の関数を呼び出して、特定のタスクを実行する方法を示すコード
例です。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

開始方法

IAM へようこそ
次のコード例は、IAM の使用を開始する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

namespace IAMActions;

public class HelloIAM
{ 
    static async Task Main(string[] args) 
    { 
        // Getting started with AWS Identity and Access Management (IAM). List 
        // the policies for the account. 
        var iamClient = new AmazonIdentityManagementServiceClient(); 

        var listPoliciesPaginator = iamClient.Paginators.ListPolicies(new 
 ListPoliciesRequest()); 
        var policies = new List<ManagedPolicy>(); 

        await foreach (var response in listPoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            policies.AddRange(response.Policies); 
        } 

        Console.WriteLine("Here are the policies defined for your account:\n"); 
        policies.ForEach(policy => 
        { 
            Console.WriteLine($"Created: 
 {policy.CreateDate}\t{policy.PolicyName}\t{policy.Description}"); 
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        }); 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「ListPolicies」を参照して
ください。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

package main

import ( 
 "context" 
 "fmt" 

 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws" 
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config" 
 "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam"
)

// main uses the AWS SDK for Go (v2) to create an AWS Identity and Access 
 Management (IAM)
// client and list up to 10 policies in your account.
// This example uses the default settings specified in your shared credentials
// and config files.
func main() { 
 sdkConfig, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO()) 
 if err != nil { 
  fmt.Println("Couldn't load default configuration. Have you set up your AWS 
 account?") 
  fmt.Println(err) 
  return 
 } 
 iamClient := iam.NewFromConfig(sdkConfig) 
 const maxPols = 10 
 fmt.Printf("Let's list up to %v policies for your account.\n", maxPols) 
 result, err := iamClient.ListPolicies(context.TODO(), &iam.ListPoliciesInput{ 
  MaxItems: aws.Int32(maxPols), 
 }) 
 if err != nil { 
  fmt.Printf("Couldn't list policies for your account. Here's why: %v\n", err) 
  return 
 } 
 if len(result.Policies) == 0 { 
  fmt.Println("You don't have any policies!") 
 } else { 
  for _, policy := range result.Policies { 
   fmt.Printf("\t%v\n", *policy.PolicyName) 
  } 
 }
}
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• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「ListPolicies」を参照して
ください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

import { IAMClient, paginateListPolicies } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

export const listLocalPolicies = async () => { 
  /** 
   * In v3, the clients expose paginateOperationName APIs that are written using 
 async generators so that you can use async iterators in a for await..of loop. 
   * https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators 
   */ 
  const paginator = paginateListPolicies( 
    { client, pageSize: 10 }, 
    // List only customer managed policies. 
    { Scope: "Local" } 
  ); 

  console.log("IAM policies defined in your account:"); 
  let policyCount = 0; 
  for await (const page of paginator) { 
    if (page.Policies) { 
      page.Policies.forEach((p) => { 
        console.log(`${p.PolicyName}`); 
        policyCount++; 
      }); 
    } 
  } 
  console.log(`Found ${policyCount} policies.`);
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「ListPolicies」を参
照してください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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From src/bin/hello.rs.

use aws_sdk_iam::error::SdkError;
use aws_sdk_iam::operation::list_policies::ListPoliciesError;
use clap::Parser;

const PATH_PREFIX_HELP: &str = "The path prefix for filtering the results.";

#[derive(Debug, clap::Parser)]
#[command(about)]
struct HelloScenarioArgs { 
    #[arg(long, default_value="/", help=PATH_PREFIX_HELP)] 
    pub path_prefix: String,
}

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), SdkError<ListPoliciesError>> { 
    let sdk_config = aws_config::load_from_env().await; 
    let client = aws_sdk_iam::Client::new(&sdk_config); 

    let args = HelloScenarioArgs::parse(); 

    iam_service::list_policies(client, args.path_prefix).await?; 

    Ok(())
}

From src/iam-service-lib.rs.

pub async fn list_policies( 
    client: iamClient, 
    path_prefix: String,
) -> Result<Vec<String>, SdkError<ListPoliciesError>> { 
    let mut list_policies = client 
        .list_policies() 
        .path_prefix(path_prefix) 
        .scope(PolicyScopeType::Local) 
        .into_paginator() 
        .send(); 

    let mut v = Vec::new(); 

    while let Some(list_policies_output) = list_policies.next().await { 
        match list_policies_output { 
            Ok(list_policies) => { 
                if let Some(policies) = list_policies.policies() { 
                    for policy in policies { 
                        let policy_name = policy 
                            .policy_name() 
                            .unwrap_or("Missing policy name.") 
                            .to_string(); 
                        println!("{}", policy_name); 
                        v.push(policy_name); 
                    } 
                } 
            } 

            Err(err) => return Err(err), 
        } 
    } 

    Ok(v)
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}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「ListPolicies」を参照して
ください。

コード例
• AWS SDK を使用した IAM 向けアクション (p. 612)

• AWS SDK グループに IAM ユーザーを追加する (p. 614)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーをロールにアタッチする (p. 614)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーをユーザーにアタッチします (p. 623)
• AWS SDK を使用してインラインポリシーを IAM ロールにアタッチする (p. 625)
• AWS SDK を使用して IAM SAML プロバイダーを作成する (p. 627)
• AWS SDK を使用して IAM グループを作成します (p. 628)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを作成します (p. 629)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーバージョニングを作成します (p. 638)
• AWS SDK を使用して IAM ロールを作成します (p. 639)
• AWS SDK を使用して IAM サービスにリンクされたロールを作成する (p. 646)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーを作成します (p. 651)
• AWS SDK を使用して IAM アクセスキーを作成します (p. 658)
• AWS SDK を使用して IAM アカウントのエイリアスを作成する (p. 664)
• AWS SDK を使用してグループ用のインライン IAM ポリシーを作成する (p. 667)
• AWS SDK を使用してユーザー用のインライン IAM ポリシーを作成する (p. 668)
• AWS SDK を使用して IAM SAML プロバイダーを削除する (p. 670)
• AWS SDK を使用して IAM グループを削除する (p. 671)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを削除する (p. 672)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを削除する (p. 673)
• AWS SDKを使用して IAM ロールを削除する (p. 678)
• AWS SDK を使用して IAM ロールのポリシーを削除する (p. 681)
• AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書を削除する (p. 683)
• AWS SDK を使用して、IAM サービスにリンクされたロールを削除 (p. 684)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーを削除する (p. 687)
• AWS SDK を使用して IAM アクセスキーを削除します (p. 693)
• AWS SDK を使用して IAM アカウントのエイリアスを削除する (p. 700)
• AWS SDK を使用してユーザーからインライン IAM ポリシーを削除する (p. 703)
• AWS SDK を使用してロールから IAM ポリシーをデタッチする (p. 706)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーをユーザーからデタッチする (p. 713)
• AWS SDK を使用して IAM から認証情報レポートを生成する (p. 714)
• AWS SDK を使用して IAM から認証情報レポートを取得する (p. 715)
• AWS SDK を使用してアカウントの詳細な IAM 認証情報レポートを取得する (p. 715)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを取得する (p. 716)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーのバージョンを取得する (p. 721)
• AWS SDK を使用して IAM ロールを取得する (p. 722)
• AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書を取得する (p. 726)
• AWS SDK を使用して、IAM サービスにリンクされたロールの削除ステータスを取得す

る (p. 728)
• AWS SDK を使用して IAM からアカウントの使用状況の概要を取得する (p. 729)
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• AWS SDK を使用してIAM ユーザーを取得する (p. 730)
• AWS SDK を使用して IAM アクセスキーの最後の使用に関するデータを取得する (p. 731)
• AWS SDK を使用して IAM アカウントのパスワードポリシーを取得する (p. 734)
• AWS SDK を使用して IAM の SAML プロバイダーを一覧表示する (p. 738)
• AWS SDK を使用してユーザーの IAM アクセスキーを一覧表示する (p. 741)
• AWS SDK を使用して IAM アカウントのエイリアスを一覧表示する (p. 747)
• AWS SDK を使用して IAM グループを一覧表示する (p. 751)
• AWS SDK を使用して IAM ロールのインラインポリシーを一覧表示する (p. 756)
• AWS SDK を使用してインラインの IAM ポリシーを一覧表示する (p. 760)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを一覧表示する (p. 761)
• AWS SDK を使用して IAM ロールにアタッチされたポリシーを一覧表示する (p. 767)
• AWS SDK を使用して IAM ロールを一覧表示する (p. 773)
• AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書を一覧表示する (p. 778)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーを一覧表示する (p. 780)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーをグループから削除する (p. 788)
• AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書を更新する (p. 788)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーを更新する (p. 790)
• AWS SDK を使用して IAM アクセスキーを更新する (p. 794)
• AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書をアップロードする (p. 797)

• AWS SDK を使用する IAM のシナリオ (p. 798)
• AWS SDK を使用して IAM グループを作成し、ユーザーをグループに追加します。 (p. 799)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーを作成し、AWS STS を持つロールを引き受け

る (p. 815)
• AWS SDK を使用して読み取り専用 IAM ユーザーおよび読み取り/書き込みできる IAM ユー

ザーを作成する (p. 882)
• AWS SDK を使用して IAM アクセスキーを管理する (p. 888)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを管理する (p. 891)
• AWS SDK を使用して IAM ロールを管理する (p. 895)
• AWS SDK を使用して IAM アカウントを管理する (p. 898)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーのバージョンをロールバックする (p. 902)

AWS SDK を使用した IAM 向けアクション
以下は、AWS SDK を使用して個々の IAM アクションを実行する方法を説明するコード例です。これらの
抜粋は IAM を呼び出し、単独での実行を意図するものではありません。それぞれの例には、GitHub への
リンクがあり、コンテキストでコードを設定および実行する方法についての説明が記載されています。

以下の例には、最も一般的に使用されるアクションだけが含まれています。詳細な一覧については、
「AWS Identity and Access Management (IAM) API リファレンス」を参照してください。

例
• AWS SDK グループに IAM ユーザーを追加する (p. 614)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーをロールにアタッチする (p. 614)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーをユーザーにアタッチします (p. 623)
• AWS SDK を使用してインラインポリシーを IAM ロールにアタッチする (p. 625)
• AWS SDK を使用して IAM SAML プロバイダーを作成する (p. 627)
• AWS SDK を使用して IAM グループを作成します (p. 628)
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• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを作成します (p. 629)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーバージョニングを作成します (p. 638)
• AWS SDK を使用して IAM ロールを作成します (p. 639)
• AWS SDK を使用して IAM サービスにリンクされたロールを作成する (p. 646)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーを作成します (p. 651)
• AWS SDK を使用して IAM アクセスキーを作成します (p. 658)
• AWS SDK を使用して IAM アカウントのエイリアスを作成する (p. 664)
• AWS SDK を使用してグループ用のインライン IAM ポリシーを作成する (p. 667)
• AWS SDK を使用してユーザー用のインライン IAM ポリシーを作成する (p. 668)
• AWS SDK を使用して IAM SAML プロバイダーを削除する (p. 670)
• AWS SDK を使用して IAM グループを削除する (p. 671)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを削除する (p. 672)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを削除する (p. 673)
• AWS SDKを使用して IAM ロールを削除する (p. 678)
• AWS SDK を使用して IAM ロールのポリシーを削除する (p. 681)
• AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書を削除する (p. 683)
• AWS SDK を使用して、IAM サービスにリンクされたロールを削除 (p. 684)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーを削除する (p. 687)
• AWS SDK を使用して IAM アクセスキーを削除します (p. 693)
• AWS SDK を使用して IAM アカウントのエイリアスを削除する (p. 700)
• AWS SDK を使用してユーザーからインライン IAM ポリシーを削除する (p. 703)
• AWS SDK を使用してロールから IAM ポリシーをデタッチする (p. 706)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーをユーザーからデタッチする (p. 713)
• AWS SDK を使用して IAM から認証情報レポートを生成する (p. 714)
• AWS SDK を使用して IAM から認証情報レポートを取得する (p. 715)
• AWS SDK を使用してアカウントの詳細な IAM 認証情報レポートを取得する (p. 715)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを取得する (p. 716)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーのバージョンを取得する (p. 721)
• AWS SDK を使用して IAM ロールを取得する (p. 722)
• AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書を取得する (p. 726)
• AWS SDK を使用して、IAM サービスにリンクされたロールの削除ステータスを取得する (p. 728)
• AWS SDK を使用して IAM からアカウントの使用状況の概要を取得する (p. 729)
• AWS SDK を使用してIAM ユーザーを取得する (p. 730)
• AWS SDK を使用して IAM アクセスキーの最後の使用に関するデータを取得する (p. 731)
• AWS SDK を使用して IAM アカウントのパスワードポリシーを取得する (p. 734)
• AWS SDK を使用して IAM の SAML プロバイダーを一覧表示する (p. 738)
• AWS SDK を使用してユーザーの IAM アクセスキーを一覧表示する (p. 741)
• AWS SDK を使用して IAM アカウントのエイリアスを一覧表示する (p. 747)
• AWS SDK を使用して IAM グループを一覧表示する (p. 751)
• AWS SDK を使用して IAM ロールのインラインポリシーを一覧表示する (p. 756)
• AWS SDK を使用してインラインの IAM ポリシーを一覧表示する (p. 760)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを一覧表示する (p. 761)
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• AWS SDK を使用して IAM ロールにアタッチされたポリシーを一覧表示する (p. 767)
• AWS SDK を使用して IAM ロールを一覧表示する (p. 773)
• AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書を一覧表示する (p. 778)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーを一覧表示する (p. 780)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーをグループから削除する (p. 788)
• AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書を更新する (p. 788)
• AWS SDK を使用して IAM ユーザーを更新する (p. 790)
• AWS SDK を使用して IAM アクセスキーを更新する (p. 794)
• AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書をアップロードする (p. 797)

AWS SDK グループに IAM ユーザーを追加する
次に、ユーザーをIAM グループに追加するコード例を示します。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Add an existing IAM user to an existing IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user to add.</param> 
    /// <param name="groupName">The name of the group to add the user to.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> AddUserToGroupAsync(string userName, string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.AddUserToGroupAsync(new 
 AddUserToGroupRequest 
        { 
            GroupName = groupName, 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「AddUserToGroup」を参
照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ポリシーをロールにアタッチする
次のコード例は、IAM ポリシーをロールにアタッチする方法を示しています。
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.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Attach an IAM policy to a role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The policy to attach.</param> 
    /// <param name="roleName">The role that the policy will be attached to.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> AttachRolePolicyAsync(string policyArn, string 
 roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.AttachRolePolicyAsync(new 
 AttachRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyArn = policyArn, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「AttachRolePolicy」を参
照してください。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::IAM::attachRolePolicy(const Aws::String &roleName, 
                                   const Aws::String &policyArn, 
                                   const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::ListAttachedRolePoliciesRequest list_request; 
    list_request.SetRoleName(roleName); 

    bool done = false; 
    while (!done) { 
        auto list_outcome = iam.ListAttachedRolePolicies(list_request); 
        if (!list_outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Failed to list attached policies of role " << 
                      roleName << ": " << list_outcome.GetError().GetMessage() << 
                      std::endl; 
            return false; 
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        } 

        const auto &policies = list_outcome.GetResult().GetAttachedPolicies(); 
        if (std::any_of(policies.cbegin(), policies.cend(), 
                        [=](const Aws::IAM::Model::AttachedPolicy &policy) { 
                                return policy.GetPolicyArn() == policyArn; 
                        })) { 
            std::cout << "Policy " << policyArn << 
                      " is already attached to role " << roleName << std::endl; 
            return true; 
        } 

        done = !list_outcome.GetResult().GetIsTruncated(); 
        list_request.SetMarker(list_outcome.GetResult().GetMarker()); 
    } 

    Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyRequest request; 
    request.SetRoleName(roleName); 
    request.SetPolicyArn(policyArn); 

    Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyOutcome outcome = 
 iam.AttachRolePolicy(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Failed to attach policy " << policyArn << " to role " << 
                  roleName << ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully attached policy " << policyArn << " to role " << 
                  roleName << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「AttachRolePolicy」を参
照してください。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// AttachRolePolicy attaches a policy to a role.
func (wrapper RoleWrapper) AttachRolePolicy(policyArn string, roleName string) 
 error { 
 _, err := wrapper.IamClient.AttachRolePolicy(context.TODO(), 
 &iam.AttachRolePolicyInput{ 
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  PolicyArn: aws.String(policyArn), 
  RoleName:  aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't attach policy %v to role %v. Here's why: %v\n", policyArn, 
 roleName, err) 
 } 
 return err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「AttachRolePolicy」を参照
してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String 
 policyArn ) { 

        try { 
            ListAttachedRolePoliciesRequest request = 
 ListAttachedRolePoliciesRequest.builder() 
                .roleName(roleName) 
                .build(); 

            ListAttachedRolePoliciesResponse response = 
 iam.listAttachedRolePolicies(request); 
            List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies(); 

            // Ensure that the policy is not attached to this role 
            String polArn = ""; 
            for (AttachedPolicy policy: attachedPolicies) { 
                polArn = policy.policyArn(); 
                if (polArn.compareTo(policyArn)==0) { 
                    System.out.println(roleName + " policy is already attached to 
 this role."); 
                    return; 
                } 
            } 

           AttachRolePolicyRequest attachRequest = 
 AttachRolePolicyRequest.builder() 
               .roleName(roleName) 
               .policyArn(policyArn) 
               .build(); 

           iam.attachRolePolicy(attachRequest); 

           System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn + 
                " to role " + roleName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
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        } 
        System.out.println("Done"); 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「AttachRolePolicy」を
参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ポリシーをアタッチします。

import { AttachRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} policyArn 
 * @param {string} roleName 
 */
export const attachRolePolicy = (policyArn, roleName) => { 
  const command = new AttachRolePolicyCommand({ 
    PolicyArn: policyArn, 
    RoleName: roleName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「AttachRolePolicy」

を参照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var paramsRoleList = { 
  RoleName: process.argv[2]
};
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iam.listAttachedRolePolicies(paramsRoleList, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    var myRolePolicies = data.AttachedPolicies; 
    myRolePolicies.forEach(function (val, index, array) { 
      if (myRolePolicies[index].PolicyName === 'AmazonDynamoDBFullAccess') { 
        console.log("AmazonDynamoDBFullAccess is already attached to this role.") 
        process.exit(); 
      } 
    }); 
    var params = { 
      PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess', 
      RoleName: process.argv[2] 
    }; 
    iam.attachRolePolicy(params, function(err, data) { 
      if (err) { 
        console.log("Unable to attach policy to role", err); 
      } else { 
        console.log("Role attached successfully"); 
      } 
    }); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「AttachRolePolicy」

を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun attachIAMRolePolicy(roleNameVal: String, policyArnVal: String) { 

    val request = ListAttachedRolePoliciesRequest { 
        roleName = roleNameVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.listAttachedRolePolicies(request) 
        val attachedPolicies = response.attachedPolicies 

        // Ensure that the policy is not attached to this role. 
        val checkStatus: Int 
        if (attachedPolicies != null) { 
            checkStatus = checkList(attachedPolicies, policyArnVal) 
            if (checkStatus == -1) 
                return 
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        } 

        val policyRequest = AttachRolePolicyRequest { 
            roleName = roleNameVal 
            policyArn = policyArnVal 
        } 
        iamClient.attachRolePolicy(policyRequest) 
        println("Successfully attached policy $policyArnVal to role $roleNameVal") 
    }
}

fun checkList(attachedPolicies: List<AttachedPolicy>, policyArnVal: String): Int { 

    for (policy in attachedPolicies) { 
        val polArn = policy.policyArn.toString() 

        if (polArn.compareTo(policyArnVal) == 0) { 
            println("The policy is already attached to this role.") 
            return -1 
        } 
    } 
    return 0
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「AttachRolePolicy」を参
照してください。

PHP

SDK for PHP

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$assumeRolePolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"}, 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\" 
                }] 
            }";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid", 
 $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\", 
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid", 
 $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
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$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'], 
 $listAllBucketsPolicy['Arn']); 

    public function attachRolePolicy($roleName, $policyArn) 
    { 
        return $this->customWaiter(function () use ($roleName, $policyArn) { 
            $this->iamClient->attachRolePolicy([ 
                'PolicyArn' => $policyArn, 
                'RoleName' => $roleName, 
            ]); 
        }); 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の「AttachRolePolicy」を参
照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

Boto3 Policy オブジェクトを使用して、ロールにポリシーをアタッチします。

def attach_to_role(role_name, policy_arn): 
    """ 
    Attaches a policy to a role. 

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN. 
    :param policy_arn: The ARN of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.Policy(policy_arn).attach_role(RoleName=role_name) 
        logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn, 
 role_name) 
        raise

Boto3 Role オブジェクトを使用して、ロールにポリシーをアタッチします。

def attach_policy(role_name, policy_arn): 
    """ 
    Attaches a policy to a role. 

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN. 
    :param policy_arn: The ARN of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.Role(role_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn) 
        logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn, 
 role_name) 
        raise
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• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「AttachRolePolicy」を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account, and 
  # then attaches the policy to a role. 
  # 
  # @param policy_name [String] The name to give the policy. 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to. 
  # @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy. 
  def create_and_attach_role_policy(policy_name, role) 
    policy = @iam_resource.create_policy( 
      policy_name: policy_name, 
      policy_document: { 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [{ 
          Effect: "Allow", 
          Action: "s3:ListAllMyBuckets", 
          Resource: "arn:aws:s3:::*" 
        }] 
      }.to_json) 
    role.attach_policy(policy_arn: policy.arn) 
    puts("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role 
 #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create a policy and attach it to role #{role.name}. Here's why: 
 ") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    policy 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「AttachRolePolicy」を参
照してください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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pub async fn attach_role_policy( 
    client: &iamClient, 
    role: &Role, 
    policy: &Policy,
) -> Result<AttachRolePolicyOutput, SdkError<AttachRolePolicyError>> { 
    client 
        .attach_role_policy() 
        .role_name(role.role_name.as_ref().unwrap()) 
        .policy_arn(policy.arn.as_ref().unwrap()) 
        .send() 
        .await
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「AttachRolePolicy」を参
照してください。

Swift

SDK for Swift

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func attachRolePolicy(role: String, policyArn: String) async throws { 
        let input = AttachRolePolicyInput( 
            policyArn: policyArn, 
            roleName: role 
        ) 
        do { 
            _ = try await client.attachRolePolicy(input: input) 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「AttachRolePolicy」を参
照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ポリシーをユーザーにアタッチしま
す
次のコード例は、IAM ポリシーをユーザーにアタッチする方法を示しています。

623

https://docs.rs/releases/search?query=aws-sdk
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/swift/example_code/iam#code-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/swift/example_code/iam#code-examples
https://awslabs.github.io/aws-sdk-swift/reference/0.x


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
アクション

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def attach_policy(user_name, policy_arn): 
    """ 
    Attaches a policy to a user. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.User(user_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn) 
        logger.info("Attached policy %s to user %s.", policy_arn, user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to user %s.", policy_arn, 
 user_name) 
        raise

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「AttachUserPolicy」を参照してください。

Rust

SDK for Rust
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn attach_user_policy( 
    client: &iamClient, 
    user_name: &str, 
    policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> { 
    client 
        .attach_user_policy() 
        .user_name(user_name) 
        .policy_arn(policy_arn) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(())
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}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「AttachUserPolicy」を参
照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用してインラインポリシーを IAM ロールにア
タッチする
次のコード例は、インラインポリシーを IAM ロールにアタッチする方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Update the inline policy document embedded in a role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name of the policy to embed.</param> 
    /// <param name="roleName">The name of the role to update.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document that defines the role.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> PutRolePolicyAsync(string policyName, string roleName, 
 string policyDocument) 
    { 
        var request = new PutRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyName = policyName, 
            RoleName = roleName, 
            PolicyDocument = policyDocument 
        }; 

        var response = await _IAMService.PutRolePolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「PutRolePolicy」を参照
してください。

C++

SDK for C++
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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bool AwsDoc::IAM::putRolePolicy( 
        const Aws::String &roleName, 
        const Aws::String &policyName, 
        const Aws::String &policyDocument, 
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iamClient(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::PutRolePolicyRequest request; 

    request.SetRoleName(roleName); 
    request.SetPolicyName(policyName); 
    request.SetPolicyDocument(policyDocument); 

    Aws::IAM::Model::PutRolePolicyOutcome outcome = 
 iamClient.PutRolePolicy(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error putting policy on role. " << 
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully put the role policy." << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「PutRolePolicy」を参照し
てください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

import { PutRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const examplePolicyDocument = JSON.stringify({ 
  Version: "2012-10-17", 
  Statement: [ 
    { 
      Sid: "VisualEditor0", 
      Effect: "Allow", 
      Action: [ 
        "s3:ListBucketMultipartUploads", 
        "s3:ListBucketVersions", 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:ListMultipartUploadParts", 
      ], 
      Resource: "arn:aws:s3:::some-test-bucket", 
    }, 
    { 
      Sid: "VisualEditor1", 
      Effect: "Allow", 
      Action: [ 
        "s3:ListStorageLensConfigurations", 
        "s3:ListAccessPointsForObjectLambda", 
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        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:ListAccessPoints", 
        "s3:ListJobs", 
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints", 
      ], 
      Resource: "*", 
    }, 
  ],
});

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} roleName 
 * @param {string} policyName 
 * @param {string} policyDocument 
 */
export const putRolePolicy = async (roleName, policyName, policyDocument) => { 
  const command = new PutRolePolicyCommand({ 
    RoleName: roleName, 
    PolicyName: policyName, 
    PolicyDocument: policyDocument, 
  }); 

  const response = await client.send(command); 
  console.log(response); 
  return response;
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「PutRolePolicy」を
参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM SAML プロバイダーを作成する
次のコード例は、AWS Identity and Access Management (IAM) SAML プロバイダーを作成する方法を示し
ています。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

import { CreateSAMLProviderCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
import { readFileSync } from "fs";
import * as path from "path";
import { dirnameFromMetaUrl } from "libs/utils/util-fs.js";

const client = new IAMClient({});

/** 
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 * This sample document was generated using Auth0. 
 * For more information on generating this document, 
 see https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_providers_create_saml.html#samlstep1. 
 */
const sampleMetadataDocument = readFileSync( 
  path.join( 
    dirnameFromMetaUrl(import.meta.url), 
    "../../../../resources/sample_files/sample_saml_metadata.xml" 
  )
);

/** 
 * 
 * @param {*} providerName 
 * @returns 
 */
export const createSAMLProvider = async (providerName) => { 
  const command = new CreateSAMLProviderCommand({ 
    Name: providerName, 
    SAMLMetadataDocument: sampleMetadataDocument.toString(), 
  }); 

  const response = await client.send(command); 
  console.log(response); 
  return response;
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の
「CreateSAMLProvider」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM グループを作成します
次のコード例は、IAM グループを作成する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Create an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name to give the IAM group.</param> 
    /// <returns>The IAM group that was created.</returns> 
    public async Task<Group> CreateGroupAsync(string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateGroupAsync(new CreateGroupRequest 
 { GroupName = groupName }); 
        return response.Group; 
    }
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• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「CreateGroup」を参照し
てください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

import { CreateGroupCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} groupName 
 */
export const createGroup = async (groupName) => { 
  const command = new CreateGroupCommand({ GroupName: groupName }); 

  const response = await client.send(command); 
  console.log(response); 
  return response;
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「CreateGroup」を
参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ポリシーを作成します
次のコード例は、IAM ポリシーを作成する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Create an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name to give the new IAM policy.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document for the new policy.</
param> 
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    /// <returns>The new IAM policy object.</returns> 
    public async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(string policyName, string 
 policyDocument) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreatePolicyAsync(new CreatePolicyRequest 
        { 
            PolicyDocument = policyDocument, 
            PolicyName = policyName, 
        }); 

        return response.Policy; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「CreatePolicy」を参照し
てください。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

Aws::String AwsDoc::IAM::createPolicy(const Aws::String &policyName, 
                                      const Aws::String &rsrcArn, 
                                      const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::CreatePolicyRequest request; 
    request.SetPolicyName(policyName); 
    request.SetPolicyDocument(BuildSamplePolicyDocument(rsrcArn)); 

    Aws::IAM::Model::CreatePolicyOutcome outcome = iam.CreatePolicy(request); 
    Aws::String result; 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error creating policy " << policyName << ": " << 
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        result = outcome.GetResult().GetPolicy().GetArn(); 
        std::cout << "Successfully created policy " << policyName << 
                  std::endl; 
    } 

    return result;
}

Aws::String AwsDoc::IAM::BuildSamplePolicyDocument(const Aws::String &rsrc_arn) { 
    std::stringstream stringStream; 
    stringStream << "{" 
                 << "  \"Version\": \"2012-10-17\"," 
                 << "  \"Statement\": [" 
                 << "    {" 
                 << "        \"Effect\": \"Allow\"," 
                 << "        \"Action\": \"logs:CreateLogGroup\"," 
                 << "        \"Resource\": \"" 
                 << rsrc_arn 
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                 << "\"" 
                 << "    }," 
                 << "    {" 
                 << "        \"Effect\": \"Allow\"," 
                 << "        \"Action\": [" 
                 << "            \"dynamodb:DeleteItem\"," 
                 << "            \"dynamodb:GetItem\"," 
                 << "            \"dynamodb:PutItem\"," 
                 << "            \"dynamodb:Scan\"," 
                 << "            \"dynamodb:UpdateItem\"" 
                 << "       ]," 
                 << "       \"Resource\": \"" 
                 << rsrc_arn 
                 << "\"" 
                 << "    }" 
                 << "   ]" 
                 << "}"; 

    return stringStream.str();
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「CreatePolicy」を参照し
てください。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy 
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// CreatePolicy creates a policy that grants a list of actions to the specified 
 resource.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper PolicyWrapper) CreatePolicy(policyName string, actions []string, 
  resourceArn string) (*types.Policy, error) { 
 var policy *types.Policy 
 policyDoc := PolicyDocument{ 
  Version:   "2012-10-17", 
  Statement: []PolicyStatement{{ 
   Effect: "Allow", 
   Action: actions, 
   Resource: aws.String(resourceArn), 
  }}, 
 } 
 policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc) 
 if err != nil { 
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  log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n", 
 resourceArn, err) 
  return nil, err 
 } 
 result, err := wrapper.IamClient.CreatePolicy(context.TODO(), 
 &iam.CreatePolicyInput{ 
  PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)), 
  PolicyName:     aws.String(policyName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create policy %v. Here's why: %v\n", policyName, err) 
 } else { 
  policy = result.Policy 
 } 
 return policy, err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「CreatePolicy」を参照して
ください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName ) { 

        try { 
            // Create an IamWaiter object. 
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter(); 

            CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder() 
                .policyName(policyName) 
                .policyDocument(PolicyDocument) 
                .build(); 

            CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request); 

            // Wait until the policy is created. 
            GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder() 
                .policyArn(response.policy().arn()) 
                .build(); 

            WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists = 
 iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest); 
            
 waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            return response.policy().arn(); 

         } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return "" ; 
    }
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• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「CreatePolicy」を参
照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ポリシーを作成します。

import { CreatePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} policyName 
 */
export const createPolicy = (policyName) => { 
  const command = new CreatePolicyCommand({ 
    PolicyDocument: JSON.stringify({ 
      Version: "2012-10-17", 
      Statement: [ 
        { 
          Effect: "Allow", 
          Action: "*", 
          Resource: "*", 
        }, 
      ], 
    }), 
    PolicyName: policyName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「CreatePolicy」を

参照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var myManagedPolicy = { 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "logs:CreateLogGroup", 
            "Resource": "RESOURCE_ARN" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "dynamodb:DeleteItem", 
                "dynamodb:GetItem", 
                "dynamodb:PutItem", 
                "dynamodb:Scan", 
                "dynamodb:UpdateItem" 
            ], 
            "Resource": "RESOURCE_ARN" 
        } 
    ]
};

var params = { 
  PolicyDocument: JSON.stringify(myManagedPolicy), 
  PolicyName: 'myDynamoDBPolicy',
};

iam.createPolicy(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「CreatePolicy」を

参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun createIAMPolicy(policyNameVal: String?): String { 

    val policyDocumentVal = "{" + 
        "  \"Version\": \"2012-10-17\"," + 
        "  \"Statement\": [" + 
        "    {" + 
        "        \"Effect\": \"Allow\"," + 
        "        \"Action\": [" + 
        "            \"dynamodb:DeleteItem\"," + 
        "            \"dynamodb:GetItem\"," + 
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        "            \"dynamodb:PutItem\"," + 
        "            \"dynamodb:Scan\"," + 
        "            \"dynamodb:UpdateItem\"" + 
        "       ]," + 
        "       \"Resource\": \"*\"" + 
        "    }" + 
        "   ]" + 
        "}" 

    val request = CreatePolicyRequest { 
        policyName = policyNameVal 
        policyDocument = policyDocumentVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.createPolicy(request) 
        return response.policy?.arn.toString() 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「CreatePolicy」を参照し
てください。

PHP

SDK for PHP
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$listAllBucketsPolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\", 
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid", 
 $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n"; 

    public function createPolicy(string $policyName, string $policyDocument) 
    { 
        $result = $this->customWaiter(function () use ($policyName, 
 $policyDocument) { 
            return $this->iamClient->createPolicy([ 
                'PolicyName' => $policyName, 
                'PolicyDocument' => $policyDocument, 
            ]); 
        }); 
        return $result['Policy']; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の「CreatePolicy」を参照し
てください。
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Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def create_policy(name, description, actions, resource_arn): 
    """ 
    Creates a policy that contains a single statement. 

    :param name: The name of the policy to create. 
    :param description: The description of the policy. 
    :param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the 
                    form of service:action, such as s3:PutObject. 
    :param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this policy 
                         applies to. This ARN can contain wildcards, such as 
                         'arn:aws:s3:::my-bucket/*' to allow actions on all objects 
                         in the bucket named 'my-bucket'. 
    :return: The newly created policy. 
    """ 
    policy_doc = { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": actions, 
                "Resource": resource_arn 
            } 
        ] 
    } 
    try: 
        policy = iam.create_policy( 
            PolicyName=name, Description=description, 
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc)) 
        logger.info("Created policy %s.", policy.arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create policy %s.", name) 
        raise 
    else: 
        return policy

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「CreatePolicy」を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account, and 
  # then attaches the policy to a role. 
  # 
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  # @param policy_name [String] The name to give the policy. 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to. 
  # @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy. 
  def create_and_attach_role_policy(policy_name, role) 
    policy = @iam_resource.create_policy( 
      policy_name: policy_name, 
      policy_document: { 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [{ 
          Effect: "Allow", 
          Action: "s3:ListAllMyBuckets", 
          Resource: "arn:aws:s3:::*" 
        }] 
      }.to_json) 
    role.attach_policy(policy_arn: policy.arn) 
    puts("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role 
 #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create a policy and attach it to role #{role.name}. Here's why: 
 ") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    policy 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「CreatePolicy」を参照し
てください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn create_policy( 
    client: &iamClient, 
    policy_name: &str, 
    policy_document: &str,
) -> Result<Policy, iamError> { 
    let policy = client 
        .create_policy() 
        .policy_name(policy_name) 
        .policy_document(policy_document) 
        .send() 
        .await?; 
    Ok(policy.policy.unwrap())
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「CreatePolicy」を参照し
てください。
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Swift

SDK for Swift
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func createPolicy(name: String, policyDocument: String) async throws -> 
 IAMClientTypes.Policy { 
        let input = CreatePolicyInput( 
            policyDocument: policyDocument, 
            policyName: name 
        ) 
        do { 
            let output = try await iamClient.createPolicy(input: input) 
            guard let policy = output.policy else { 
                throw ServiceHandlerError.noSuchPolicy 
            } 
            return policy 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「CreatePolicy」を参照し
てください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ポリシーバージョニングを作成しま
す
次のコード例は、IAM ポリシーバージョニングを作成する方法を示しています。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def create_policy_version(policy_arn, actions, resource_arn, set_as_default): 
    """ 
    Creates a policy version. Policies can have up to five versions. The default 
    version is the one that is used for all resources that reference the policy. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy. 
    :param actions: The actions to allow in the policy version. 
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    :param resource_arn: The ARN of the resource this policy version applies to. 
    :param set_as_default: When True, this policy version is set as the default 
                           version for the policy. Otherwise, the default 
                           is not changed. 
    :return: The newly created policy version. 
    """ 
    policy_doc = { 
        'Version': '2012-10-17', 
        'Statement': [ 
            { 
                'Effect': 'Allow', 
                'Action': actions, 
                'Resource': resource_arn 
            } 
        ] 
    } 
    try: 
        policy = iam.Policy(policy_arn) 
        policy_version = policy.create_version( 
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc), SetAsDefault=set_as_default) 
        logger.info( 
            "Created policy version %s for policy %s.", 
            policy_version.version_id, policy_version.arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create a policy version for %s.", policy_arn) 
        raise 
    else: 
        return policy_version

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「CreatePolicyVersion」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ロールを作成します
次のコード例は、IAM ロールを作成する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Create a new IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <param name="rolePolicyDocument">The name of the IAM policy document 
    /// for the new role.</param> 
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the role.</returns> 
    public async Task<string> CreateRoleAsync(string roleName, string 
 rolePolicyDocument) 
    { 
        var request = new CreateRoleRequest 
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        { 
            RoleName = roleName, 
            AssumeRolePolicyDocument = rolePolicyDocument, 
        }; 

        var response = await _IAMService.CreateRoleAsync(request); 
        return response.Role.Arn; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NETAPI リファレンスの「CreateRole」を参照してくだ
さい。

C++

SDK for C++
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::IAM::createIamRole( 
        const Aws::String &roleName, 
        const Aws::String &policy, 
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request; 

    request.SetRoleName(roleName); 
    request.SetAssumeRolePolicyDocument(policy); 

    Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error creating role. " << 
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        const Aws::IAM::Model::Role iamRole = outcome.GetResult().GetRole(); 
        std::cout << "Created role " << iamRole.GetRoleName() << "\n"; 
        std::cout << "ID: " << iamRole.GetRoleId() << "\n"; 
        std::cout << "ARN: " << iamRole.GetArn() << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• API の詳細については、AWS SDK for C++API リファレンスの「CreateRole」を参照してくだ
さい。

Go

SDK for Go V2
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// CreateRole creates a role that trusts a specified user. The trusted user can 
 assume
// the role to acquire its permissions.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper RoleWrapper) CreateRole(roleName string, trustedUserArn string) 
 (*types.Role, error) { 
 var role *types.Role 
 trustPolicy := PolicyDocument{ 
  Version:   "2012-10-17", 
  Statement: []PolicyStatement{{ 
   Effect: "Allow", 
   Principal: map[string]string{"AWS": trustedUserArn}, 
   Action: []string{"sts:AssumeRole"}, 
  }}, 
 } 
 policyBytes, err := json.Marshal(trustPolicy) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create trust policy for %v. Here's why: %v\n", 
 trustedUserArn, err) 
  return nil, err 
 } 
 result, err := wrapper.IamClient.CreateRole(context.TODO(), &iam.CreateRoleInput{ 
  AssumeRolePolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)), 
  RoleName:                 aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create role %v. Here's why: %v\n", roleName, err) 
 } else { 
  role = result.Role 
 } 
 return role, err
}

• API の詳細については、AWS SDK for GoAPI リファレンスの「CreateRole」を参照してくださ
い。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String 
 fileLocation ) throws Exception { 

        try { 
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            JSONObject jsonObject = (JSONObject) readJsonSimpleDemo(fileLocation); 
            CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder() 
                .roleName(rolename) 
                .assumeRolePolicyDocument(jsonObject.toJSONString()) 
                .description("Created using the AWS SDK for Java") 
                .build(); 

            CreateRoleResponse response = iam.createRole(request); 
            System.out.println("The ARN of the role is "+response.role().arn()); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static Object readJsonSimpleDemo(String filename) throws Exception { 
        FileReader reader = new FileReader(filename); 
        JSONParser jsonParser = new JSONParser(); 
        return jsonParser.parse(reader); 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for Java 2.xAPI リファレンスの「CreateRole」を参照して
ください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ロールを作成します。

import { CreateRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} roleName 
 */
export const createRole = (roleName) => { 
  const command = new CreateRoleCommand({ 
    AssumeRolePolicyDocument: JSON.stringify({ 
      Version: "2012-10-17", 
      Statement: [ 
        { 
          Effect: "Allow", 
          Principal: { 
            Service: "lambda.amazonaws.com", 
          }, 
          Action: "sts:AssumeRole", 
        }, 
      ], 
    }), 
    RoleName: roleName, 
  }); 

  return client.send(command);
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};

• API の詳細については、AWS SDK for JavaScriptAPI リファレンスの「CreateRole」を参照し
てください。

PHP

SDK for PHP
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$assumeRolePolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"}, 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\" 
                }] 
            }";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid", 
 $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n"; 

    /** 
     * @param string $roleName 
     * @param string $rolePolicyDocument 
     * @return array 
     * @throws AwsException 
     */ 
    public function createRole(string $roleName, string $rolePolicyDocument) 
    { 
        $result = $this->customWaiter(function () use ($roleName, 
 $rolePolicyDocument) { 
            return $this->iamClient->createRole([ 
                'AssumeRolePolicyDocument' => $rolePolicyDocument, 
                'RoleName' => $roleName, 
            ]); 
        }); 
        return $result['Role']; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for PHPAPI リファレンスの「CreateRole」を参照してくだ
さい。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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def create_role(role_name, allowed_services): 
    """ 
    Creates a role that lets a list of specified services assume the role. 

    :param role_name: The name of the role. 
    :param allowed_services: The services that can assume the role. 
    :return: The newly created role. 
    """ 
    trust_policy = { 
        'Version': '2012-10-17', 
        'Statement': [{ 
                'Effect': 'Allow', 
                'Principal': {'Service': service}, 
                'Action': 'sts:AssumeRole' 
            } for service in allowed_services 
        ] 
    } 

    try: 
        role = iam.create_role( 
            RoleName=role_name, 
            AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy)) 
        logger.info("Created role %s.", role.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name) 
        raise 
    else: 
        return role

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API Reference」(AWS SDK for Python 
(Boto3) API リファレンス) の「CreateRole」を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Creates a role that can be assumed by a user. 
  # 
  # @param role_name [String] The name to give the role. 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the 
 role. 
  # @return [Aws::IAM::Role] The newly created role. 
  def create_role(role_name, user) 
    role = @iam_resource.create_role( 
      role_name: role_name, 
      assume_role_policy_document: { 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [{ 
          Effect: "Allow", 
          Principal: {'AWS': user.arn}, 
          Action: "sts:AssumeRole" 
        }] 
      }.to_json) 
    puts("Created role #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
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    puts("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    role 
  end

• API の詳細については、AWS SDK for RubyAPI リファレンスの「CreateRole」を参照してくだ
さい。

Rust

SDK for Rust
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn create_role( 
    client: &iamClient, 
    role_name: &str, 
    role_policy_document: &str,
) -> Result<Role, iamError> { 
    let response: CreateRoleOutput = loop { 
        if let Ok(response) = client 
            .create_role() 
            .role_name(role_name) 
            .assume_role_policy_document(role_policy_document) 
            .send() 
            .await 
        { 
            break response; 
        } 
    }; 

    Ok(response.role.unwrap())
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「CreateRole」を参照して
ください。

Swift

SDK for Swift
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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    public func createRole(name: String, policyDocument: String) async throws -> 
 String { 
        let input = CreateRoleInput( 
            assumeRolePolicyDocument: policyDocument, 
            roleName: name 
        ) 
        do { 
            let output = try await client.createRole(input: input) 
            guard let role = output.role else { 
                throw ServiceHandlerError.noSuchRole 
            } 
            guard let id = role.roleId else { 
                throw ServiceHandlerError.noSuchRole 
            } 
            return id 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「CreateRole」を参照して
ください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM サービスにリンクされたロールを作
成する
次のコード例は、IAM サービスにリンクされたロールを作成する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Create an IAM service-linked role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="serviceName">The name of the AWS Service.</param> 
    /// <param name="description">A description of the IAM service-linked role.</
param> 
    /// <returns>The IAM role that was created.</returns> 
    public async Task<Role> CreateServiceLinkedRoleAsync(string serviceName, string 
 description) 
    { 
        var request = new CreateServiceLinkedRoleRequest 
        { 
            AWSServiceName = serviceName, 
            Description = description 
        }; 
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        var response = await _IAMService.CreateServiceLinkedRoleAsync(request); 
        return response.Role; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の
「CreateServiceLinkedRole」を参照してください。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// CreateServiceLinkedRole creates a service-linked role that is owned by the 
 specified service.
func (wrapper RoleWrapper) CreateServiceLinkedRole(serviceName string, description 
 string) (*types.Role, error) { 
 var role *types.Role 
 result, err := wrapper.IamClient.CreateServiceLinkedRole(context.TODO(), 
 &iam.CreateServiceLinkedRoleInput{ 
  AWSServiceName: aws.String(serviceName), 
  Description:    aws.String(description), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create service-linked role %v. Here's why: %v\n", 
 serviceName, err) 
 } else { 
  role = result.Role 
 } 
 return role, err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の
「CreateServiceLinkedRole」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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サービスにリンクされたロールを作成します。

import { CreateServiceLinkedRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} serviceName 
 */
export const createServiceLinkedRole = async (serviceName) => { 
  const command = new CreateServiceLinkedRoleCommand({ 
    // For a list of AWS services that support service-linked roles, 
    // see https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-services-
that-work-with-iam.html. 
    //  
    // For a list of AWS service endpoints, see https://docs.aws.amazon.com/
general/latest/gr/aws-service-information.html. 
    AWSServiceName: serviceName, 
  }); 

  const response = await client.send(command); 
  console.log(response); 
  return response;
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の
「CreateServiceLinkedRole」を参照してください。

PHP

SDK for PHP

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function createServiceLinkedRole($awsServiceName, $customSuffix = "", 
 $description = "") 
    { 
        $createServiceLinkedRoleArguments = ['AWSServiceName' => $awsServiceName]; 
        if ($customSuffix) { 
            $createServiceLinkedRoleArguments['CustomSuffix'] = $customSuffix; 
        } 
        if ($description) { 
            $createServiceLinkedRoleArguments['Description'] = $description; 
        } 
        return $this->iamClient-
>createServiceLinkedRole($createServiceLinkedRoleArguments); 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の
「CreateServiceLinkedRole」を参照してください。
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Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def create_service_linked_role(service_name, description): 
    """ 
    Creates a service-linked role. 

    :param service_name: The name of the service that owns the role. 
    :param description: A description to give the role. 
    :return: The newly created role. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.create_service_linked_role( 
            AWSServiceName=service_name, Description=description) 
        role = iam.Role(response['Role']['RoleName']) 
        logger.info("Created service-linked role %s.", role.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create service-linked role for %s.", 
 service_name) 
        raise 
    else: 
        return role

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「CreateServiceLinkedRole」を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Creates a service-linked role. 
  # 
  # @param service_name [String] The name of the service that owns the role. 
  # @param description [String] A description to give the role. 
  # @return [Aws::IAM::Role] The newly created role. 
  def create_service_linked_role(service_name, description) 
    response = @iam_resource.client.create_service_linked_role( 
      aws_service_name: service_name, description: description) 
    role = @iam_resource.role(response.role.role_name) 
    puts("Created service-linked role #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create service-linked role for #{service_name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    role 
  end
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• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の
「CreateServiceLinkedRole」を参照してください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn create_service_linked_role( 
    client: &iamClient, 
    aws_service_name: String, 
    custom_suffix: Option<String>, 
    description: Option<String>,
) -> Result<CreateServiceLinkedRoleOutput, SdkError<CreateServiceLinkedRoleError>> 
 { 
    let response = client 
        .create_service_linked_role() 
        .aws_service_name(aws_service_name) 
        .set_custom_suffix(custom_suffix) 
        .set_description(description) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(response)
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の
「CreateServiceLinkedRole」を参照してください。

Swift

SDK for Swift

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func createServiceLinkedRole(service: String, suffix: String? = nil, 
 description: String?) 
                    async throws -> IAMClientTypes.Role { 
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        let input = CreateServiceLinkedRoleInput( 
            awsServiceName: service, 
            customSuffix: suffix, 
            description: description 
        ) 
        do { 
            let output = try await client.createServiceLinkedRole(input: input) 
            guard let role = output.role else { 
                throw ServiceHandlerError.noSuchRole 
            } 
            return role 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の
「CreateServiceLinkedRole」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ユーザーを作成します
次のコード例は、IAM ユーザーを作成する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Create an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username for the new IAM user.</param> 
    /// <returns>The IAM user that was created.</returns> 
    public async Task<User> CreateUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateUserAsync(new CreateUserRequest 
 { UserName = userName }); 
        return response.User; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「CreateUser」を参照し
てください。
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C++

SDK for C++
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::CreateUserRequest create_request; 
    create_request.SetUserName(userName); 

    auto create_outcome = iam.CreateUser(create_request); 
    if (!create_outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error creating IAM user " << userName << ":" << 
                  create_outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully created IAM user " << userName << std::endl; 
    } 

    return create_outcome.IsSuccess();

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「CreateUser」を参照して
ください。

Go

SDK for Go V2
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// CreateUser creates a new user with the specified name.
func (wrapper UserWrapper) CreateUser(userName string) (*types.User, error) { 
 var user *types.User 
 result, err := wrapper.IamClient.CreateUser(context.TODO(), &iam.CreateUserInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
 } else { 
  user = result.User 
 } 
 return user, err
}
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• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「CreateUser」を参照して
ください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static String createIAMUser(IamClient iam, String username ) { 

        try { 
            // Create an IamWaiter object 
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter(); 

            CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder() 
                .userName(username) 
                .build(); 

            CreateUserResponse response = iam.createUser(request); 

            // Wait until the user is created 
            GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder() 
                .userName(response.user().userName()) 
                .build(); 

            WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists = 
 iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest); 
            
 waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            return response.user().userName(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
       return ""; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「CreateUser」を参照
してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ユーザーを作成します。

import { CreateUserCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
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const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} name 
 */
export const createUser = (name) => { 
  const command = new CreateUserCommand({ UserName: name }); 
  return client.send(command);
};

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「CreateUser」を参

照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  UserName: process.argv[2]
};

iam.getUser(params, function(err, data) { 
  if (err && err.code === 'NoSuchEntity') { 
    iam.createUser(params, function(err, data) { 
      if (err) { 
        console.log("Error", err); 
      } else { 
        console.log("Success", data); 
      } 
    }); 
  } else { 
    console.log("User " + process.argv[2] + " already exists", data.User.UserId); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「CreateUser」を参

照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

654

https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/client-iam/classes/createusercommand.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascript/example_code/iam#code-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascript/example_code/iam#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/iam-2010-05-08/CreateUser


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
アクション

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun createIAMUser(usernameVal: String?): String? { 

    val request = CreateUserRequest { 
        userName = usernameVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.createUser(request) 
        return response.user?.userName 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「CreateUser」を参照し
てください。

PHP

SDK for PHP

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n"; 

    /** 
     * @param string $name 
     * @return array 
     * @throws AwsException 
     */ 
    public function createUser(string $name): array 
    { 
        $result = $this->iamClient->createUser([ 
            'UserName' => $name, 
        ]); 

        return $result['User']; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の「CreateUser」を参照して
ください。
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Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def create_user(user_name): 
    """ 
    Creates a user. By default, a user has no permissions or access keys. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :return: The newly created user. 
    """ 
    try: 
        user = iam.create_user(UserName=user_name) 
        logger.info("Created user %s.", user.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create user %s.", user_name) 
        raise 
    else: 
        return user

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」の「CreateUser」
を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Creates a user. 
  # 
  # @param user_name [String] The name to give the user. 
  # @return [Aws::IAM::User] The newly created user. 
  def create_user(user_name) 
    user = @iam_resource.create_user(user_name: user_name) 
    puts("Created demo user named #{user.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Tried and failed to create demo user.") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    puts("\nCan't continue the demo without a user!") 
    raise 
  else 
    user 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「CreateUser」を参照し
てください。
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Rust

SDK for Rust
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn create_user(client: &iamClient, user_name: &str) -> Result<User, 
 iamError> { 
    let response = client.create_user().user_name(user_name).send().await?; 

    Ok(response.user.unwrap())
}

• API の詳細については、「AWSSDK for Rust API リファレンス」の「CreateUser」を参照して
ください。

Swift

SDK for Swift
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func createUser(name: String) async throws -> String { 
        let input = CreateUserInput( 
            userName: name 
        ) 
        do { 
            let output = try await client.createUser(input: input) 
            guard let user = output.user else { 
                throw ServiceHandlerError.noSuchUser 
            } 
            guard let id = user.userId else { 
                throw ServiceHandlerError.noSuchUser 
            } 
            return id 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「CreateUser」を参照して
ください。
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AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM アクセスキーを作成します
次のコード例は、IAM アクセスキーを作成する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Create an IAM access key for a user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username for which to create the IAM access 
    /// key.</param> 
    /// <returns>The AccessKey.</returns> 
    public async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateAccessKeyAsync(new 
 CreateAccessKeyRequest 
        { 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.AccessKey; 

    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「CreateAccessKey」を参
照してください。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

Aws::String AwsDoc::IAM::createAccessKey(const Aws::String &userName, 
                                         const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
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    Aws::IAM::Model::CreateAccessKeyRequest request; 
    request.SetUserName(userName); 

    Aws::String result; 
    Aws::IAM::Model::CreateAccessKeyOutcome outcome = iam.CreateAccessKey(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error creating access key for IAM user " << userName 
                  << ":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        const auto &accessKey = outcome.GetResult().GetAccessKey(); 
        std::cout << "Successfully created access key for IAM user " << 
                  userName << std::endl << "  aws_access_key_id = " << 
                  accessKey.GetAccessKeyId() << std::endl << 
                  " aws_secret_access_key = " << accessKey.GetSecretAccessKey() << 
                  std::endl; 
        result = accessKey.GetAccessKeyId(); 
    } 

    return result;
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「CreateAccessKey」を参
照してください。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// CreateAccessKeyPair creates an access key for a user. The returned access key 
 contains
// the ID and secret credentials needed to use the key.
func (wrapper UserWrapper) CreateAccessKeyPair(userName string) (*types.AccessKey, 
 error) { 
 var key *types.AccessKey 
 result, err := wrapper.IamClient.CreateAccessKey(context.TODO(), 
 &iam.CreateAccessKeyInput{ 
  UserName: aws.String(userName)}) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create access key pair for user %v. Here's why: %v\n", 
 userName, err) 
 } else { 
  key = result.AccessKey 
 } 
 return key, err
}
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• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「CreateAccessKey」を参照
してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static String createIAMAccessKey(IamClient iam,String user) { 

        try { 
            CreateAccessKeyRequest request = CreateAccessKeyRequest.builder() 
                .userName(user) 
                .build(); 

            CreateAccessKeyResponse response = iam.createAccessKey(request); 
            return response.accessKey().accessKeyId(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「CreateAccessKey」
を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

アクセスキーを作成します。

import { CreateAccessKeyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} userName 
 */
export const createAccessKey = (userName) => { 
  const command = new CreateAccessKeyCommand({ UserName: userName }); 
  return client.send(command);
};
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• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「CreateAccessKey」を参照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

iam.createAccessKey({UserName: 'IAM_USER_NAME'}, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data.AccessKey); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「CreateAccessKey」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun createIAMAccessKey(user: String?): String { 

    val request = CreateAccessKeyRequest { 
        userName = user 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.createAccessKey(request) 
        return response.accessKey?.accessKeyId.toString() 
    }
}
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• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「CreateAccessKey」を
参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def create_key(user_name): 
    """ 
    Creates an access key for the specified user. Each user can have a 
    maximum of two keys. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :return: The created access key. 
    """ 
    try: 
        key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair() 
        logger.info( 
            "Created access key pair for %s. Key ID is %s.", 
            key_pair.user_name, key_pair.id) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name) 
        raise 
    else: 
        return key_pair

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「CreateAccessKey」を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Creates an access key for a user. 
  # 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the key. 
  # @return [Aws::IAM::AccessKeyPair] The newly created access key. 
  def create_access_key_pair(user) 
    user_key = user.create_access_key_pair 
    puts("Created access key pair for user.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create access keys for user #{user.name}.") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    user_key 
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  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「CreateAccessKey」を参
照してください。

Rust

SDK for Rust
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn create_access_key(client: &iamClient, user_name: &str) -> 
 Result<AccessKey, iamError> { 
    let mut tries: i32 = 0; 
    let max_tries: i32 = 10; 

    let response: Result<CreateAccessKeyOutput, SdkError<CreateAccessKeyError>> = 
 loop { 
        match client.create_access_key().user_name(user_name).send().await { 
            Ok(inner_response) => { 
                break Ok(inner_response); 
            } 
            Err(e) => { 
                tries += 1; 
                if tries > max_tries { 
                    break Err(e); 
                } 
                sleep(Duration::from_secs(2)).await; 
            } 
        } 
    }; 

    Ok(response.unwrap().access_key.unwrap())
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「CreateAccessKey」を参
照してください。

Swift

SDK for Swift
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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    public func createAccessKey(userName: String) async throws -> 
 IAMClientTypes.AccessKey { 
        let input = CreateAccessKeyInput( 
            userName: userName 
        ) 
        do { 
            let output = try await iamClient.createAccessKey(input: input) 
            guard let accessKey = output.accessKey else { 
                throw ServiceHandlerError.keyError 
            } 
            return accessKey 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「CreateAccessKey」を参
照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM アカウントのエイリアスを作成する
次のコード例は、IAM アカウントのエイリアスを作成する方法を示しています。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::IAM::createAccountAlias(const Aws::String &aliasName, 
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::CreateAccountAliasRequest request; 
    request.SetAccountAlias(aliasName); 

    Aws::IAM::Model::CreateAccountAliasOutcome outcome = iam.CreateAccountAlias( 
            request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error creating account alias " << aliasName << ": " 
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully created account alias " << aliasName << 
                  std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}
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• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「CreateAccountAlias」を
参照してください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void createIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias) { 

        try { 
            CreateAccountAliasRequest request = CreateAccountAliasRequest.builder() 
                .accountAlias(alias) 
                .build(); 

            iam.createAccountAlias(request); 
            System.out.println("Successfully created account alias: " + alias); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の
「CreateAccountAlias」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

アカウントエイリアスを作成します。

import { CreateAccountAliasCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} alias - A unique name for the account alias. 
 * @returns 
 */
export const createAccountAlias = (alias) => { 
  const command = new CreateAccountAliasCommand({ 
    AccountAlias: alias, 
  }); 

  return client.send(command);
};
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• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「CreateAccountAlias」を参照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

iam.createAccountAlias({AccountAlias: process.argv[2]}, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「CreateAccountAlias」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun createIAMAccountAlias(alias: String) { 

    val request = CreateAccountAliasRequest { 
        accountAlias = alias 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        iamClient.createAccountAlias(request) 
        println("Successfully created account alias named $alias") 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「CreateAccountAlias」を
参照してください。
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Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def create_alias(alias): 
    """ 
    Creates an alias for the current account. The alias can be used in place of the 
    account ID in the sign-in URL. An account can have only one alias. When a new 
    alias is created, it replaces any existing alias. 

    :param alias: The alias to assign to the account. 
    """ 

    try: 
        iam.create_account_alias(AccountAlias=alias) 
        logger.info("Created an alias '%s' for your account.", alias) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create alias '%s' for your account.", alias) 
        raise

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「CreateAccountAlias」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用してグループ用のインライン IAM ポリシーを
作成する
次のコード例は、グループ用インライン IAM ポリシーを作成する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Add or update an inline policy document that is embedded in an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document defining the IAM policy.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> PutGroupPolicyAsync(string groupName, string 
 policyName, string policyDocument) 
    { 
        var request = new PutGroupPolicyRequest 
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        { 
            GroupName = groupName, 
            PolicyName = policyName, 
            PolicyDocument = policyDocument 
        }; 

        var response = await _IAMService.PutGroupPolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「PutGroupPolicy」を参照
してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用してユーザー用のインライン IAM ポリシーを
作成する
次のコード例で、ユーザー用のインライン IAM ポリシーを作成する方法を示します。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// CreateUserPolicy adds an inline policy to a user. This example creates a policy 
 that
// grants a list of actions on a specified role.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper UserWrapper) CreateUserPolicy(userName string, policyName string, 
 actions []string, 
  roleArn string) error { 
 policyDoc := PolicyDocument{ 
  Version:   "2012-10-17", 
  Statement: []PolicyStatement{{ 
   Effect: "Allow", 
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   Action: actions, 
   Resource: aws.String(roleArn), 
  }}, 
 } 
 policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n", roleArn, 
 err) 
  return err 
 } 
 _, err = wrapper.IamClient.PutUserPolicy(context.TODO(), &iam.PutUserPolicyInput{ 
  PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)), 
  PolicyName:     aws.String(policyName), 
  UserName:       aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create policy for user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
 } 
 return err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「PutUserPolicy」を参照し
てください。

Ruby

SDK for Ruby
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Creates an inline policy for a user that lets the user assume a role. 
  # 
  # @param policy_name [String] The name to give the policy. 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the policy. 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role that can be assumed. 
  # @return [Aws::IAM::UserPolicy] The newly created policy. 
  def create_user_policy(policy_name, user, role) 
    policy = user.create_policy( 
      policy_name: policy_name, 
      policy_document: { 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [{ 
          Effect: "Allow", 
          Action: "sts:AssumeRole", 
          Resource: role.arn 
        }] 
      }.to_json) 
    puts("Created an inline policy for #{user.name} that lets the user assume role 
 #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create an inline policy for user #{user.name}. Here's why: ") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    policy 
  end
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• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「PutUserPolicy」を参照
してください。

Swift

SDK for Swift
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    func putUserPolicy(policyDocument: String, policyName: String, user: 
 IAMClientTypes.User) async throws { 
        let input = PutUserPolicyInput( 
            policyDocument: policyDocument, 
            policyName: policyName, 
            userName: user.userName 
        ) 
        do { 
            _ = try await iamClient.putUserPolicy(input: input) 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「PutUserPolicy」を参照
してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM SAML プロバイダーを削除する
次のコード例は、AWS Identity and Access Management (IAM) SAML プロバイダーを削除する方法を示し
ています。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

import { DeleteSAMLProviderCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
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 * @param {string} providerArn 
 * @returns 
 */
export const deleteSAMLProvider = async (providerArn) => { 
  const command = new DeleteSAMLProviderCommand({ 
    SAMLProviderArn: providerArn, 
  }); 

  const response = await client.send(command); 
  console.log(response); 
  return response;
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の
「DeleteSAMLProvider」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM グループを削除する
次のコード例は、IAM グループを削除する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteGroupAsync(string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteGroupAsync(new DeleteGroupRequest 
 { GroupName = groupName }); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「DeleteGroup」を参照し
てください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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import { DeleteGroupCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} groupName 
 */
export const deleteGroup = async (groupName) => { 
  const command = new DeleteGroupCommand({ 
    GroupName: groupName, 
  }); 

  const response = await client.send(command); 
  console.log(response); 
  return response;
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「DeleteGroup」を
参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ポリシーを削除する
次のコード例は、IAM グループポリシーを削除する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM policy associated with an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group associated with the 
    /// policy.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteGroupPolicyAsync(string groupName, string 
 policyName) 
    { 
        var request = new DeleteGroupPolicyRequest() 
        { 
            GroupName = groupName, 
            PolicyName = policyName, 
        }; 

        var response = await _IAMService.DeleteGroupPolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }
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• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「DeleteGroupPolicy」を
参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ポリシーを削除する
次のコード例は、IAM ポリシーを削除する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the policy to 
    /// delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeletePolicyAsync(string policyArn) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeletePolicyAsync(new DeletePolicyRequest 
 { PolicyArn = policyArn }); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「DeletePolicy」を参照し
てください。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::IAM::deletePolicy(const Aws::String &policyArn, 
                               const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::DeletePolicyRequest request; 
    request.SetPolicyArn(policyArn); 

    auto outcome = iam.DeletePolicy(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error deleting policy with arn " << policyArn << ": " 
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
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    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully deleted policy with arn " << policyArn 
                  << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「DeletePolicy」を参照し
てください。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy 
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// DeletePolicy deletes a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) DeletePolicy(policyArn string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeletePolicy(context.TODO(), &iam.DeletePolicyInput{ 
  PolicyArn: aws.String(policyArn), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err) 
 } 
 return err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「DeletePolicy」を参照して
ください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void deleteIAMPolicy(IamClient iam,String policyARN) { 
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        try { 
            DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder() 
                .policyArn(policyARN) 
                .build(); 

            iam.deletePolicy(request); 
            System.out.println("Successfully deleted the policy"); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Done"); 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「DeletePolicy」を参照
してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ポリシーを削除します。

import { DeletePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} policyArn 
 */
export const deletePolicy = (policyArn) => { 
  const command = new DeletePolicyCommand({ PolicyArn: policyArn }); 
  return client.send(command);
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「DeletePolicy」を参
照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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suspend fun deleteIAMPolicy(policyARNVal: String?) { 

    val request = DeletePolicyRequest { 
        policyArn = policyARNVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        iamClient.deletePolicy(request) 
        println("Successfully deleted $policyARNVal") 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「DeletePolicy」を参照し
てください。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def delete_policy(policy_arn): 
    """ 
    Deletes a policy. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy to delete. 
    """ 
    try: 
        iam.Policy(policy_arn).delete() 
        logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn) 
        raise

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の「DeletePolicy」
を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and 
  # deleted before the role is deleted. 
  # 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete. 
  def delete_role(role) 
    role.attached_policies.each do |policy| 
      name = policy.policy_name 
      policy.detach_role(role_name: role.name) 
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      policy.delete 
      puts("Deleted policy #{name}.") 
    end 
    name = role.name 
    role.delete 
    puts("Deleted role #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「DeletePolicy」を参照し
てください。

Rust

SDK for Rust
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn delete_policy(client: &iamClient, policy: Policy) -> Result<(), 
 iamError> { 
    client 
        .delete_policy() 
        .policy_arn(policy.arn.unwrap()) 
        .send() 
        .await?; 
    Ok(())
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「DeletePolicy」を参照し
てください。

Swift

SDK for Swift
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func deletePolicy(policy: IAMClientTypes.Policy) async throws { 
        let input = DeletePolicyInput( 
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            policyArn: policy.arn 
        ) 
        do { 
            _ = try await iamClient.deletePolicy(input: input) 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「DeletePolicy」を参照し
てください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDKを使用して IAM ロールを削除する
次のコード例は、IAM ロールを削除する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteRoleAsync(string roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteRoleAsync(new DeleteRoleRequest 
 { RoleName = roleName }); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「DeleteRole」を参照して
ください。

Go

SDK for Go V2
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
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// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// DeleteRole deletes a role. All attached policies must be detached before a
// role can be deleted.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteRole(roleName string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteRole(context.TODO(), &iam.DeleteRoleInput{ 
  RoleName: aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete role %v. Here's why: %v\n", roleName, err) 
 } 
 return err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「DeleteRole」を参照してく
ださい。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ロールを削除します。

import { DeleteRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} roleName 
 */
export const deleteRole = (roleName) => { 
  const command = new DeleteRoleCommand({ RoleName: roleName }); 
  return client.send(command);
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「DeleteRole」を参
照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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def delete_role(role_name): 
    """ 
    Deletes a role. 

    :param role_name: The name of the role to delete. 
    """ 
    try: 
        iam.Role(role_name).delete() 
        logger.info("Deleted role %s.", role_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete role %s.", role_name) 
        raise

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」で「DeleteRole」
を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and 
  # deleted before the role is deleted. 
  # 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete. 
  def delete_role(role) 
    role.attached_policies.each do |policy| 
      name = policy.policy_name 
      policy.detach_role(role_name: role.name) 
      policy.delete 
      puts("Deleted policy #{name}.") 
    end 
    name = role.name 
    role.delete 
    puts("Deleted role #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「DeleteRole」を参照して
ください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。
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Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn delete_role(client: &iamClient, role: &Role) -> Result<(), iamError> { 
    let role = role.clone(); 
    while client 
        .delete_role() 
        .role_name(role.role_name.as_ref().unwrap()) 
        .send() 
        .await 
        .is_err() 
    { 
        sleep(Duration::from_secs(2)).await; 
    } 
    Ok(())
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「DeleteRole」を参照して
ください。

Swift

SDK for Swift
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func deleteRole(role: IAMClientTypes.Role) async throws { 
        let input = DeleteRoleInput( 
            roleName: role.roleName 
        ) 
        do { 
            _ = try await iamClient.deleteRole(input: input) 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「DeleteRole」を参照して
ください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ロールのポリシーを削除する
次のコード例は、IAM ロールポリシーを削除する方法を示しています。
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.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM role policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM role policy to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteRolePolicyAsync(string roleName, string 
 policyName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteRolePolicyAsync(new 
 DeleteRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyName = policyName, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「DeleteRolePolicy」を参
照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

import { DeleteRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} roleName 
 * @param {string} policyName 
 */
export const deleteRolePolicy = (roleName, policyName) => { 
  const command = new DeleteRolePolicyCommand({ 
    RoleName: roleName, 
    PolicyName: policyName, 
  }); 
  return client.send(command);
};
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• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「DeleteRolePolicy」
を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書を削除する
次のコード例は、IAM サーバー証明書を削除する方法を示しています。

C++

SDK for C++
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::IAM::deleteServerCertificate(const Aws::String &certificateName, 
                                          const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::DeleteServerCertificateRequest request; 
    request.SetServerCertificateName(certificateName); 

    const auto outcome = iam.DeleteServerCertificate(request); 
    bool result = true; 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        if (outcome.GetError().GetErrorType() != 
 Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) { 
            std::cerr << "Error deleting server certificate " << certificateName << 
                      ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            result = false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Certificate '" << certificateName 
                      << "' not found." << std::endl; 
        } 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully deleted server certificate " << certificateName 
                  << std::endl; 
    } 

    return result;
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「DeleteServerCertificate」
を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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サーバー証明書を削除します。

import { DeleteServerCertificateCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} certName 
 */
export const deleteServerCertificate = (certName) => { 
  const command = new DeleteServerCertificateCommand({ 
    ServerCertificateName: certName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「DeleteServerCertificate」を参照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

iam.deleteServerCertificate({ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME'}, 
 function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「DeleteServerCertificate」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して、IAM サービスにリンクされたロールを削
除
次のコード例は、IAM サービスにリンクされたロールを削除する方法を示しています。
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Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// DeleteServiceLinkedRole deletes a service-linked role.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteServiceLinkedRole(roleName string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteServiceLinkedRole(context.TODO(), 
 &iam.DeleteServiceLinkedRoleInput{ 
  RoleName: aws.String(roleName)}, 
 ) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete service-linked role %v. Here's why: %v\n", roleName, 
 err) 
 } 
 return err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の
「DeleteServiceLinkedRole」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

import { DeleteServiceLinkedRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} roleName 
 */
export const deleteServiceLinkedRole = (roleName) => { 
  const command = new DeleteServiceLinkedRoleCommand({ RoleName: roleName }); 
  return client.send(command);
};
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• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の
「DeleteServiceLinkedRole」を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Deletes a service-linked role from the account. 
  # 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete. 
  def delete_service_linked_role(role) 
    response = @iam_resource.client.delete_service_linked_role(role_name: 
 role.name) 
    task_id = response.deletion_task_id 
    while true 
      response = @iam_resource.client.get_service_linked_role_deletion_status( 
        deletion_task_id: task_id) 
      status = response.status 
      puts("Deletion of #{role.name} #{status}.") 
      if %w(SUCCEEDED FAILED).include?(status) 
        break 
      else 
        sleep(3) 
      end 
    end
rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
  # If AWS has not yet fully propagated the role, it deletes the role but 
  # returns NoSuchEntity. 
  if e.code != "NoSuchEntity" 
    puts("Couldn't delete #{role.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の
「DeleteServiceLinkedRole」を参照してください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn delete_service_linked_role( 
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    client: &iamClient, 
    role_name: &str,
) -> Result<(), iamError> { 
    client 
        .delete_service_linked_role() 
        .role_name(role_name) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(())
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の
「DeleteServiceLinkedRole」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ユーザーを削除する
次のコード例は、IAM ユーザーを削除する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the IAM user to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest 
 { UserName = userName }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「DeleteUser」を参照して
ください。

687

https://docs.rs/releases/search?query=aws-sdk
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/what-is.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/dotnetv3/IAM#code-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/dotnetv3/IAM#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/iam-2010-05-08/DeleteUser


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
アクション

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::DeleteUserRequest request; 
    request.SetUserName(userName); 
    auto outcome = iam.DeleteUser(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error deleting IAM user " << userName << ": " << 
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl;; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully deleted IAM user " << userName << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「DeleteUser」を参照して
ください。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// DeleteUser deletes a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUser(userName string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteUser(context.TODO(), &iam.DeleteUserInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
 } 
 return err
}
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• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「DeleteUser」を参照して
ください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) { 

        try { 
            DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder() 
                .userName(userName) 
                .build(); 

            iam.deleteUser(request); 
            System.out.println("Successfully deleted IAM user " + userName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「DeleteUser」を参照
してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ユーザーを削除。

import { DeleteUserCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 *  
 * @param {string} name 
 */
export const deleteUser = (name) => { 
  const command = new DeleteUserCommand({ UserName: name }); 
  return client.send(command);
};

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

689

https://pkg.go.dev/github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam#Client.DeleteUser
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/iam#readme
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/iam#readme
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/iam-2010-05-08/DeleteUser
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascriptv3/example_code/iam#code-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascriptv3/example_code/iam#code-examples


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
アクション

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「DeleteUser」を参
照してください。

SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  UserName: process.argv[2]
};

iam.getUser(params, function(err, data) { 
  if (err && err.code === 'NoSuchEntity') { 
    console.log("User " + process.argv[2] + " does not exist."); 
  } else { 
    iam.deleteUser(params, function(err, data) { 
      if (err) { 
        console.log("Error", err); 
      } else { 
        console.log("Success", data); 
      } 
    }); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「DeleteUser」を参

照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun deleteIAMUser(userNameVal: String) { 

    val request = DeleteUserRequest { 
        userName = userNameVal 
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    } 

    // To delete a user, ensure that the user's access keys are deleted first. 
    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        iamClient.deleteUser(request) 
        println("Successfully deleted user $userNameVal") 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「DeleteUser」を参照し
てください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def delete_user(user_name): 
    """ 
    Deletes a user. Before a user can be deleted, all associated resources, 
    such as access keys and policies, must be deleted or detached. 

    :param user_name: The name of the user. 
    """ 
    try: 
        iam.User(user_name).delete() 
        logger.info("Deleted user %s.", user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete user %s.", user_name) 
        raise

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」で「DeleteUser」
を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are 
 deleted 
  # before the user is deleted. 
  # 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user to delete. 
  def delete_user(user) 
    user.policies.each do |policy| 
      name = policy.name 
      policy.delete 
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      puts("Deleted user policy #{name}.") 
    end 
    user.access_keys.each do |key| 
      key.delete 
      puts("Deleted access key for user #{user.name}.") 
    end 
    name = user.name 
    user.delete 
    puts("Deleted user #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「DeleteUser」を参照し
てください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn delete_user(client: &iamClient, user: &User) -> Result<(), 
 SdkError<DeleteUserError>> { 
    let user = user.clone(); 
    let mut tries: i32 = 0; 
    let max_tries: i32 = 10; 

    let response: Result<(), SdkError<DeleteUserError>> = loop { 
        match client 
            .delete_user() 
            .user_name(user.user_name.as_ref().unwrap()) 
            .send() 
            .await 
        { 
            Ok(_) => { 
                break Ok(()); 
            } 
            Err(e) => { 
                tries += 1; 
                if tries > max_tries { 
                    break Err(e); 
                } 
                sleep(Duration::from_secs(2)).await; 
            } 
        } 
    }; 

    response
}
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• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「DeleteUser」を参照して
ください。

Swift

SDK for Swift

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func deleteUser(user: IAMClientTypes.User) async throws { 
        let input = DeleteUserInput( 
            userName: user.userName 
        ) 
        do { 
            _ = try await iamClient.deleteUser(input: input) 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「DeleteUser」を参照して
ください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM アクセスキーを削除します
次のコード例は、IAM アクセスキーを削除する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
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    /// Delete an IAM user's access key. 
    /// </summary> 
    /// <param name="accessKeyId">The Id for the IAM access key.</param> 
    /// <param name="userName">The username of the user that owns the IAM 
    /// access key.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteAccessKeyAsync(string accessKeyId, string 
 userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteAccessKeyAsync(new 
 DeleteAccessKeyRequest 
        { 
            AccessKeyId = accessKeyId, 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「DeleteAccessKey」を参
照してください。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::IAM::deleteAccessKey(const Aws::String &userName, 
                                  const Aws::String &accessKeyID, 
                                  const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::DeleteAccessKeyRequest request; 
    request.SetUserName(userName); 
    request.SetAccessKeyId(accessKeyID); 

    auto outcome = iam.DeleteAccessKey(request); 

    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error deleting access key " << accessKeyID << " from user " 
                  << userName << ": " << outcome.GetError().GetMessage() << 
                  std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully deleted access key " << accessKeyID 
                  << " for IAM user " << userName << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「DeleteAccessKey」を参
照してください。
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Go

SDK for Go V2
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// DeleteAccessKey deletes an access key from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteAccessKey(userName string, keyId string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteAccessKey(context.TODO(), 
 &iam.DeleteAccessKeyInput{ 
  AccessKeyId: aws.String(keyId), 
  UserName:    aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete access key %v. Here's why: %v\n", keyId, err) 
 } 
 return err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「DeleteAccessKey」を参照
してください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void deleteKey(IamClient iam ,String username, String accessKey ) 
 { 

        try { 
            DeleteAccessKeyRequest request = DeleteAccessKeyRequest.builder() 
                .accessKeyId(accessKey) 
                .userName(username) 
                .build(); 

            iam.deleteAccessKey(request); 
            System.out.println("Successfully deleted access key " + accessKey + 
                " from user " + username); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
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    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「DeleteAccessKey」
を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

アクセスキーを削除します

import { DeleteAccessKeyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} userName 
 * @param {string} accessKeyId 
 */
export const deleteAccessKey = (userName, accessKeyId) => { 
  const command = new DeleteAccessKeyCommand({ 
    AccessKeyId: accessKeyId, 
    UserName: userName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「DeleteAccessKey」を参照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID', 
  UserName: 'USER_NAME'
};

iam.deleteAccessKey(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
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    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「DeleteAccessKey」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun deleteKey(userNameVal: String, accessKey: String) { 

    val request = DeleteAccessKeyRequest { 
        accessKeyId = accessKey 
        userName = userNameVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        iamClient.deleteAccessKey(request) 
        println("Successfully deleted access key $accessKey from $userNameVal") 
    }
}

• API の詳細については、「AWSSDK for Kotlin API リファレンス」の「DeleteAccessKey」を参
照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def delete_key(user_name, key_id): 
    """ 
    Deletes a user's access key. 

    :param user_name: The user that owns the key. 
    :param key_id: The ID of the key to delete. 
    """ 

    try: 
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        key = iam.AccessKey(user_name, key_id) 
        key.delete() 
        logger.info( 
            "Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name) 
        raise

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」で
「DeleteAccessKey」を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are 
 deleted 
  # before the user is deleted. 
  # 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user to delete. 
  def delete_user(user) 
    user.policies.each do |policy| 
      name = policy.name 
      policy.delete 
      puts("Deleted user policy #{name}.") 
    end 
    user.access_keys.each do |key| 
      key.delete 
      puts("Deleted access key for user #{user.name}.") 
    end 
    name = user.name 
    user.delete 
    puts("Deleted user #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「DeleteAccessKey」を参
照してください。

Rust

SDK for Rust
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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pub async fn delete_access_key( 
    client: &iamClient, 
    user: &User, 
    key: &AccessKey,
) -> Result<(), iamError> { 
    loop { 
        match client 
            .delete_access_key() 
            .user_name(user.user_name.as_ref().unwrap()) 
            .access_key_id(key.access_key_id.as_ref().unwrap()) 
            .send() 
            .await 
        { 
            Ok(_) => { 
                break; 
            } 
            Err(e) => { 
                println!("Can't delete the access key: {:?}", e); 
                sleep(Duration::from_secs(2)).await; 
            } 
        } 
    } 
    Ok(())
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「DeleteAccessKey」を参
照してください。

Swift

SDK for Swift

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func deleteAccessKey(user: IAMClientTypes.User? = nil, 
                                key: IAMClientTypes.AccessKey) async throws { 
        let userName: String? 

        if user != nil { 
            userName = user!.userName 
        } else { 
            userName = nil 
        } 

        let input = DeleteAccessKeyInput( 
            accessKeyId: key.accessKeyId, 
            userName: userName 
        ) 
        do { 
            _ = try await iamClient.deleteAccessKey(input: input) 
        } catch { 

699

https://docs.rs/releases/search?query=aws-sdk
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/swift/example_code/iam#code-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/swift/example_code/iam#code-examples


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
アクション

            throw error 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「DeleteAccessKey」を参
照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM アカウントのエイリアスを削除する
次のコード例は、IAM アカウントエイリアスを削除する方法を示しています。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::IAM::deleteAccountAlias(const Aws::String &accountAlias, 
                                     const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::DeleteAccountAliasRequest request; 
    request.SetAccountAlias(accountAlias); 

    const auto outcome = iam.DeleteAccountAlias(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error deleting account alias " << accountAlias << ": " 
                  << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully deleted account alias " << accountAlias << 
                  std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「DeleteAccountAlias」を
参照してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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    public static void deleteIAMAccountAlias(IamClient iam, String alias ) { 

        try { 
            DeleteAccountAliasRequest request = DeleteAccountAliasRequest.builder() 
                .accountAlias(alias) 
                .build(); 

            iam.deleteAccountAlias(request); 
            System.out.println("Successfully deleted account alias " + alias); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        System.out.println("Done"); 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の
「DeleteAccountAlias」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

アカウントエイリアスを削除します。

import { DeleteAccountAliasCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} alias 
 */
export const deleteAccountAlias = (alias) => { 
  const command = new DeleteAccountAliasCommand({ AccountAlias: alias }); 

  return client.send(command);
};

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「DeleteAccountAlias」を参照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
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var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

iam.deleteAccountAlias({AccountAlias: process.argv[2]}, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「DeleteAccountAlias」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun deleteIAMAccountAlias(alias: String) { 

    val request = DeleteAccountAliasRequest { 
        accountAlias = alias 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        iamClient.deleteAccountAlias(request) 
        println("Successfully deleted account alias $alias") 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「DeleteAccountAlias」を
参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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def delete_alias(alias): 
    """ 
    Removes the alias from the current account. 

    :param alias: The alias to remove. 
    """ 
    try: 
        iam.meta.client.delete_account_alias(AccountAlias=alias) 
        logger.info("Removed alias '%s' from your account.", alias) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't remove alias '%s' from your account.", alias) 
        raise

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」で
「DeleteAccountAlias」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用してユーザーからインライン IAM ポリシーを
削除する
次のコード例は、ユーザーからインライン IAM ポリシーを削除する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy to delete.</param> 
    /// <param name="userName">The username of the IAM user.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteUserPolicyAsync(string policyName, string 
 userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteUserPolicyAsync(new 
 DeleteUserPolicyRequest { PolicyName = policyName, UserName = userName }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }
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• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「DeleteUserPolicy」を参
照してください。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// DeleteUserPolicy deletes an inline policy from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUserPolicy(userName string, policyName string) 
 error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteUserPolicy(context.TODO(), 
 &iam.DeleteUserPolicyInput{ 
  PolicyName: aws.String(policyName), 
  UserName:   aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete policy from user %v. Here's why: %v\n", userName, 
 err) 
 } 
 return err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「DeleteUserPolicy」を参照
してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are 
 deleted 
  # before the user is deleted. 
  # 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user to delete. 
  def delete_user(user) 
    user.policies.each do |policy| 
      name = policy.name 
      policy.delete 
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      puts("Deleted user policy #{name}.") 
    end 
    user.access_keys.each do |key| 
      key.delete 
      puts("Deleted access key for user #{user.name}.") 
    end 
    name = user.name 
    user.delete 
    puts("Deleted user #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「DeleteUserPolicy」を参
照してください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn delete_user_policy( 
    client: &iamClient, 
    user: &User, 
    policy_name: &str,
) -> Result<(), SdkError<DeleteUserPolicyError>> { 
    client 
        .delete_user_policy() 
        .user_name(user.user_name.as_ref().unwrap()) 
        .policy_name(policy_name) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(())
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「DeleteUserPolicy」を参
照してください。

Swift

SDK for Swift

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
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Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    func deleteUserPolicy(user: IAMClientTypes.User, policyName: String) async 
 throws { 
        let input = DeleteUserPolicyInput( 
            policyName: policyName, 
            userName: user.userName 
        ) 
        do { 
            _ = try await iamClient.deleteUserPolicy(input: input) 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「DeleteUserPolicy」を参
照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用してロールから IAM ポリシーをデタッチする
次のコード例は、ロールから IAM ポリシーをデタッチする方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Detach an IAM policy from an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM policy.</
param> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DetachRolePolicyAsync(string policyArn, string 
 roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DetachRolePolicyAsync(new 
 DetachRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyArn = policyArn, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    }
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• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「DetachRolePolicy」を参
照してください。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyRequest detachRequest; 
    detachRequest.SetRoleName(roleName); 
    detachRequest.SetPolicyArn(policyArn); 

    auto detachOutcome = iam.DetachRolePolicy(detachRequest); 
    if (!detachOutcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Failed to detach policy " << policyArn << " from role " 
                  << roleName << ": " << detachOutcome.GetError().GetMessage() << 
                  std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Successfully detached policy " << policyArn << " from role " 
                  << roleName << std::endl; 
    } 

    return detachOutcome.IsSuccess();

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「DetachRolePolicy」を参
照してください。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// DetachRolePolicy detaches a policy from a role.
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func (wrapper RoleWrapper) DetachRolePolicy(roleName string, policyArn string) 
 error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DetachRolePolicy(context.TODO(), 
 &iam.DetachRolePolicyInput{ 
  PolicyArn: aws.String(policyArn), 
  RoleName:  aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't detach policy from role %v. Here's why: %v\n", roleName, 
 err) 
 } 
 return err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「DetachRolePolicy」を参照
してください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void detachPolicy(IamClient iam, String roleName, String 
 policyArn ) { 

        try { 
            DetachRolePolicyRequest request = DetachRolePolicyRequest.builder() 
                .roleName(roleName) 
                .policyArn(policyArn) 
                .build(); 

            iam.detachRolePolicy(request); 
            System.out.println("Successfully detached policy " + policyArn + 
                " from role " + roleName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「DetachRolePolicy」
を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ポリシーをデタッチします。
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import { DetachRolePolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} policyArn 
 * @param {string} roleName 
 */
export const detachRolePolicy = (policyArn, roleName) => { 
  const command = new DetachRolePolicyCommand({ 
    PolicyArn: policyArn, 
    RoleName: roleName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「DetachRolePolicy」を参照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var paramsRoleList = { 
  RoleName: process.argv[2]
};

iam.listAttachedRolePolicies(paramsRoleList, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    var myRolePolicies = data.AttachedPolicies; 
    myRolePolicies.forEach(function (val, index, array) { 
      if (myRolePolicies[index].PolicyName === 'AmazonDynamoDBFullAccess') { 
        var params = { 
          PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonDynamoDBFullAccess', 
          RoleName: process.argv[2] 
        }; 
        iam.detachRolePolicy(params, function(err, data) { 
          if (err) { 
            console.log("Unable to detach policy from role", err); 
          } else { 
            console.log("Policy detached from role successfully"); 
            process.exit(); 
          } 
        }); 
      } 
    }); 
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  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「DetachRolePolicy」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun detachPolicy(roleNameVal: String, policyArnVal: String) { 

    val request = DetachRolePolicyRequest { 
        roleName = roleNameVal 
        policyArn = policyArnVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        iamClient.detachRolePolicy(request) 
        println("Successfully detached policy $policyArnVal from role 
 $roleNameVal") 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「DetachRolePolicy」を
参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

Boto3 Policy オブジェクトを使用して、ロールからポリシーをデタッチします。

def detach_from_role(role_name, policy_arn): 
    """ 
    Detaches a policy from a role. 

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN. 
    :param policy_arn: The ARN of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.Policy(policy_arn).detach_role(RoleName=role_name) 
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        logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name) 
        raise

Boto3 Role オブジェクトを使用して、ロールからポリシーをデタッチします。

def detach_policy(role_name, policy_arn): 
    """ 
    Detaches a policy from a role. 

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN. 
    :param policy_arn: The ARN of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.Role(role_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn) 
        logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name) 
        raise

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「DetachRolePolicy」を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and 
  # deleted before the role is deleted. 
  # 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete. 
  def delete_role(role) 
    role.attached_policies.each do |policy| 
      name = policy.policy_name 
      policy.detach_role(role_name: role.name) 
      policy.delete 
      puts("Deleted policy #{name}.") 
    end 
    name = role.name 
    role.delete 
    puts("Deleted role #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「DetachRolePolicy」を参
照してください。
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Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn detach_role_policy( 
    client: &iamClient, 
    role_name: &str, 
    policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> { 
    client 
        .detach_role_policy() 
        .role_name(role_name) 
        .policy_arn(policy_arn) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(())
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「DetachRolePolicy」を参
照してください。

Swift

SDK for Swift

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func detachRolePolicy(policy: IAMClientTypes.Policy, role: 
 IAMClientTypes.Role) async throws { 
        let input = DetachRolePolicyInput( 
            policyArn: policy.arn, 
            roleName: role.roleName 
        ) 

        do { 
            _ = try await iamClient.detachRolePolicy(input: input) 
        } catch { 
            throw error 
        } 
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    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「DetachRolePolicy」を参
照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ポリシーをユーザーからデタッチす
る
次のコード例は、IAM ポリシーからポリシーをデタッチする方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def detach_policy(user_name, policy_arn): 
    """ 
    Detaches a policy from a user. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.User(user_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn) 
        logger.info("Detached policy %s from user %s.", policy_arn, user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't detach policy %s from user %s.", policy_arn, user_name) 
        raise

• API の詳細については、「AWSSDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「DetachUserPolicy」を参照してください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。
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Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn detach_user_policy( 
    client: &iamClient, 
    user_name: &str, 
    policy_arn: &str,
) -> Result<(), iamError> { 
    client 
        .detach_user_policy() 
        .user_name(user_name) 
        .policy_arn(policy_arn) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(())
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「DetachUserPolicy」を参
照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM から認証情報レポートを生成する
次のコード例では、IAM から現在のアカウントの認証情報レポートを生成する方法を示しています。レ
ポートが生成されたら、GetCredentialReport アクションを使用してレポートを取得します。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def generate_credential_report(): 
    """ 
    Starts generation of a credentials report about the current account. After 
    calling this function to generate the report, call get_credential_report 
    to get the latest report. A new report can be generated a minimum of four hours 
    after the last one was generated. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.generate_credential_report() 
        logger.info("Generating credentials report for your account. " 
                    "Current state is %s.", response['State']) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't generate a credentials report for your 
 account.") 
        raise 
    else: 
        return response
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• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「GenerateCredentialReport」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM から認証情報レポートを取得する
次のコード例は、IAM から生成された最新の認証情報レポートを取得する方法を示しています。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def get_credential_report(): 
    """ 
    Gets the most recently generated credentials report about the current account. 

    :return: The credentials report. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.get_credential_report() 
        logger.debug(response['Content']) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get credentials report.") 
        raise 
    else: 
        return response['Content']

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「GetCredentialReport」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用してアカウントの詳細な IAM 認証情報レポー
トを取得する
次のコード例は、アカウントの詳細な IAM 認証情報レポートを取得する方法を示しています。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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def get_authorization_details(response_filter): 
    """ 
    Gets an authorization detail report for the current account. 

    :param response_filter: A list of resource types to include in the report, such 
                            as users or roles. When not specified, all resources 
                            are included. 
    :return: The authorization detail report. 
    """ 
    try: 
        account_details = iam.meta.client.get_account_authorization_details( 
            Filter=response_filter 
        ) 
        logger.debug(account_details) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get details for your account.") 
        raise 
    else: 
        return account_details

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「GetAccountAuthorizationDetails」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ポリシーを取得する
次のコード例は、IAM ポリシーを取得する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The IAM policy to retrieve information for.</param> 
    /// <returns>The IAM policy.</returns> 
    public async Task<ManagedPolicy> GetPolicyAsync(string policyArn) 
    { 

        var response = await _IAMService.GetPolicyAsync(new GetPolicyRequest 
 { PolicyArn = policyArn }); 
        return response.Policy; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「GetPolicy」を参照して
ください。
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C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::IAM::getPolicy(const Aws::String &policyArn, 
                            const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::GetPolicyRequest request; 
    request.SetPolicyArn(policyArn); 

    auto outcome = iam.GetPolicy(request); 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error getting policy " << policyArn << ": " << 
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        const auto &policy = outcome.GetResult().GetPolicy(); 
        std::cout << "Name: " << policy.GetPolicyName() << std::endl << 
                  "ID: " << policy.GetPolicyId() << std::endl << "Arn: " << 
                  policy.GetArn() << std::endl << "Description: " << 
                  policy.GetDescription() << std::endl << "CreateDate: " << 
                  
 policy.GetCreateDate().ToGmtString(Aws::Utils::DateFormat::ISO_8601) 
                  << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「GetPolicy」を参照してく
ださい。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy 
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// GetPolicy gets data about a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) GetPolicy(policyArn string) (*types.Policy, error) { 
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 var policy *types.Policy 
 result, err := wrapper.IamClient.GetPolicy(context.TODO(), &iam.GetPolicyInput{ 
  PolicyArn: aws.String(policyArn), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't get policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err) 
 } else { 
  policy = result.Policy 
 } 
 return policy, err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「GetPolicy」を参照してく
ださい。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ポリシーを取得します。

import { GetPolicyCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} policyArn 
 */
export const getPolicy = (policyArn) => { 
  const command = new GetPolicyCommand({ 
    PolicyArn: policyArn, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「GetPolicy」を参照

してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

718

https://pkg.go.dev/github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/iam#Client.GetPolicy
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascriptv3/example_code/iam#code-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascriptv3/example_code/iam#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/client-iam/classes/getpolicycommand.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascript/example_code/iam#code-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascript/example_code/iam#code-examples


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
アクション

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  PolicyArn: 'arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambdaExecute'
};

iam.getPolicy(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data.Policy.Description); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「GetPolicy」を参照

してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun getIAMPolicy(policyArnVal: String?) { 

    val request = GetPolicyRequest { 
        policyArn = policyArnVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.getPolicy(request) 
        println("Successfully retrieved policy ${response.policy?.policyName}") 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「GetPolicy」を参照して
ください。

PHP

SDK for PHP

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function getPolicy($policyArn) 
    { 
        return $this->customWaiter(function () use ($policyArn) { 
            return $this->iamClient->getPolicy(['PolicyArn' => $policyArn]); 
        }); 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の「GetPolicy」を参照して
ください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def get_default_policy_statement(policy_arn): 
    """ 
    Gets the statement of the default version of the specified policy. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy to look up. 
    :return: The statement of the default policy version. 
    """ 
    try: 
        policy = iam.Policy(policy_arn) 
        # To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy. 
        policy_doc = policy.default_version.document 
        policy_statement = policy_doc.get('Statement', None) 
        logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name) 
        logger.info(policy_doc) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.", 
 policy_arn) 
        raise 
    else: 
        return policy_statement

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の「GetPolicy」を
参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Gets data about a policy. 
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  # 
  # @param policy_arn [String] The ARN of the policy to look up. 
  # @return [Aws::IAM::Policy] The retrieved policy. 
  def get_policy(policy_arn) 
    policy = @iam_resource.policy(policy_arn) 
    puts("Got policy '#{policy.policy_name}'. Its ID is: #{policy.policy_id}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't get policy '#{policy_arn}'. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    policy 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「GetPolicy」を参照して
ください。

Swift

SDK for Swift

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func getPolicy(arn: String) async throws -> IAMClientTypes.Policy { 
        let input = GetPolicyInput( 
            policyArn: arn 
        ) 
        do { 
            let output = try await client.getPolicy(input: input) 
            guard let policy = output.policy else { 
                throw ServiceHandlerError.noSuchPolicy 
            } 
            return policy 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「GetPolicy」を参照して
ください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ポリシーのバージョンを取得する
以下のコード例は、IAM ポリシーのバージョンを取得する方法を示しています。
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Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def get_default_policy_statement(policy_arn): 
    """ 
    Gets the statement of the default version of the specified policy. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy to look up. 
    :return: The statement of the default policy version. 
    """ 
    try: 
        policy = iam.Policy(policy_arn) 
        # To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy. 
        policy_doc = policy.default_version.document 
        policy_statement = policy_doc.get('Statement', None) 
        logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name) 
        logger.info(policy_doc) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.", 
 policy_arn) 
        raise 
    else: 
        return policy_statement

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「GetPolicyVersion」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ロールを取得する
次のコード例は、IAM ロールを取得する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to retrieve information 
    /// for.</param> 
    /// <returns>The IAM role that was retrieved.</returns> 
    public async Task<Role> GetRoleAsync(string roleName) 
    { 
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        var response = await _IAMService.GetRoleAsync(new GetRoleRequest 
        { 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.Role; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「GetRole」を参照してく
ださい。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// GetRole gets data about a role.
func (wrapper RoleWrapper) GetRole(roleName string) (*types.Role, error) { 
 var role *types.Role 
 result, err := wrapper.IamClient.GetRole(context.TODO(), 
  &iam.GetRoleInput{RoleName: aws.String(roleName)}) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't get role %v. Here's why: %v\n", roleName, err) 
 } else { 
  role = result.Role 
 } 
 return role, err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「GetRole」を参照してくだ
さい。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ロールを取得します。
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import { GetRoleCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} roleName 
 */
export const getRole = (roleName) => { 
  const command = new GetRoleCommand({ 
    RoleName: roleName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「GetRole」を参照
してください。

PHP

SDK for PHP

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function getRole($roleName) 
    { 
        return $this->customWaiter(function () use ($roleName) { 
            return $this->iamClient->getRole(['RoleName' => $roleName]); 
        }); 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の「GetRole」を参照してく
ださい。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def get_role(role_name): 
    """ 
    Gets a role by name. 

    :param role_name: The name of the role to retrieve. 
    :return: The specified role. 
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    """ 
    try: 
        role = iam.Role(role_name) 
        role.load()  # calls GetRole to load attributes 
        logger.info("Got role with arn %s.", role.arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get role named %s.", role_name) 
        raise 
    else: 
        return role

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の「GetRole」を
参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Gets data about a role. 
  # 
  # @param name [String] The name of the role to look up. 
  # @return [Aws::IAM::Role] The retrieved role. 
  def get_role(name) 
    role = @iam_resource.role(name) 
    puts("Got data for role '#{role.name}'. Its ARN is '#{role.arn}'.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't get data for role '#{name}' Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    role 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「GetRole」を参照してく
ださい。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn get_role( 
    client: &iamClient, 
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    role_name: String,
) -> Result<GetRoleOutput, SdkError<GetRoleError>> { 
    let response = client.get_role().role_name(role_name).send().await?; 
    Ok(response)
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「GetRole」を参照してく
ださい。

Swift

SDK for Swift

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func getRole(name: String) async throws -> IAMClientTypes.Role { 
        let input = GetRoleInput( 
            roleName: name 
        ) 
        do { 
            let output = try await client.getRole(input: input) 
            guard let role = output.role else { 
                throw ServiceHandlerError.noSuchRole 
            } 
            return role 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「GetRole」を参照してく
ださい。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書を取得する
次のコード例は、IAM サーバー証明書を取得する方法を示しています。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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bool AwsDoc::IAM::getServerCertificate(const Aws::String &certificateName, 
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::GetServerCertificateRequest request; 
    request.SetServerCertificateName(certificateName); 

    auto outcome = iam.GetServerCertificate(request); 
    bool result = true; 
    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        if (outcome.GetError().GetErrorType() != 
 Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) { 
            std::cerr << "Error getting server certificate " << certificateName << 
                      ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            result = false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Certificate '" << certificateName 
                      << "' not found." << std::endl; 
        } 
    } 
    else { 
        const auto &certificate = outcome.GetResult().GetServerCertificate(); 
        std::cout << "Name: " << 
                  
 certificate.GetServerCertificateMetadata().GetServerCertificateName() 
                  << std::endl << "Body: " << certificate.GetCertificateBody() << 
                  std::endl << "Chain: " << certificate.GetCertificateChain() << 
                  std::endl; 
    } 

    return result;
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「GetServerCertificate」を
参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

サーバー証明書を取得します。

import { GetServerCertificateCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} certName 
 * @returns 
 */
export const getServerCertificate = async (certName) => { 
  const command = new GetServerCertificateCommand({ 
    ServerCertificateName: certName, 
  }); 
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  const response = await client.send(command); 
  console.log(response); 
  return response;
};

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「GetServerCertificate」を参照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

iam.getServerCertificate({ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME'}, function(err, 
 data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「GetServerCertificate」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して、IAM サービスにリンクされたロールの削
除ステータスを取得する
次のコード例は、AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールの削除ス
テータスを取得する方法を示しています。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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import { GetServiceLinkedRoleDeletionStatusCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/
client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} deletionTaskId 
 */
export const getServiceLinkedRoleDeletionStatus = (deletionTaskId) => { 
  const command = new GetServiceLinkedRoleDeletionStatusCommand({ 
    DeletionTaskId: deletionTaskId, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の
「GetServiceLinkedRoleDeletionStatus」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM からアカウントの使用状況の概要を
取得する
以下のコード例は、IAM からアカウントの使用状況の概要を取得する方法を示しています。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def get_summary(): 
    """ 
    Gets a summary of account usage. 

    :return: The summary of account usage. 
    """ 
    try: 
        summary = iam.AccountSummary() 
        logger.debug(summary.summary_map) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get a summary for your account.") 
        raise 
    else: 
        return summary.summary_map

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「GetAccountSummary」を参照してください。
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AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用してIAM ユーザーを取得する
次に、IAM ユーザーを取得するコード例を示します。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user.</param> 
    /// <returns>An IAM user object.</returns> 
    public async Task<User> GetUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.GetUserAsync(new GetUserRequest { UserName 
 = userName }); 
        return response.User; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「GetUser」を参照してく
ださい。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}
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// GetUser gets data about a user.
func (wrapper UserWrapper) GetUser(userName string) (*types.User, error) { 
 var user *types.User 
 result, err := wrapper.IamClient.GetUser(context.TODO(), &iam.GetUserInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  var apiError smithy.APIError 
  if errors.As(err, &apiError) { 
   switch apiError.(type) { 
   case *types.NoSuchEntityException: 
    log.Printf("User %v does not exist.\n", userName) 
    err = nil 
   default: 
    log.Printf("Couldn't get user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
   } 
  } 
 } else { 
  user = result.User 
 } 
 return user, err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「GetUser」を参照してくだ
さい。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM アクセスキーの最後の使用に関する
データを取得する
次のコード例は、IAM アクセスキーの最後の使用に関するデータを取得する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::IAM::accessKeyLastUsed(const Aws::String &secretKeyID, 
                                    const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
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    Aws::IAM::Model::GetAccessKeyLastUsedRequest request; 

    request.SetAccessKeyId(secretKeyID); 

    Aws::IAM::Model::GetAccessKeyLastUsedOutcome outcome = 
 iam.GetAccessKeyLastUsed( 
            request); 

    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error querying last used time for access key " << 
                  secretKeyID << ":" << outcome.GetError().GetMessage() << 
 std::endl; 
    } 
    else { 
        Aws::String lastUsedTimeString = 
                outcome.GetResult() 
                        .GetAccessKeyLastUsed() 
                        .GetLastUsedDate() 
                        .ToGmtString(Aws::Utils::DateFormat::ISO_8601); 
        std::cout << "Access key " << secretKeyID << " last used at time " << 
                  lastUsedTimeString << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ SDK for Rust API リファレンス」の
「GetAccessKeyLastUsed」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

アクセスキーを取得します。

import { GetAccessKeyLastUsedCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} accessKeyId 
 */
export const getAccessKeyLastUsed = async (accessKeyId) => { 
  const command = new GetAccessKeyLastUsedCommand({ 
    AccessKeyId: accessKeyId, 
  }); 

  const response = await client.send(command); 
   
  if (response.AccessKeyLastUsed?.LastUsedDate) { 
    console.log(` 
    ${accessKeyId} was last used by ${response.UserName} via  
    the ${response.AccessKeyLastUsed.ServiceName} service on 
    ${response.AccessKeyLastUsed.LastUsedDate.toISOString()} 
    `); 
  } 
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  return response;
};

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript SDK for Rust API リファレンス」の

「GetAccessKeyLastUsed」を参照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

iam.getAccessKeyLastUsed({AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID'}, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data.AccessKeyLastUsed); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript SDK for Rust API リファレンス」の

「GetAccessKeyLastUsed」を参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def get_last_use(key_id): 
    """ 
    Gets information about when and how a key was last used. 

    :param key_id: The ID of the key to look up. 
    :return: Information about the key's last use. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.get_access_key_last_used(AccessKeyId=key_id) 
        last_used_date = response['AccessKeyLastUsed'].get('LastUsedDate', None) 
        last_service = response['AccessKeyLastUsed'].get('ServiceName', None) 
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        logger.info( 
            "Key %s was last used by %s on %s to access %s.", key_id, 
            response['UserName'], last_used_date, last_service) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get last use of key %s.", key_id) 
        raise 
    else: 
        return response

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「GetAccessKeyLastUsed」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM アカウントのパスワードポリシーを
取得する
次のコード例は、IAM アカウントのパスワードポリシーを取得する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Gets the IAM password policy for an AWS account. 
    /// </summary> 
    /// <returns>The PasswordPolicy for the AWS account.</returns> 
    public async Task<PasswordPolicy> GetAccountPasswordPolicyAsync() 
    { 
        var response = await _IAMService.GetAccountPasswordPolicyAsync(new 
 GetAccountPasswordPolicyRequest()); 
        return response.PasswordPolicy; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET SDK for Kotlin API リファレンス」の
「GetAccountPasswordPolicy」を参照してください。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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// AccountWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) account 
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform account actions.
type AccountWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// GetAccountPasswordPolicy gets the account password policy for the current 
 account.
// If no policy has been set, a NoSuchEntityException is error is returned.
func (wrapper AccountWrapper) GetAccountPasswordPolicy() (*types.PasswordPolicy, 
 error) { 
 var pwPolicy *types.PasswordPolicy 
 result, err := wrapper.IamClient.GetAccountPasswordPolicy(context.TODO(), 
  &iam.GetAccountPasswordPolicyInput{}) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't get account password policy. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  pwPolicy = result.PasswordPolicy 
 } 
 return pwPolicy, err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go SDK for Kotlin API リファレンス」の
「GetAccountPasswordPolicy」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

アカウントのパスワードポリシーを取得します。

import { 
  GetAccountPasswordPolicyCommand, 
  IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

export const getAccountPasswordPolicy = async () => { 
  const command = new GetAccountPasswordPolicyCommand({}); 

  const response = await client.send(command); 
  console.log(response.PasswordPolicy); 
  return response;
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript SDK for Kotlin API リファレンス」の
「GetAccountPasswordPolicy」を参照してください。
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PHP

SDK for PHP

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function getAccountPasswordPolicy() 
    { 
        return $this->iamClient->getAccountPasswordPolicy(); 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP SDK for Kotlin API リファレンス」の
「GetAccountPasswordPolicy」を参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def print_password_policy(): 
    """ 
    Prints the password policy for the account. 
    """ 
    try: 
        pw_policy = iam.AccountPasswordPolicy() 
        print("Current account password policy:") 
        print(f"\tallow_users_to_change_password: 
 {pw_policy.allow_users_to_change_password}") 
        print(f"\texpire_passwords: {pw_policy.expire_passwords}") 
        print(f"\thard_expiry: {pw_policy.hard_expiry}") 
        print(f"\tmax_password_age: {pw_policy.max_password_age}") 
        print(f"\tminimum_password_length: {pw_policy.minimum_password_length}") 
        print(f"\tpassword_reuse_prevention: 
 {pw_policy.password_reuse_prevention}") 
        print(f"\trequire_lowercase_characters: 
 {pw_policy.require_lowercase_characters}") 
        print(f"\trequire_numbers: {pw_policy.require_numbers}") 
        print(f"\trequire_symbols: {pw_policy.require_symbols}") 
        print(f"\trequire_uppercase_characters: 
 {pw_policy.require_uppercase_characters}") 
        printed = True 
    except ClientError as error: 
        if error.response['Error']['Code'] == 'NoSuchEntity': 
            print("The account does not have a password policy set.") 
        else: 
            logger.exception("Couldn't get account password policy.") 
            raise 
    else: 
        return printed
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• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「GetAccountPasswordPolicy」を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Prints the password policy for the account. 
  def print_account_password_policy 
    policy = @iam_resource.account_password_policy 
    policy.load 
    puts("The account password policy is:") 
    puts(policy.data.to_h) 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    if e.code == "NoSuchEntity" 
      puts("The account does not have a password policy.") 
    else 
      puts("Couldn't print the account password policy. Here's why:") 
      puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
      raise 
    end 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby SDK for Kotlin API リファレンス」の
「GetAccountPasswordPolicy」を参照してください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn get_account_password_policy( 
    client: &iamClient,
) -> Result<GetAccountPasswordPolicyOutput, 
 SdkError<GetAccountPasswordPolicyError>> { 
    let response = client.get_account_password_policy().send().await?; 

    Ok(response)
}
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• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の
「GetAccountPasswordPolicy」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM の SAML プロバイダーを一覧表示す
る
次のコード例は、IAM の SAML プロバイダーを一覧表示する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// List SAML authentication providers. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of SAML providers.</returns> 
    public async Task<List<SAMLProviderListEntry>> ListSAMLProvidersAsync() 
    { 
        var response = await _IAMService.ListSAMLProvidersAsync(new 
 ListSAMLProvidersRequest()); 
        return response.SAMLProviderList; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「ListSAMLProviders」を
参照してください。

Go

SDK for Go V2
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// AccountWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) account 
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform account actions.
type AccountWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListSAMLProviders gets the SAML providers for the account.
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func (wrapper AccountWrapper) ListSAMLProviders() ([]types.SAMLProviderListEntry, 
 error) { 
 var providers []types.SAMLProviderListEntry 
 result, err := wrapper.IamClient.ListSAMLProviders(context.TODO(), 
 &iam.ListSAMLProvidersInput{}) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list SAML providers. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  providers = result.SAMLProviderList 
 } 
 return providers, err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「ListSAMLProviders」を参
照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

SAML プロバイダーを一覧表示します。

import { ListSAMLProvidersCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

export const listSamlProviders = async () => { 
  const command = new ListSAMLProvidersCommand({}); 

  const response = await client.send(command); 
  console.log(response); 
  return response;
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の
「ListSAMLProviders」を参照してください。

PHP

SDK for PHP
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listSAMLProviders() 
    { 
        return $this->iamClient->listSAMLProviders(); 
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    }

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の「ListSAMLProviders」を
参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def list_saml_providers(count): 
    """ 
    Lists the SAML providers for the account. 

    :param count: The maximum number of providers to list. 
    """ 
    try: 
        found = 0 
        for provider in iam.saml_providers.limit(count): 
            logger.info('Got SAML provider %s.', provider.arn) 
            found += 1 
        if found == 0: 
            logger.info("Your account has no SAML providers.") 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't list SAML providers.") 
        raise

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「ListSAMLProviders」を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Lists up to a specified number of SAML providers for the account. 
  # 
  # @param count [Integer] The maximum number of providers to list. 
  def list_saml_providers(count) 
    @iam_resource.saml_providers.limit(count).each do |provider| 
      puts("\t#{provider.arn}") 
    end 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't list SAML providers. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end

740

https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/iam-2010-05-08/ListSAMLProviders
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/python/example_code/iam#code-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/python/example_code/iam#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/iam-2010-05-08/ListSAMLProviders
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/ruby/example_code/iam#code-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/ruby/example_code/iam#code-examples


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
アクション

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「ListSAMLProviders」を
参照してください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn list_saml_providers( 
    client: &Client,
) -> Result<ListSamlProvidersOutput, SdkError<ListSAMLProvidersError>> { 
    let response = client.list_saml_providers().send().await?; 

    Ok(response)
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「ListSAMLProviders」を
参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用してユーザーの IAM アクセスキーを一覧表示
する
次のコード例は、ユーザーの IAM アクセスキーを一覧表示する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::IAM::listAccessKeys(const Aws::String &userName, 
                                 const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
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    Aws::IAM::Model::ListAccessKeysRequest request; 
    request.SetUserName(userName); 

    bool done = false; 
    bool header = false; 
    while (!done) { 
        auto outcome = iam.ListAccessKeys(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Failed to list access keys for user " << userName 
                      << ": " << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            return false; 
        } 

        if (!header) { 
            std::cout << std::left << std::setw(32) << "UserName" << 
                      std::setw(30) << "KeyID" << std::setw(20) << "Status" << 
                      std::setw(20) << "CreateDate" << std::endl; 
            header = true; 
        } 

        const auto &keys = outcome.GetResult().GetAccessKeyMetadata(); 
        const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d"; 

        for (const auto &key: keys) { 
            Aws::String statusString = 
                    Aws::IAM::Model::StatusTypeMapper::GetNameForStatusType( 
                            key.GetStatus()); 
            std::cout << std::left << std::setw(32) << key.GetUserName() << 
                      std::setw(30) << key.GetAccessKeyId() << std::setw(20) << 
                      statusString << std::setw(20) << 
                      key.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) << 
 std::endl; 
        } 

        if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) { 
            request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker()); 
        } 
        else { 
            done = true; 
        } 
    } 

    return true;
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「ListAccessKeys」を参照
してください。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
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 IamClient *iam.Client
}

// ListAccessKeys lists the access keys for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListAccessKeys(userName string) 
 ([]types.AccessKeyMetadata, error) { 
 var keys []types.AccessKeyMetadata 
 result, err := wrapper.IamClient.ListAccessKeys(context.TODO(), 
 &iam.ListAccessKeysInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list access keys for user %v. Here's why: %v\n", userName, 
 err) 
 } else { 
  keys = result.AccessKeyMetadata 
 } 
 return keys, err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「ListAccessKeys」を参照
してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void listKeys( IamClient iam,String userName ){ 

        try { 
            boolean done = false; 
            String newMarker = null; 

            while (!done) { 
                ListAccessKeysResponse response; 

                if(newMarker == null) { 
                    ListAccessKeysRequest request = ListAccessKeysRequest.builder() 
                    .userName(userName) 
                    .build(); 

                    response = iam.listAccessKeys(request); 

                } else { 
                    ListAccessKeysRequest request = ListAccessKeysRequest.builder() 
                        .userName(userName) 
                        .marker(newMarker) 
                        .build(); 

                    response = iam.listAccessKeys(request); 
                } 

                for (AccessKeyMetadata metadata : response.accessKeyMetadata()) { 
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                    System.out.format("Retrieved access key %s", 
 metadata.accessKeyId()); 
            } 

            if (!response.isTruncated()) { 
                done = true; 
            } else { 
                newMarker = response.marker(); 
            } 
        } 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「ListAccessKeys」を
参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

アクセスキーを一覧表示します。

import { ListAccessKeysCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * A generator function that handles paginated results. 
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to simplify 
 this. 
 * 
 * @param {string} userName 
 */
export async function* listAccessKeys(userName) { 
  const command = new ListAccessKeysCommand({ 
    MaxItems: 5, 
    UserName: userName, 
  }); 

  /** 
   * @type {import("@aws-sdk/client-iam").ListAccessKeysCommandOutput | undefined} 
   */ 
  let response = await client.send(command); 

  while (response?.AccessKeyMetadata?.length) { 
    for (const key of response.AccessKeyMetadata) { 
      yield key; 
    } 

    if (response.IsTruncated) { 
      response = await client.send( 
        new ListAccessKeysCommand({ 
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          Marker: response.Marker, 
        }) 
      ); 
    } else { 
      break; 
    } 
  }
}

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「ListAccessKeys」

を参照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  MaxItems: 5, 
  UserName: 'IAM_USER_NAME'
};

iam.listAccessKeys(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「ListAccessKeys」

を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

745

https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/client-iam/classes/listaccesskeyscommand.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascript/example_code/iam#code-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javascript/example_code/iam#code-examples
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/iam-2010-05-08/ListAccessKeys
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/kotlin/services/iam#code-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/kotlin/services/iam#code-examples


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
アクション

suspend fun listKeys(userNameVal: String?) { 

    val request = ListAccessKeysRequest { 
        userName = userNameVal 
    } 
    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.listAccessKeys(request) 
        response.accessKeyMetadata?.forEach { md -> 
            println("Retrieved access key ${md.accessKeyId}") 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「ListAccessKeys」を参
照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def list_keys(user_name): 
    """ 
    Lists the keys owned by the specified user. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :return: The list of keys owned by the user. 
    """ 
    try: 
        keys = list(iam.User(user_name).access_keys.all()) 
        logger.info("Got %s access keys for %s.", len(keys), user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get access keys for %s.", user_name) 
        raise 
    else: 
        return keys

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「ListAccessKeys」を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are 
 deleted 
  # before the user is deleted. 
  # 
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  # @param user [Aws::IAM::User] The user to delete. 
  def delete_user(user) 
    user.policies.each do |policy| 
      name = policy.name 
      policy.delete 
      puts("Deleted user policy #{name}.") 
    end 
    user.access_keys.each do |key| 
      key.delete 
      puts("Deleted access key for user #{user.name}.") 
    end 
    name = user.name 
    user.delete 
    puts("Deleted user #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「ListAccessKeys」を参
照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM アカウントのエイリアスを一覧表示
する
次のコード例は、IAM アカウントエイリアスの一覧表示方法を示しています。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool
AwsDoc::IAM::listAccountAliases(const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::ListAccountAliasesRequest request; 

    bool done = false; 
    bool header = false; 
    while (!done) { 
        auto outcome = iam.ListAccountAliases(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Failed to list account aliases: " << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            return false; 
        } 

        const auto &aliases = outcome.GetResult().GetAccountAliases(); 
        if (!header) { 
            if (aliases.size() == 0) { 
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                std::cout << "Account has no aliases" << std::endl; 
                break; 
            } 
            std::cout << std::left << std::setw(32) << "Alias" << std::endl; 
            header = true; 
        } 

        for (const auto &alias: aliases) { 
            std::cout << std::left << std::setw(32) << alias << std::endl; 
        } 

        if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) { 
            request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker()); 
        } 
        else { 
            done = true; 
        } 
    } 

    return true;
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「ListAccountAliases」を参
照してください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void listAliases(IamClient iam) { 

        try { 
            ListAccountAliasesResponse response = iam.listAccountAliases(); 
            for (String alias : response.accountAliases()) { 
                System.out.printf("Retrieved account alias %s", alias); 
            } 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「ListAccountAliases」
を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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アカウントエイリアスを一覧表示します。

import { ListAccountAliasesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * A generator function that handles paginated results. 
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to simplify 
 this. 
 */
export async function* listAccountAliases() { 
  const command = new ListAccountAliasesCommand({ MaxItems: 5 }); 

  let response = await client.send(command); 

  while (response.AccountAliases?.length) { 
    for (const alias of response.AccountAliases) { 
      yield alias; 
    } 

    if (response.IsTruncated) { 
      response = await client.send( 
        new ListAccountAliasesCommand({ 
          Marker: response.Marker, 
          MaxItems: 5, 
        }) 
      ); 
    } else { 
      break; 
    } 
  }
}

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「ListAccountAliases」を参照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

iam.listAccountAliases({MaxItems: 10}, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});
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• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「ListAccountAliases」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun listAliases() { 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.listAccountAliases(ListAccountAliasesRequest {}) 
        response.accountAliases?.forEach { alias -> 
            println("Retrieved account alias $alias") 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「ListAccountAliases」を
参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def list_aliases(): 
    """ 
    Gets the list of aliases for the current account. An account has at most one 
 alias. 

    :return: The list of aliases for the account. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.list_account_aliases() 
        aliases = response['AccountAliases'] 
        if len(aliases) > 0: 
            logger.info("Got aliases for your account: %s.", ','.join(aliases)) 
        else: 
            logger.info("Got no aliases for your account.") 
    except ClientError: 
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        logger.exception("Couldn't list aliases for your account.") 
        raise 
    else: 
        return response['AccountAliases']

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「ListAccountAliases」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM グループを一覧表示する
次のコード例は、IAM グループを一覧表示する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// List IAM groups. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM groups.</returns> 
    public async Task<List<Group>> ListGroupsAsync() 
    { 
        var groupsPaginator = _IAMService.Paginators.ListGroups(new 
 ListGroupsRequest()); 
        var groups = new List<Group>(); 

        await foreach (var response in groupsPaginator.Responses) 
        { 
            groups.AddRange(response.Groups); 
        } 

        return groups; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「ListGroup」を参照して
ください。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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// GroupWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) group actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform group actions.
type GroupWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListGroups lists up to maxGroups number of groups.
func (wrapper GroupWrapper) ListGroups(maxGroups int32) ([]types.Group, error) { 
 var groups []types.Group 
 result, err := wrapper.IamClient.ListGroups(context.TODO(), &iam.ListGroupsInput{ 
  MaxItems: aws.Int32(maxGroups), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list groups. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  groups = result.Groups 
 } 
 return groups, err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「ListGroup」を参照してく
ださい。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

グループを一覧表示します。

import { ListGroupsCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * A generator function that handles paginated results. 
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to simplify 
 this. 
 */
export async function* listGroups() { 
  const command = new ListGroupsCommand({ 
    MaxItems: 10, 
  }); 

  let response = await client.send(command); 

  while (response.Groups?.length) { 
    for (const group of response.Groups) { 
      yield group; 
    } 

    if (response.IsTruncated) { 
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      response = await client.send( 
        new ListGroupsCommand({ 
          Marker: response.Marker, 
          MaxItems: 10, 
        }) 
      ); 
    } else { 
      break; 
    } 
  }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「ListGroup」を参照
してください。

PHP

SDK for PHP

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listGroups($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listGroupsArguments = []; 
        if ($pathPrefix) { 
            $listGroupsArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix; 
        } 
        if ($marker) { 
            $listGroupsArguments["Marker"] = $marker; 
        } 
        if ($maxItems) { 
            $listGroupsArguments["MaxItems"] = $maxItems; 
        } 

        return $this->iamClient->listGroups($listGroupsArguments); 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の「ListGroup」を参照して
ください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def list_groups(count): 
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    """ 
    Lists the specified number of groups for the account. 

    :param count: The number of groups to list. 
    """ 
    try: 
        for group in iam.groups.limit(count): 
            logger.info("Group: %s", group.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't list groups for the account.") 
        raise

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の「ListGroups」
を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Lists up to a specified number of groups for the account. 
  # 
  # @param count [Integer] The maximum number of groups to list. 
  def list_groups(count) 
    @iam_resource.groups.limit(count).each do |group| 
      puts("\t#{group.name}") 
    end 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't list groups for the account. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「ListGroup」を参照して
ください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn list_groups( 
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    client: &iamClient, 
    path_prefix: Option<String>, 
    marker: Option<String>, 
    max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListGroupsOutput, SdkError<ListGroupsError>> { 
    let response = client 
        .list_groups() 
        .set_path_prefix(path_prefix) 
        .set_marker(marker) 
        .set_max_items(max_items) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(response)
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「ListGroups」を参照して
ください。

Swift

SDK for Swift

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func listGroups() async throws -> [String] { 
        var groupList: [String] = [] 
        var marker: String? = nil 
        var isTruncated: Bool 
         
        repeat { 
            let input = ListGroupsInput(marker: marker) 
            let output = try await client.listGroups(input: input) 
             
            guard let groups = output.groups else { 
                return groupList 
            } 

            for group in groups { 
                if let name = group.groupName { 
                    groupList.append(name) 
                } 
            } 
            marker = output.marker 
            isTruncated = output.isTruncated 
        } while isTruncated == true 
        return groupList 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「ListGroups」を参照して
ください。
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AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ロールのインラインポリシーを一覧
表示する
次のコード例では、IAM ロール用のインラインポリシーを一覧表示する方法を示します。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// List IAM role policies. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The IAM role for which to list IAM policies.</param> 
    /// <returns>A list of IAM policy names.</returns> 
    public async Task<List<string>> ListRolePoliciesAsync(string roleName) 
    { 
        var listRolePoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRolePolicies(new 
 ListRolePoliciesRequest { RoleName = roleName }); 
        var policyNames = new List<string>(); 

        await foreach (var response in listRolePoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            policyNames.AddRange(response.PolicyNames); 
        } 

        return policyNames; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「ListRolePolicies」を参
照してください。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
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}

// ListRolePolicies lists the inline policies for a role.
func (wrapper RoleWrapper) ListRolePolicies(roleName string) ([]string, error) { 
 var policies []string 
 result, err := wrapper.IamClient.ListRolePolicies(context.TODO(), 
 &iam.ListRolePoliciesInput{ 
  RoleName: aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list policies for role %v. Here's why: %v\n", roleName, err) 
 } else { 
  policies = result.PolicyNames 
 } 
 return policies, err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「ListRolePolicies」を参照
してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ポリシーを一覧表示します。

import { ListRolePoliciesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * A generator function that handles paginated results. 
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to simplify 
 this. 
 * 
 * @param {string} roleName 
 */
export async function* listRolePolicies(roleName) { 
  const command = new ListRolePoliciesCommand({ 
    RoleName: roleName, 
    MaxItems: 10, 
  }); 

  let response = await client.send(command); 

  while (response.PolicyNames?.length) { 
    for (const policyName of response.PolicyNames) { 
      yield policyName; 
    } 

    if (response.IsTruncated) { 
      response = await client.send( 
        new ListRolePoliciesCommand({ 
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          RoleName: roleName, 
          MaxItems: 10, 
          Marker: response.Marker, 
        }) 
      ); 
    } else { 
      break; 
    } 
  }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「ListRolePolicies」
を参照してください。

PHP

SDK for PHP

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listRolePolicies($roleName, $marker = "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName]; 
        if ($marker) { 
            $listRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker; 
        } 
        if ($maxItems) { 
            $listRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems; 
        } 
        return $this->customWaiter(function () use ($listRolePoliciesArguments) { 
            return $this->iamClient->listRolePolicies($listRolePoliciesArguments); 
        }); 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の「ListRolePolicies」を参照
してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def list_policies(role_name): 
    """ 
    Lists inline policies for a role. 
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    :param role_name: The name of the role to query. 
    """ 
    try: 
        role = iam.Role(role_name) 
        for policy in role.policies.all(): 
            logger.info("Got inline policy %s.", policy.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't list inline policies for %s.", role_name) 
        raise

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) APIリファレンス」の
「ListRolePolicies」を参照してください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn list_role_policies( 
    client: &iamClient, 
    role_name: &str, 
    marker: Option<String>, 
    max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListRolePoliciesOutput, SdkError<ListRolePoliciesError>> { 
    let response = client 
        .list_role_policies() 
        .role_name(role_name) 
        .set_marker(marker) 
        .set_max_items(max_items) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(response)
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「ListRolePolicies」を参照
してください。

Swift

SDK for Swift

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
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Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func listRolePolicies(role: String) async throws -> [String] { 
        var policyList: [String] = [] 
        var marker: String? = nil 
        var isTruncated: Bool 
         
        repeat { 
            let input = ListRolePoliciesInput( 
                marker: marker, 
                roleName: role 
            ) 
            let output = try await client.listRolePolicies(input: input) 
             
            guard let policies = output.policyNames else { 
                return policyList 
            } 

            for policy in policies { 
                policyList.append(policy) 
            } 
            marker = output.marker 
            isTruncated = output.isTruncated 
        } while isTruncated == true 
        return policyList 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「ListRolePolicies」を参照
してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用してインラインの IAM ポリシーを一覧表示す
る
次に、ユーザー用のインライン IAM ポリシーを一覧表示するコード例を示します。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListUserPolicies lists the inline policies for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListUserPolicies(userName string) ([]string, error) { 
 var policies []string 
 result, err := wrapper.IamClient.ListUserPolicies(context.TODO(), 
 &iam.ListUserPoliciesInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list policies for user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
 } else { 
  policies = result.PolicyNames 
 } 
 return policies, err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「ListUserPolicies」を参照
してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ポリシーを一覧表示する
次のコード例は、IAM ポリシーを一覧表示する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// List IAM policies. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of the IAM policies.</returns> 
    public async Task<List<ManagedPolicy>> ListPoliciesAsync() 
    { 
        var listPoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListPolicies(new 
 ListPoliciesRequest()); 
        var policies = new List<ManagedPolicy>(); 

        await foreach (var response in listPoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            policies.AddRange(response.Policies); 
        } 
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        return policies; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「ListPolicies」を参照して
ください。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::IAM::listPolicies(const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    const Aws::String DATE_FORMAT("%Y-%m-%d"); 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::ListPoliciesRequest request; 

    bool done = false; 
    bool header = false; 
    while (!done) { 
        auto outcome = iam.ListPolicies(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Failed to list iam policies: " << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            return false; 
        } 

        if (!header) { 
            std::cout << std::left << std::setw(55) << "Name" << 
                      std::setw(30) << "ID" << std::setw(80) << "Arn" << 
                      std::setw(64) << "Description" << std::setw(12) << 
                      "CreateDate" << std::endl; 
            header = true; 
        } 

        const auto &policies = outcome.GetResult().GetPolicies(); 
        for (const auto &policy: policies) { 
            std::cout << std::left << std::setw(55) << 
                      policy.GetPolicyName() << std::setw(30) << 
                      policy.GetPolicyId() << std::setw(80) << policy.GetArn() << 
                      std::setw(64) << policy.GetDescription() << std::setw(12) << 
                      policy.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) << 
                      std::endl; 
        } 

        if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) { 
            request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker()); 
        } 
        else { 
            done = true; 
        } 
    } 

    return true;
}
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• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「ListPolicies」を参照して
ください。

Go

SDK for Go V2
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy 
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListPolicies gets up to maxPolicies policies.
func (wrapper PolicyWrapper) ListPolicies(maxPolicies int32) ([]types.Policy, 
 error) { 
 var policies []types.Policy 
 result, err := wrapper.IamClient.ListPolicies(context.TODO(), 
 &iam.ListPoliciesInput{ 
  MaxItems: aws.Int32(maxPolicies), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list policies. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  policies = result.Policies 
 } 
 return policies, err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「ListPolicies」を参照して
ください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ポリシーを一覧表示します。

import { ListPoliciesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});
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/** 
 * A generator function that handles paginated results. 
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to simplify 
 this. 
 * 
 */
export async function* listPolicies() { 
  const command = new ListPoliciesCommand({ 
    MaxItems: 10, 
    OnlyAttached: false, 
    // List only the customer managed policies in your Amazon Web Services account. 
    Scope: "Local", 
  }); 

  let response = await client.send(command); 

  while (response.Policies?.length) { 
    for (const policy of response.Policies) { 
      yield policy; 
    } 

    if (response.IsTruncated) { 
      response = await client.send( 
        new ListPoliciesCommand({ 
          Marker: response.Marker, 
          MaxItems: 10, 
          OnlyAttached: false, 
          Scope: "Local", 
        }) 
      ); 
    } else { 
      break; 
    } 
  }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「ListPolicies」を参
照してください。

PHP

SDK for PHP

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listPolicies($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listPoliciesArguments = []; 
        if ($pathPrefix) { 
            $listPoliciesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix; 
        } 
        if ($marker) { 
            $listPoliciesArguments["Marker"] = $marker; 
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        } 
        if ($maxItems) { 
            $listPoliciesArguments["MaxItems"] = $maxItems; 
        } 

        return $this->iamClient->listPolicies($listPoliciesArguments); 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の「ListPolicies」を参照して
ください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def list_policies(scope): 
    """ 
    Lists the policies in the current account. 

    :param scope: Limits the kinds of policies that are returned. For example, 
                  'Local' specifies that only locally managed policies are 
 returned. 
    :return: The list of policies. 
    """ 
    try: 
        policies = list(iam.policies.filter(Scope=scope)) 
        logger.info("Got %s policies in scope '%s'.", len(policies), scope) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get policies for scope '%s'.", scope) 
        raise 
    else: 
        return policies

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の「ListPolicies」
を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Lists up to a specified number of policies in the account. 
  # 
  # @param count [Integer] The maximum number of policies to list. 
  # @return [Array] The Amazon Resource Names (ARNs) of the policies listed. 
  def list_policies(count) 
    policy_arns = [] 
    @iam_resource.policies.limit(count).each_with_index do |policy, index| 
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      puts("\t#{index + 1}: #{policy.policy_name}: #{policy.arn}") 
      policy_arns.append(policy.arn) 
    end 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't list policies for the account. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    policy_arns 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「ListPolicies」を参照し
てください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn list_policies( 
    client: iamClient, 
    path_prefix: String,
) -> Result<Vec<String>, SdkError<ListPoliciesError>> { 
    let mut list_policies = client 
        .list_policies() 
        .path_prefix(path_prefix) 
        .scope(PolicyScopeType::Local) 
        .into_paginator() 
        .send(); 

    let mut v = Vec::new(); 

    while let Some(list_policies_output) = list_policies.next().await { 
        match list_policies_output { 
            Ok(list_policies) => { 
                if let Some(policies) = list_policies.policies() { 
                    for policy in policies { 
                        let policy_name = policy 
                            .policy_name() 
                            .unwrap_or("Missing policy name.") 
                            .to_string(); 
                        println!("{}", policy_name); 
                        v.push(policy_name); 
                    } 
                } 
            } 

            Err(err) => return Err(err), 
        } 
    } 

    Ok(v)
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}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「ListPolicies」を参照して
ください。

Swift

SDK for Swift
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func listPolicies() async throws -> [MyPolicyRecord] { 
        var policyList: [MyPolicyRecord] = [] 
        var marker: String? = nil 
        var isTruncated: Bool 
         
        repeat { 
            let input = ListPoliciesInput(marker: marker) 
            let output = try await client.listPolicies(input: input) 
             
            guard let policies = output.policies else { 
                return policyList 
            } 

            for policy in policies { 
                guard   let name = policy.policyName, 
                        let id = policy.policyId, 
                        let arn = policy.arn else { 
                    throw ServiceHandlerError.noSuchPolicy 
                } 
                policyList.append(MyPolicyRecord(name: name, id: id, arn: arn)) 
            } 
            marker = output.marker 
            isTruncated = output.isTruncated 
        } while isTruncated == true 
        return policyList 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「ListPolicies」を参照して
ください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ロールにアタッチされたポリシーを
一覧表示する
次のコード例は、IAM ロールにアタッチされたポリシーを一覧表示する方法を示しています。
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.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// List the IAM role policies that are attached to an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The IAM role to list IAM policies for.</param> 
    /// <returns>A list of the IAM policies attached to the IAM role.</returns> 
    public async Task<List<AttachedPolicyType>> 
 ListAttachedRolePoliciesAsync(string roleName) 
    { 
        var attachedPolicies = new List<AttachedPolicyType>(); 
        var attachedRolePoliciesPaginator = 
 _IAMService.Paginators.ListAttachedRolePolicies(new 
 ListAttachedRolePoliciesRequest { RoleName = roleName }); 

        await foreach (var response in attachedRolePoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            attachedPolicies.AddRange(response.AttachedPolicies); 
        } 

        return attachedPolicies; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の
「ListAttachedRolePolicies」を参照してください。

Go

SDK for Go V2
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListAttachedRolePolicies lists the policies that are attached to the specified 
 role.
func (wrapper RoleWrapper) ListAttachedRolePolicies(roleName string) 
 ([]types.AttachedPolicy, error) { 
 var policies []types.AttachedPolicy 
 result, err := wrapper.IamClient.ListAttachedRolePolicies(context.TODO(), 
 &iam.ListAttachedRolePoliciesInput{ 
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  RoleName: aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list attached policies for role %v. Here's why: %v\n", 
 roleName, err) 
 } else { 
  policies = result.AttachedPolicies 
 } 
 return policies, err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の
「ListAttachedRolePolicies」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ロールにアタッチされたポリシーを一覧表示します。

import { 
  ListAttachedRolePoliciesCommand, 
  IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * A generator function that handles paginated results. 
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to simplify 
 this. 
 * @param {string} roleName 
 */
export async function* listAttachedRolePolicies(roleName) { 
  const command = new ListAttachedRolePoliciesCommand({ 
    RoleName: roleName, 
  }); 

  let response = await client.send(command); 

  while (response.AttachedPolicies?.length) { 
    for (const policy of response.AttachedPolicies) { 
      yield policy; 
    } 

    if (response.IsTruncated) { 
      response = await client.send( 
        new ListAttachedRolePoliciesCommand({ 
          RoleName: roleName, 
          Marker: response.Marker, 
        }) 
      ); 
    } else { 
      break; 
    } 
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  }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の
「ListAttachedRolePolicies」を参照してください。

PHP

SDK for PHP
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listAttachedRolePolicies($roleName, $pathPrefix = "", $marker = 
 "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listAttachRolePoliciesArguments = ['RoleName' => $roleName]; 
        if ($pathPrefix) { 
            $listAttachRolePoliciesArguments['PathPrefix'] = $pathPrefix; 
        } 
        if ($marker) { 
            $listAttachRolePoliciesArguments['Marker'] = $marker; 
        } 
        if ($maxItems) { 
            $listAttachRolePoliciesArguments['MaxItems'] = $maxItems; 
        } 
        return $this->iamClient-
>listAttachedRolePolicies($listAttachRolePoliciesArguments); 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の
「ListAttachedRolePolicies」を参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def list_attached_policies(role_name): 
    """ 
    Lists policies attached to a role. 

    :param role_name: The name of the role to query. 
    """ 
    try: 
        role = iam.Role(role_name) 
        for policy in role.attached_policies.all(): 
            logger.info("Got policy %s.", policy.arn) 
    except ClientError: 
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        logger.exception("Couldn't list attached policies for %s.", role_name) 
        raise

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「ListAttachedRolePolicies」を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and 
  # deleted before the role is deleted. 
  # 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete. 
  def delete_role(role) 
    role.attached_policies.each do |policy| 
      name = policy.policy_name 
      policy.detach_role(role_name: role.name) 
      policy.delete 
      puts("Deleted policy #{name}.") 
    end 
    name = role.name 
    role.delete 
    puts("Deleted role #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の
「ListAttachedRolePolicies」を参照してください。

Rust

SDK for Rust
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn list_attached_role_policies( 
    client: &iamClient, 
    role_name: String, 
    path_prefix: Option<String>, 
    marker: Option<String>, 
    max_items: Option<i32>,
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) -> Result<ListAttachedRolePoliciesOutput, 
 SdkError<ListAttachedRolePoliciesError>> { 
    let response = client 
        .list_attached_role_policies() 
        .role_name(role_name) 
        .set_path_prefix(path_prefix) 
        .set_marker(marker) 
        .set_max_items(max_items) 
        .send() 
        .await?; 

    Ok(response)
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の
「ListAttachedRolePolicies」を参照してください。

Swift

SDK for Swift
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// Returns a list of AWS Identity and Access Management (IAM) policies 
    /// that are attached to the role. 
    /// 
    /// - Parameter role: The IAM role to return the policy list for. 
    /// 
    /// - Returns: An array of `IAMClientTypes.AttachedPolicy` objects 
    ///   describing each managed policy that's attached to the role. 
    public func listAttachedRolePolicies(role: String) async throws -> 
 [IAMClientTypes.AttachedPolicy] { 
        var policyList: [IAMClientTypes.AttachedPolicy] = [] 
        var marker: String? = nil 
        var isTruncated: Bool 
         
        repeat { 
            let input = ListAttachedRolePoliciesInput( 
                marker: marker, 
                roleName: role 
            ) 
            let output = try await client.listAttachedRolePolicies(input: input) 
             
            guard let attachedPolicies = output.attachedPolicies else { 
                return policyList 
            } 

            for attachedPolicy in attachedPolicies { 
                policyList.append(attachedPolicy) 
            } 
            marker = output.marker 
            isTruncated = output.isTruncated 
        } while isTruncated == true 
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        return policyList 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の
「ListAttachedRolePolicies」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ロールを一覧表示する
次のコード例は、IAM ロールを一覧表示する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// List IAM roles. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM roles.</returns> 
    public async Task<List<Role>> ListRolesAsync() 
    { 
        var listRolesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRoles(new 
 ListRolesRequest()); 
        var roles = new List<Role>(); 

        await foreach (var response in listRolesPaginator.Responses) 
        { 
            roles.AddRange(response.Roles); 
        } 

        return roles; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「ListRoles」を参照して
ください。

Go

SDK for Go V2
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
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// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListRoles gets up to maxRoles roles.
func (wrapper RoleWrapper) ListRoles(maxRoles int32) ([]types.Role, error) { 
 var roles []types.Role 
 result, err := wrapper.IamClient.ListRoles(context.TODO(), 
  &iam.ListRolesInput{MaxItems: aws.Int32(maxRoles)}, 
 ) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list roles. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  roles = result.Roles 
 } 
 return roles, err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「ListRoles」を参照してく
ださい。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ロールを一覧表示します。

import { ListRolesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * A generator function that handles paginated results. 
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to simplify 
 this. 
 * 
 */
export async function* listRoles() { 
  const command = new ListRolesCommand({ 
    MaxItems: 10, 
  }); 

  /** 
   * @type {import("@aws-sdk/client-iam").ListRolesCommandOutput | undefined} 
   */ 
  let response = await client.send(command); 

  while (response?.Roles?.length) { 
    for (const role of response.Roles) { 
      yield role; 
    } 

    if (response.IsTruncated) { 
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      response = await client.send( 
        new ListRolesCommand({ 
          Marker: response.Marker, 
        }) 
      ); 
    } else { 
      break; 
    } 
  }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「ListRoles」を参照
してください。

PHP

SDK for PHP
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    /** 
     * @param string $pathPrefix 
     * @param string $marker 
     * @param int $maxItems 
     * @return Result 
     * $roles = $service->listRoles(); 
     */ 
    public function listRoles($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listRolesArguments = []; 
        if ($pathPrefix) { 
            $listRolesArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix; 
        } 
        if ($marker) { 
            $listRolesArguments["Marker"] = $marker; 
        } 
        if ($maxItems) { 
            $listRolesArguments["MaxItems"] = $maxItems; 
        } 
        return $this->iamClient->listRoles($listRolesArguments); 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の「ListRoles」を参照してく
ださい。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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def list_roles(count): 
    """ 
    Lists the specified number of roles for the account. 

    :param count: The number of roles to list. 
    """ 
    try: 
        roles = list(iam.roles.limit(count=count)) 
        for role in roles: 
            logger.info("Role: %s", role.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't list roles for the account.") 
        raise 
    else: 
        return roles

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の「ListRoles」を
参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Lists up to a specified number of roles for the account. 
  # 
  # @param count [Integer] The maximum number of roles to list. 
  # @return [Array] The names of the listed roles. 
  def list_roles(count) 
    role_names = [] 
    @iam_resource.roles.limit(count).each_with_index do |role, index| 
      puts("\t#{index + 1}: #{role.name}") 
      role_names.append(role.name) 
    end 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't list roles for the account. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    role_names 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「ListRoles」を参照して
ください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。
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Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

pub async fn list_roles( 
    client: &iamClient, 
    path_prefix: Option<String>, 
    marker: Option<String>, 
    max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListRolesOutput, SdkError<ListRolesError>> { 
    let response = client 
        .list_roles() 
        .set_path_prefix(path_prefix) 
        .set_marker(marker) 
        .set_max_items(max_items) 
        .send() 
        .await?; 
    Ok(response)
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「ListRoles」を参照してく
ださい。

Swift

SDK for Swift
Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func listRoles() async throws -> [String] { 
        var roleList: [String] = [] 
        var marker: String? = nil 
        var isTruncated: Bool 
         
        repeat { 
            let input = ListRolesInput(marker: marker) 
            let output = try await client.listRoles(input: input) 
             
            guard let roles = output.roles else { 
                return roleList 
            } 

            for role in roles { 
                if let name = role.roleName { 
                    roleList.append(name) 
                } 
            } 
            marker = output.marker 
            isTruncated = output.isTruncated 
        } while isTruncated == true 
        return roleList 
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    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「ListRoles」を参照してく
ださい。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書を一覧表示する
次のコード例は、IAM サーバー証明書の一覧表示の方法を示しています。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::IAM::listServerCertificates( 
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) { 
    const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d"; 

    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::ListServerCertificatesRequest request; 

    bool done = false; 
    bool header = false; 
    while (!done) { 
        auto outcome = iam.ListServerCertificates(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Failed to list server certificates: " << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            return false; 
        } 

        if (!header) { 
            std::cout << std::left << std::setw(55) << "Name" << 
                      std::setw(30) << "ID" << std::setw(80) << "Arn" << 
                      std::setw(14) << "UploadDate" << std::setw(14) << 
                      "ExpirationDate" << std::endl; 
            header = true; 
        } 

        const auto &certificates = 
                outcome.GetResult().GetServerCertificateMetadataList(); 

        for (const auto &certificate: certificates) { 
            std::cout << std::left << std::setw(55) << 
                      certificate.GetServerCertificateName() << std::setw(30) << 
                      certificate.GetServerCertificateId() << std::setw(80) << 
                      certificate.GetArn() << std::setw(14) << 
                      certificate.GetUploadDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) 
 << 
                      std::setw(14) << 
                      certificate.GetExpiration().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) 
 << 
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                      std::endl; 
        } 

        if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) { 
            request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker()); 
        } 
        else { 
            done = true; 
        } 
    } 

    return true;
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ SDK for Rust API リファレンス」の
「ListServerCertificates」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

証明書を一覧表示します。

import { ListServerCertificatesCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * A generator function that handles paginated results. 
 * The AWS SDK for JavaScript (v3) provides {@link https://docs.aws.amazon.com/
AWSJavaScriptSDK/v3/latest/index.html#paginators | paginator} functions to simplify 
 this. 
 * 
 */
export async function* listServerCertificates() { 
  const command = new ListServerCertificatesCommand({}); 
  let response = await client.send(command); 

  while (response.ServerCertificateMetadataList?.length) { 
    for await (const cert of response.ServerCertificateMetadataList) { 
      yield cert; 
    } 

    if (response.IsTruncated) { 
      response = await client.send(new ListServerCertificatesCommand({})); 
    } else { 
      break; 
    } 
  }
}

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript SDK for Rust API リファレンス」の

「ListServerCertificates」を参照してください。
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SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

iam.listServerCertificates({}, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript SDK for Rust API リファレンス」の

「ListServerCertificates」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ユーザーを一覧表示する
次のコード例は、IAM ユーザーを一覧表示する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// List IAM users. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM users.</returns> 
    public async Task<List<User>> ListUsersAsync() 
    { 
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        var listUsersPaginator = _IAMService.Paginators.ListUsers(new 
 ListUsersRequest()); 
        var users = new List<User>(); 

        await foreach (var response in listUsersPaginator.Responses) 
        { 
            users.AddRange(response.Users); 
        } 

        return users; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「ListUsers」を参照して
ください。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::IAM::listUsers(const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) { 
    const Aws::String DATE_FORMAT = "%Y-%m-%d"; 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::ListUsersRequest request; 

    bool done = false; 
    bool header = false; 
    while (!done) { 
        auto outcome = iam.ListUsers(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Failed to list iam users:" << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            return false; 
        } 

        if (!header) { 
            std::cout << std::left << std::setw(32) << "Name" << 
                      std::setw(30) << "ID" << std::setw(64) << "Arn" << 
                      std::setw(20) << "CreateDate" << std::endl; 
            header = true; 
        } 

        const auto &users = outcome.GetResult().GetUsers(); 
        for (const auto &user: users) { 
            std::cout << std::left << std::setw(32) << user.GetUserName() << 
                      std::setw(30) << user.GetUserId() << std::setw(64) << 
                      user.GetArn() << std::setw(20) << 
                      user.GetCreateDate().ToGmtString(DATE_FORMAT.c_str()) 
                      << std::endl; 
        } 

        if (outcome.GetResult().GetIsTruncated()) { 
            request.SetMarker(outcome.GetResult().GetMarker()); 
        } 
        else { 
            done = true; 
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        } 
    } 

    return true;
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「ListUsers」を参照してく
ださい。

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListUsers gets up to maxUsers number of users.
func (wrapper UserWrapper) ListUsers(maxUsers int32) ([]types.User, error) { 
 var users []types.User 
 result, err := wrapper.IamClient.ListUsers(context.TODO(), &iam.ListUsersInput{ 
  MaxItems: aws.Int32(maxUsers), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list users. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  users = result.Users 
 } 
 return users, err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の「ListUsers」を参照してく
ださい。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void listAllUsers(IamClient iam ) { 
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        try { 

            boolean done = false; 
            String newMarker = null; 

            while(!done) { 
                ListUsersResponse response; 
                if (newMarker == null) { 
                    ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder().build(); 
                    response = iam.listUsers(request); 
                } else { 
                    ListUsersRequest request = ListUsersRequest.builder() 
                        .marker(newMarker) 
                        .build(); 

                    response = iam.listUsers(request); 
                } 

                for(User user : response.users()) { 
                    System.out.format("\n Retrieved user %s", user.userName()); 
                    AttachedPermissionsBoundary permissionsBoundary = 
 user.permissionsBoundary(); 
                    if (permissionsBoundary != null) 
                        System.out.format("\n Permissions boundary details %s", 
 permissionsBoundary.permissionsBoundaryTypeAsString()); 
                } 

                if(!response.isTruncated()) { 
                    done = true; 
                } else { 
                    newMarker = response.marker(); 
                } 
            } 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「ListUsers」を参照し
てください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ユーザーを一覧表示します。

import { ListUsersCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

export const listUsers = async () => { 
  const command = new ListUsersCommand({ MaxItems: 10 }); 

  const response = await client.send(command); 
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  response.Users?.forEach(({ UserName, CreateDate }) => { 
    console.log(`${UserName} created on: ${CreateDate}`); 
  }); 
  return response;
};

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「ListUsers」を参照

してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  MaxItems: 10
};

iam.listUsers(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    var users = data.Users || []; 
    users.forEach(function(user) { 
      console.log("User " + user.UserName + " created", user.CreateDate); 
    }); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「ListUsers」を参照

してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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suspend fun listAllUsers() { 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.listUsers(ListUsersRequest { }) 
        response.users?.forEach { user -> 
            println("Retrieved user ${user.userName}") 
            val permissionsBoundary = user.permissionsBoundary 
            if (permissionsBoundary != null) 
                println("Permissions boundary details 
 ${permissionsBoundary.permissionsBoundaryType}") 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「ListUsers」を参照して
ください。

PHP

SDK for PHP

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

$uuid = uniqid();
$service = new IAMService(); 

    public function listUsers($pathPrefix = "", $marker = "", $maxItems = 0) 
    { 
        $listUsersArguments = []; 
        if ($pathPrefix) { 
            $listUsersArguments["PathPrefix"] = $pathPrefix; 
        } 
        if ($marker) { 
            $listUsersArguments["Marker"] = $marker; 
        } 
        if ($maxItems) { 
            $listUsersArguments["MaxItems"] = $maxItems; 
        } 

        return $this->iamClient->listUsers($listUsersArguments); 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の「ListUsers」を参照してく
ださい。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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def list_users(): 
    """ 
    Lists the users in the current account. 

    :return: The list of users. 
    """ 
    try: 
        users = list(iam.users.all()) 
        logger.info("Got %s users.", len(users)) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get users.") 
        raise 
    else: 
        return users

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の「ListUsers」を
参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Lists up to a specified number of users in the account. 
  # 
  # @param count [Integer] The maximum number of users to list. 
  def list_users(count) 
    @iam_resource.users.limit(count).each do |user| 
      puts("\t#{user.name}") 
    end 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't list users for the account. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「ListUsers」を参照して
ください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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pub async fn list_users( 
    client: &iamClient, 
    path_prefix: Option<String>, 
    marker: Option<String>, 
    max_items: Option<i32>,
) -> Result<ListUsersOutput, SdkError<ListUsersError>> { 
    let response = client 
        .list_users() 
        .set_path_prefix(path_prefix) 
        .set_marker(marker) 
        .set_max_items(max_items) 
        .send() 
        .await?; 
    Ok(response)
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「ListUsers」を参照してく
ださい。

Swift

SDK for Swift

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func listUsers() async throws -> [MyUserRecord] { 
        var userList: [MyUserRecord] = [] 
        var marker: String? = nil 
        var isTruncated: Bool 
         
        repeat { 
            let input = ListUsersInput(marker: marker) 
            let output = try await client.listUsers(input: input) 
             
            guard let users = output.users else { 
                return userList 
            } 

            for user in users { 
                if let id = user.userId, let name = user.userName { 
                    userList.append(MyUserRecord(id: id, name: name)) 
                } 
            } 
            marker = output.marker 
            isTruncated = output.isTruncated 
        } while isTruncated == true 
        return userList 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「ListUsers」を参照して
ください。
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AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ユーザーをグループから削除する
次のコード例は、IAM ユーザーをグループから削除する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Remove a user from an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user to remove.</param> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group to remove the user 
 from.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> RemoveUserFromGroupAsync(string userName, string 
 groupName) 
    { 
        // Remove the user from the group. 
        var removeUserRequest = new RemoveUserFromGroupRequest() 
        { 
            UserName = userName, 
            GroupName = groupName, 
        }; 

        var response = await 
 _IAMService.RemoveUserFromGroupAsync(removeUserRequest); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    }

• API の詳細については、AWS SDK for .NET API リファレンスの「RemoveUserFromGroup」を
参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書を更新する
次のコード例は、IAM サーバー証明書を更新する方法を示しています。

C++

SDK for C++
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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bool AwsDoc::IAM::updateServerCertificate(const Aws::String 
 &currentCertificateName, 
                                          const Aws::String &newCertificateName, 
                                          const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::UpdateServerCertificateRequest request; 
    request.SetServerCertificateName(currentCertificateName); 
    request.SetNewServerCertificateName(newCertificateName); 

    auto outcome = iam.UpdateServerCertificate(request); 
    bool result = true; 
    if (outcome.IsSuccess()) { 
        std::cout << "Server certificate " << currentCertificateName 
                  << " successfully renamed as " << newCertificateName 
                  << std::endl; 
    } 
    else { 
        if (outcome.GetError().GetErrorType() != 
 Aws::IAM::IAMErrors::NO_SUCH_ENTITY) { 
            std::cerr << "Error changing name of server certificate " << 
                      currentCertificateName << " to " << newCertificateName << ":" 
 << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            result = false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Certificate '" << currentCertificateName 
                      << "' not found." << std::endl; 
        } 
    } 

    return result;
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の
「UpdateServerCertificate」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

サーバー証明書を更新します。

import { UpdateServerCertificateCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} currentName 
 * @param {string} newName 
 */
export const updateServerCertificate = (currentName, newName) => { 
  const command = new UpdateServerCertificateCommand({ 
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    ServerCertificateName: currentName, 
    NewServerCertificateName: newName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「UpdateServerCertificate」を参照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  ServerCertificateName: 'CERTIFICATE_NAME', 
  NewServerCertificateName: 'NEW_CERTIFICATE_NAME'
};

iam.updateServerCertificate(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「UpdateServerCertificate」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ユーザーを更新する
次のコード例は、IAM ユーザーを更新する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。
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C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::IAM::updateUser(const Aws::String &currentUserName, 
                             const Aws::String &newUserName, 
                             const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) 
 { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 

    Aws::IAM::Model::UpdateUserRequest request; 
    request.SetUserName(currentUserName); 
    request.SetNewUserName(newUserName); 

    auto outcome = iam.UpdateUser(request); 
    if (outcome.IsSuccess()) { 
        std::cout << "IAM user " << currentUserName << 
                  " successfully updated with new user name " << newUserName << 
                  std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cerr << "Error updating user name for IAM user " << currentUserName << 
                  ":" << outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「UpdateUser」を参照して
ください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void updateIAMUser(IamClient iam, String curName,String newName ) 
 { 

        try { 
            UpdateUserRequest request = UpdateUserRequest.builder() 
                .userName(curName) 
                .newUserName(newName) 
                .build(); 

            iam.updateUser(request); 
            System.out.printf("Successfully updated user to username %s", newName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
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            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「UpdateUser」を参照
してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ユーザーを更新します。

import { UpdateUserCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} currentUserName 
 * @param {string} newUserName 
 */
export const updateUser = (currentUserName, newUserName) => { 
  const command = new UpdateUserCommand({ 
    UserName: currentUserName, 
    NewUserName: newUserName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「UpdateUser」を参

照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  UserName: process.argv[2], 
  NewUserName: process.argv[3]
};
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iam.updateUser(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「UpdateUser」を参

照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun updateIAMUser(curName: String?, newName: String?) { 

    val request = UpdateUserRequest { 
        userName = curName 
        newUserName = newName 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        iamClient.updateUser(request) 
        println("Successfully updated user to $newName") 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「UpdateUser」を参照し
てください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def update_user(user_name, new_user_name): 
    """ 
    Updates a user's name. 
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    :param user_name: The current name of the user to update. 
    :param new_user_name: The new name to assign to the user. 
    :return: The updated user. 
    """ 
    try: 
        user = iam.User(user_name) 
        user.update(NewUserName=new_user_name) 
        logger.info("Renamed %s to %s.", user_name, new_user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't update name for user %s.", user_name) 
        raise 
    return user

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の「UpdateUser」
を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM アクセスキーを更新する
次のコード例は、IAM アクセスキーを更新する方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::IAM::updateAccessKey(const Aws::String &userName, 
                                  const Aws::String &accessKeyID, 
                                  Aws::IAM::Model::StatusType status, 
                                  const Aws::Client::ClientConfiguration 
 &clientConfig) { 
    Aws::IAM::IAMClient iam(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::UpdateAccessKeyRequest request; 
    request.SetUserName(userName); 
    request.SetAccessKeyId(accessKeyID); 
    request.SetStatus(status); 

    auto outcome = iam.UpdateAccessKey(request); 
    if (outcome.IsSuccess()) { 
        std::cout << "Successfully updated status of access key " 
                  << accessKeyID << " for user " << userName << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cerr << "Error updated status of access key " << accessKeyID << 
                  " for user " << userName << ": " << 
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
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    return outcome.IsSuccess();
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「UpdateAccessKey」を参
照してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void updateKey(IamClient iam, String username, String accessId, 
 String status ) { 

        try { 
            if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("active")) { 
                statusType = StatusType.ACTIVE; 
            } else if (status.toLowerCase().equalsIgnoreCase("inactive")) { 
                 statusType = StatusType.INACTIVE; 
            } else { 
                statusType = StatusType.UNKNOWN_TO_SDK_VERSION; 
            } 

            UpdateAccessKeyRequest request = UpdateAccessKeyRequest.builder() 
                .accessKeyId(accessId) 
                .userName(username) 
                .status(statusType) 
                .build(); 

            iam.updateAccessKey(request); 
            System.out.printf("Successfully updated the status of access key %s to" 
 + 
                        "status %s for user %s", accessId, status, username); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「UpdateAccessKey」
を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

アクセスキーを更新します。
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import { 
  UpdateAccessKeyCommand, 
  IAMClient, 
  StatusType,
} from "@aws-sdk/client-iam";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * 
 * @param {string} userName 
 * @param {string} accessKeyId 
 */
export const updateAccessKey = (userName, accessKeyId) => { 
  const command = new UpdateAccessKeyCommand({ 
    AccessKeyId: accessKeyId, 
    Status: StatusType.Inactive, 
    UserName: userName, 
  }); 

  return client.send(command);
};

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「UpdateAccessKey」を参照してください。
SDK for JavaScript (v2)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Load the AWS SDK for Node.js
var AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

// Create the IAM service object
var iam = new AWS.IAM({apiVersion: '2010-05-08'});

var params = { 
  AccessKeyId: 'ACCESS_KEY_ID', 
  Status: 'Active', 
  UserName: 'USER_NAME'
};

iam.updateAccessKey(params, function(err, data) { 
  if (err) { 
    console.log("Error", err); 
  } else { 
    console.log("Success", data); 
  }
});

• 詳細については、AWS SDK for JavaScript デベロッパーガイドを参照してください。
• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の

「UpdateAccessKey」を参照してください。
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Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def update_key(user_name, key_id, activate): 
    """ 
    Updates the status of a key. 

    :param user_name: The user that owns the key. 
    :param key_id: The ID of the key to update. 
    :param activate: When True, the key is activated. Otherwise, the key is 
 deactivated. 
    """ 

    try: 
        key = iam.User(user_name).AccessKey(key_id) 
        if activate: 
            key.activate() 
        else: 
            key.deactivate() 
        logger.info("%s key %s.", 'Activated' if activate else 'Deactivated', 
 key_id) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't %s key %s.", 'Activate' if activate else 'Deactivate', 
 key_id) 
        raise

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「UpdateAccessKey」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM サーバー証明書をアップロードする
次のコード例は、AWS Identity and Access Management (IAM) サーバー証明書をアップロードする方法を
示しています。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

import { UploadServerCertificateCommand, IAMClient } from "@aws-sdk/client-iam";
import { readFileSync } from "fs";
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import { dirnameFromMetaUrl } from "libs/utils/util-fs.js";
import * as path from "path";

const client = new IAMClient({});

/** 
 * The certificate body and private key were generated with the 
 * following command. 
 * 
 * ``` 
 * openssl req -x509 -newkey rsa:4096 -sha256 -days 3650 -nodes \ 
 * -keyout example.key -out example.crt -subj "/CN=example.com" \ 
 * -addext "subjectAltName=DNS:example.com,DNS:www.example.net,IP:10.0.0.1" 
 * ``` 
 */

const certBody = readFileSync( 
  path.join( 
    dirnameFromMetaUrl(import.meta.url), 
    "../../../../resources/sample_files/sample_cert.pem" 
  )
);

const privateKey = readFileSync( 
  path.join( 
    dirnameFromMetaUrl(import.meta.url), 
    "../../../../resources/sample_files/sample_private_key.pem" 
  )
);

/** 
 * 
 * @param {string} certificateName 
 */
export const uploadServerCertificate = (certificateName) => { 
  const command = new UploadServerCertificateCommand({ 
    ServerCertificateName: certificateName, 
    CertificateBody: certBody.toString(), 
    PrivateKey: privateKey.toString(), 
  }); 

  return client.send(command);
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の
「UploadServerCertificate」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用する IAM のシナリオ
以下のコード例は、AWS SDK を使用して IAM で一般的なシナリオを実装する方法を示しています。これ
らのシナリオは、IAM 内で複数の関数を呼び出すことによって特定のタスクを実行する方法を示していま
す。それぞれのシナリオには、GitHub へのリンクがあり、コードを設定および実行する方法についての説
明が記載されています。

例
• AWS SDK を使用して IAM グループを作成し、ユーザーをグループに追加します。 (p. 799)
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• AWS SDK を使用して IAM ユーザーを作成し、AWS STS を持つロールを引き受ける (p. 815)
• AWS SDK を使用して読み取り専用 IAM ユーザーおよび読み取り/書き込みできる IAM ユーザーを作成

する (p. 882)
• AWS SDK を使用して IAM アクセスキーを管理する (p. 888)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーを管理する (p. 891)
• AWS SDK を使用して IAM ロールを管理する (p. 895)
• AWS SDK を使用して IAM アカウントを管理する (p. 898)
• AWS SDK を使用して IAM ポリシーのバージョンをロールバックする (p. 902)

AWS SDK を使用して IAM グループを作成し、ユーザーをグ
ループに追加します。
次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• グループを作成し、そのグループに Amazon S3 のフルアクセス許可を付与します。
• Amazon S3 にアクセス許可のない新しいユーザーを作成します。
• ユーザーをグループに追加し、そのユーザーが Amazon S3 のアクセス許可を持っていることを確認し

てから、リソースをクリーンアップします。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

global using Amazon;
global using Amazon.IdentityManagement;
global using Amazon.S3;
global using Amazon.SecurityToken;
global using IAMActions;
global using IamScenariosCommon;
global using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using Microsoft.Extensions.Hosting;
global using Microsoft.Extensions.Logging;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;

namespace IAMActions;

public class IAMWrapper
{ 
    private readonly IAmazonIdentityManagementService _IAMService; 

    /// <summary> 
    /// Constructor for the IAMWrapper class. 
    /// </summary> 
    /// <param name="IAMService">An IAM client object.</param> 
    public IAMWrapper(IAmazonIdentityManagementService IAMService) 
    { 
        _IAMService = IAMService; 
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    } 

    /// <summary> 
    /// Add an existing IAM user to an existing IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user to add.</param> 
    /// <param name="groupName">The name of the group to add the user to.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> AddUserToGroupAsync(string userName, string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.AddUserToGroupAsync(new 
 AddUserToGroupRequest 
        { 
            GroupName = groupName, 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Attach an IAM policy to a role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The policy to attach.</param> 
    /// <param name="roleName">The role that the policy will be attached to.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> AttachRolePolicyAsync(string policyArn, string 
 roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.AttachRolePolicyAsync(new 
 AttachRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyArn = policyArn, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM access key for a user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username for which to create the IAM access 
    /// key.</param> 
    /// <returns>The AccessKey.</returns> 
    public async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateAccessKeyAsync(new 
 CreateAccessKeyRequest 
        { 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.AccessKey; 

    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name to give the IAM group.</param> 
    /// <returns>The IAM group that was created.</returns> 
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    public async Task<Group> CreateGroupAsync(string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateGroupAsync(new CreateGroupRequest 
 { GroupName = groupName }); 
        return response.Group; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name to give the new IAM policy.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document for the new policy.</
param> 
    /// <returns>The new IAM policy object.</returns> 
    public async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(string policyName, string 
 policyDocument) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreatePolicyAsync(new CreatePolicyRequest 
        { 
            PolicyDocument = policyDocument, 
            PolicyName = policyName, 
        }); 

        return response.Policy; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create a new IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <param name="rolePolicyDocument">The name of the IAM policy document 
    /// for the new role.</param> 
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the role.</returns> 
    public async Task<string> CreateRoleAsync(string roleName, string 
 rolePolicyDocument) 
    { 
        var request = new CreateRoleRequest 
        { 
            RoleName = roleName, 
            AssumeRolePolicyDocument = rolePolicyDocument, 
        }; 

        var response = await _IAMService.CreateRoleAsync(request); 
        return response.Role.Arn; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM service-linked role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="serviceName">The name of the AWS Service.</param> 
    /// <param name="description">A description of the IAM service-linked role.</
param> 
    /// <returns>The IAM role that was created.</returns> 
    public async Task<Role> CreateServiceLinkedRoleAsync(string serviceName, string 
 description) 
    { 
        var request = new CreateServiceLinkedRoleRequest 
        { 
            AWSServiceName = serviceName, 
            Description = description 
        }; 

        var response = await _IAMService.CreateServiceLinkedRoleAsync(request); 
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        return response.Role; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username for the new IAM user.</param> 
    /// <returns>The IAM user that was created.</returns> 
    public async Task<User> CreateUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateUserAsync(new CreateUserRequest 
 { UserName = userName }); 
        return response.User; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user's access key. 
    /// </summary> 
    /// <param name="accessKeyId">The Id for the IAM access key.</param> 
    /// <param name="userName">The username of the user that owns the IAM 
    /// access key.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteAccessKeyAsync(string accessKeyId, string 
 userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteAccessKeyAsync(new 
 DeleteAccessKeyRequest 
        { 
            AccessKeyId = accessKeyId, 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteGroupAsync(string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteGroupAsync(new DeleteGroupRequest 
 { GroupName = groupName }); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM policy associated with an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group associated with the 
    /// policy.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteGroupPolicyAsync(string groupName, string 
 policyName) 
    { 
        var request = new DeleteGroupPolicyRequest() 
        { 
            GroupName = groupName, 
            PolicyName = policyName, 
        }; 
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        var response = await _IAMService.DeleteGroupPolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the policy to 
    /// delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeletePolicyAsync(string policyArn) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeletePolicyAsync(new DeletePolicyRequest 
 { PolicyArn = policyArn }); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteRoleAsync(string roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteRoleAsync(new DeleteRoleRequest 
 { RoleName = roleName }); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM role policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM role policy to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteRolePolicyAsync(string roleName, string 
 policyName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteRolePolicyAsync(new 
 DeleteRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyName = policyName, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the IAM user to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest 
 { UserName = userName }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 
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    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy to delete.</param> 
    /// <param name="userName">The username of the IAM user.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteUserPolicyAsync(string policyName, string 
 userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteUserPolicyAsync(new 
 DeleteUserPolicyRequest { PolicyName = policyName, UserName = userName }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Detach an IAM policy from an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM policy.</
param> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DetachRolePolicyAsync(string policyArn, string 
 roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DetachRolePolicyAsync(new 
 DetachRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyArn = policyArn, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Gets the IAM password policy for an AWS account. 
    /// </summary> 
    /// <returns>The PasswordPolicy for the AWS account.</returns> 
    public async Task<PasswordPolicy> GetAccountPasswordPolicyAsync() 
    { 
        var response = await _IAMService.GetAccountPasswordPolicyAsync(new 
 GetAccountPasswordPolicyRequest()); 
        return response.PasswordPolicy; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The IAM policy to retrieve information for.</param> 
    /// <returns>The IAM policy.</returns> 
    public async Task<ManagedPolicy> GetPolicyAsync(string policyArn) 
    { 

        var response = await _IAMService.GetPolicyAsync(new GetPolicyRequest 
 { PolicyArn = policyArn }); 
        return response.Policy; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM role. 
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    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to retrieve information 
    /// for.</param> 
    /// <returns>The IAM role that was retrieved.</returns> 
    public async Task<Role> GetRoleAsync(string roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.GetRoleAsync(new GetRoleRequest 
        { 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.Role; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user.</param> 
    /// <returns>An IAM user object.</returns> 
    public async Task<User> GetUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.GetUserAsync(new GetUserRequest { UserName 
 = userName }); 
        return response.User; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List the IAM role policies that are attached to an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The IAM role to list IAM policies for.</param> 
    /// <returns>A list of the IAM policies attached to the IAM role.</returns> 
    public async Task<List<AttachedPolicyType>> 
 ListAttachedRolePoliciesAsync(string roleName) 
    { 
        var attachedPolicies = new List<AttachedPolicyType>(); 
        var attachedRolePoliciesPaginator = 
 _IAMService.Paginators.ListAttachedRolePolicies(new 
 ListAttachedRolePoliciesRequest { RoleName = roleName }); 

        await foreach (var response in attachedRolePoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            attachedPolicies.AddRange(response.AttachedPolicies); 
        } 

        return attachedPolicies; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM groups. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM groups.</returns> 
    public async Task<List<Group>> ListGroupsAsync() 
    { 
        var groupsPaginator = _IAMService.Paginators.ListGroups(new 
 ListGroupsRequest()); 
        var groups = new List<Group>(); 

        await foreach (var response in groupsPaginator.Responses) 
        { 
            groups.AddRange(response.Groups); 
        } 

        return groups; 
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    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM policies. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of the IAM policies.</returns> 
    public async Task<List<ManagedPolicy>> ListPoliciesAsync() 
    { 
        var listPoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListPolicies(new 
 ListPoliciesRequest()); 
        var policies = new List<ManagedPolicy>(); 

        await foreach (var response in listPoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            policies.AddRange(response.Policies); 
        } 

        return policies; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM role policies. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The IAM role for which to list IAM policies.</param> 
    /// <returns>A list of IAM policy names.</returns> 
    public async Task<List<string>> ListRolePoliciesAsync(string roleName) 
    { 
        var listRolePoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRolePolicies(new 
 ListRolePoliciesRequest { RoleName = roleName }); 
        var policyNames = new List<string>(); 

        await foreach (var response in listRolePoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            policyNames.AddRange(response.PolicyNames); 
        } 

        return policyNames; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM roles. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM roles.</returns> 
    public async Task<List<Role>> ListRolesAsync() 
    { 
        var listRolesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRoles(new 
 ListRolesRequest()); 
        var roles = new List<Role>(); 

        await foreach (var response in listRolesPaginator.Responses) 
        { 
            roles.AddRange(response.Roles); 
        } 

        return roles; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List SAML authentication providers. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of SAML providers.</returns> 
    public async Task<List<SAMLProviderListEntry>> ListSAMLProvidersAsync() 
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    { 
        var response = await _IAMService.ListSAMLProvidersAsync(new 
 ListSAMLProvidersRequest()); 
        return response.SAMLProviderList; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM users. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM users.</returns> 
    public async Task<List<User>> ListUsersAsync() 
    { 
        var listUsersPaginator = _IAMService.Paginators.ListUsers(new 
 ListUsersRequest()); 
        var users = new List<User>(); 

        await foreach (var response in listUsersPaginator.Responses) 
        { 
            users.AddRange(response.Users); 
        } 

        return users; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Remove a user from an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user to remove.</param> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group to remove the user 
 from.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> RemoveUserFromGroupAsync(string userName, string 
 groupName) 
    { 
        // Remove the user from the group. 
        var removeUserRequest = new RemoveUserFromGroupRequest() 
        { 
            UserName = userName, 
            GroupName = groupName, 
        }; 

        var response = await 
 _IAMService.RemoveUserFromGroupAsync(removeUserRequest); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add or update an inline policy document that is embedded in an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document defining the IAM policy.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> PutGroupPolicyAsync(string groupName, string 
 policyName, string policyDocument) 
    { 
        var request = new PutGroupPolicyRequest 
        { 
            GroupName = groupName, 
            PolicyName = policyName, 
            PolicyDocument = policyDocument 
        }; 
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        var response = await _IAMService.PutGroupPolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Update the inline policy document embedded in a role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name of the policy to embed.</param> 
    /// <param name="roleName">The name of the role to update.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document that defines the role.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> PutRolePolicyAsync(string policyName, string roleName, 
 string policyDocument) 
    { 
        var request = new PutRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyName = policyName, 
            RoleName = roleName, 
            PolicyDocument = policyDocument 
        }; 

        var response = await _IAMService.PutRolePolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add or update an inline policy document that is embedded in an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The name of the IAM user.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document defining the IAM policy.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> PutUserPolicyAsync(string userName, string policyName, 
 string policyDocument) 
    { 
        var request = new PutUserPolicyRequest 
        { 
            UserName = userName, 
            PolicyName = policyName, 
            PolicyDocument = policyDocument 
        }; 

        var response = await _IAMService.PutUserPolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Wait for a new access key to be ready to use. 
    /// </summary> 
    /// <param name="accessKeyId">The Id of the access key.</param> 
    /// <returns>A boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> WaitUntilAccessKeyIsReady(string accessKeyId) 
    { 
        var keyReady = false; 

        do 
        { 
            try 
            { 
                var response = await _IAMService.GetAccessKeyLastUsedAsync( 
                    new GetAccessKeyLastUsedRequest { AccessKeyId = accessKeyId }); 
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                if (response.UserName is not null) 
                { 
                    keyReady = true; 
                } 
            } 
            catch (NoSuchEntityException) 
            { 
                keyReady = false; 
            } 
        } while (!keyReady); 

        return keyReady; 
    }
}

using Amazon.Runtime;
using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace IAMGroups;

public class IAMGroups
{ 
    private static ILogger logger = null!; 

    // Represents JSON code for AWS full access policy for Amazon Simple 
    // Storage Service (Amazon S3). 
    private const string S3FullAccessPolicyDocument = "{" + 
        " \"Statement\" : [{" + 
            " \"Action\" : [\"s3:*\"]," + 
            " \"Effect\" : \"Allow\"," + 
            " \"Resource\" : \"*\"" + 
        "}]" + 
    "}"; 

    static async Task Main(string[] args) 
    { 
        // Set up dependency injection for the AWS service. 
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args) 
            .ConfigureLogging(logging => 
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug) 
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft", 
 LogLevel.Information) 
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft", LogLevel.Trace)) 
            .ConfigureServices((_, services) => 
            services.AddAWSService<IAmazonIdentityManagementService>() 
            .AddTransient<IAMWrapper>() 
            .AddTransient<UIWrapper>() 
            ) 
            .Build(); 

        logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); }) 
            .CreateLogger<IAMGroups>(); 

        IConfiguration configuration = new ConfigurationBuilder() 
            .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory()) 
            .AddJsonFile("settings.json") // Load test settings from .json file. 
            .AddJsonFile("settings.local.json", 
                true) // Optionally load local settings. 
            .Build(); 

        var groupUserName = configuration["GroupUserName"]; 
        var groupName = configuration["GroupName"]; 
        var groupPolicyName = configuration["GroupPolicyName"]; 
        var groupBucketName = configuration["GroupBucketName"]; 
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        var wrapper = host.Services.GetRequiredService<IAMWrapper>(); 
        var uiWrapper = host.Services.GetRequiredService<UIWrapper>(); 

        uiWrapper.DisplayGroupsOverview(); 
        uiWrapper.PressEnter(); 

        // Create an IAM group. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Create IAM group"); 
        Console.WriteLine("Let's begin by creating a new IAM group."); 
        var group = await wrapper.CreateGroupAsync(groupName); 

        // Add an inline IAM policy to the group. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Add policy to group"); 
        Console.WriteLine("Add an inline policy to the group that allows members to 
 have full access to"); 
        Console.WriteLine("Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) buckets."); 

        await wrapper.PutGroupPolicyAsync(group.GroupName, groupPolicyName, 
 S3FullAccessPolicyDocument); 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        // Now create a new user. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Create an IAM user"); 
        Console.WriteLine("Now let's create a new IAM user."); 
        var groupUser = await wrapper.CreateUserAsync(groupUserName); 

        // Add the new user to the group. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Add the user to the group"); 
        Console.WriteLine("Adding the user to the group, which will give the user 
 the same permissions as the group."); 
        await wrapper.AddUserToGroupAsync(groupUser.UserName, group.GroupName); 

        Console.WriteLine($"User, {groupUser.UserName}, has been added to the 
 group, {group.GroupName}."); 
        uiWrapper.PressEnter(); 

        Console.WriteLine("Now that we have created a user, and added the user to 
 the group, let's create an IAM access key."); 

        // Create access and secret keys for the user. 
        var accessKey = await wrapper.CreateAccessKeyAsync(groupUserName); 
        Console.WriteLine("Key created."); 
        uiWrapper.WaitABit(15, "Waiting for the access key to be ready for use."); 

        uiWrapper.DisplayTitle("List buckets"); 
        Console.WriteLine("To prove that the user has access to Amazon S3, list the 
 S3 buckets for the account."); 

        var s3Client = new AmazonS3Client(accessKey.AccessKeyId, 
 accessKey.SecretAccessKey); 
        var stsClient = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKey.AccessKeyId, 
 accessKey.SecretAccessKey); 

        var s3Wrapper = new S3Wrapper(s3Client, stsClient); 

        var buckets = await s3Wrapper.ListMyBucketsAsync(); 

        if (buckets is not null) 
        { 
            buckets.ForEach(bucket => 
            { 
                Console.WriteLine($"{bucket.BucketName}\tcreated on: 
 {bucket.CreationDate}"); 
            }); 
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        } 

        // Show that the user also has write access to Amazon S3 by creating 
        // a new bucket. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Create a bucket"); 
        Console.WriteLine("Since group members have full access to Amazon S3, let's 
 create a bucket."); 
        var success = await s3Wrapper.PutBucketAsync(groupBucketName); 

        if (success) 
        { 
            Console.WriteLine($"Successfully created the bucket: 
 {groupBucketName}."); 
        } 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        Console.WriteLine("Let's list the user's S3 buckets again to show the new 
 bucket."); 

        buckets = await s3Wrapper.ListMyBucketsAsync(); 

        if (buckets is not null) 
        { 
            buckets.ForEach(bucket => 
            { 
                Console.WriteLine($"{bucket.BucketName}\tcreated on: 
 {bucket.CreationDate}"); 
            }); 
        } 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        uiWrapper.DisplayTitle("Clean up resources"); 
        Console.WriteLine("First delete the bucket we created."); 
        await s3Wrapper.DeleteBucketAsync(groupBucketName); 

        Console.WriteLine($"Now remove the user, {groupUserName}, from the group, 
 {groupName}."); 
        await wrapper.RemoveUserFromGroupAsync(groupUserName, groupName); 

        Console.WriteLine("Delete the user's access key."); 
        await wrapper.DeleteAccessKeyAsync(accessKey.AccessKeyId, groupUserName); 

        // Now we can safely delete the user. 
        Console.WriteLine("Now we can delete the user."); 
        await wrapper.DeleteUserAsync(groupUserName); 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        Console.WriteLine("Now we will delete the IAM policy attached to the 
 group."); 
        await wrapper.DeleteGroupPolicyAsync(groupName, groupPolicyName); 

        Console.WriteLine("Now we delete the IAM group."); 
        await wrapper.DeleteGroupAsync(groupName); 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        Console.WriteLine("The IAM groups demo has completed."); 

        uiWrapper.PressEnter(); 
    }
}
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namespace IamScenariosCommon;

using System.Net;

/// <summary>
/// A class to perform Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) actions for
/// the IAM Basics scenario.
/// </summary>
public class S3Wrapper
{ 
    private IAmazonS3 _s3Service; 
    private IAmazonSecurityTokenService _stsService; 

    /// <summary> 
    /// Constructor for the S3Wrapper class. 
    /// </summary> 
    /// <param name="s3Service">An Amazon S3 client object.</param> 
    /// <param name="stsService">An AWS Security Token Service (AWS STS) 
    /// client object.</param> 
    public S3Wrapper(IAmazonS3 s3Service, IAmazonSecurityTokenService stsService) 
    { 
        _s3Service = s3Service; 
        _stsService = stsService; 
    } 

    // snippet.start:[STS.dotnetv3.AssumeS3Role] 
    /// <summary> 
    /// Assumes an AWS Identity and Access Management (IAM) role that allows 
    /// Amazon S3 access for the current session. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleSession">A string representing the current session.</
param> 
    /// <param name="roleToAssume">The name of the IAM role to assume.</param> 
    /// <returns>Credentials for the newly assumed IAM role.</returns> 
    public async Task<Credentials> AssumeS3RoleAsync(string roleSession, string 
 roleToAssume) 
    { 
        // Create the request to use with the AssumeRoleAsync call. 
        var request = new AssumeRoleRequest() 
        { 
            RoleSessionName = roleSession, 
            RoleArn = roleToAssume, 
        }; 

        var response = await _stsService.AssumeRoleAsync(request); 

        return response.Credentials; 
    } 

    // snippet.end:[STS.dotnetv3.AssumeS3Role] 

    /// <summary> 
    /// Delete an S3 bucket. 
    /// </summary> 
    /// <param name="bucketName">Name of the S3 bucket to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteBucketAsync(string bucketName) 
    { 
        var result = await _s3Service.DeleteBucketAsync(new DeleteBucketRequest 
 { BucketName = bucketName }); 
        return result.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List the buckets that are owned by the user's account. 
    /// </summary> 
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    /// <returns>Async Task.</returns> 
    public async Task<List<S3Bucket>?> ListMyBucketsAsync() 
    { 
        try 
        { 
            // Get the list of buckets accessible by the new user. 
            var response = await _s3Service.ListBucketsAsync(); 

            return response.Buckets; 
        } 
        catch (AmazonS3Exception ex) 
        { 
            // Something else went wrong. Display the error message. 
            Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}"); 
            return null; 
        } 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create a new S3 bucket. 
    /// </summary> 
    /// <param name="bucketName">The name for the new bucket.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating whether the action completed 
    /// successfully.</returns> 
    public async Task<bool> PutBucketAsync(string bucketName) 
    { 
        var response = await _s3Service.PutBucketAsync(new PutBucketRequest 
 { BucketName = bucketName }); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Update the client objects with new client objects. This is available 
    /// because the scenario uses the methods of this class without and then 
    /// with the proper permissions to list S3 buckets. 
    /// </summary> 
    /// <param name="s3Service">The Amazon S3 client object.</param> 
    /// <param name="stsService">The AWS STS client object.</param> 
    public void UpdateClients(IAmazonS3 s3Service, IAmazonSecurityTokenService 
 stsService) 
    { 
        _s3Service = s3Service; 
        _stsService = stsService; 
    }
}

namespace IamScenariosCommon;

public class UIWrapper
{ 
    public readonly string SepBar = new('-', Console.WindowWidth); 

    /// <summary> 
    /// Show information about the IAM Groups scenario. 
    /// </summary> 
    public void DisplayGroupsOverview() 
    { 
        Console.Clear(); 

        DisplayTitle("Welcome to the IAM Groups Demo"); 
        Console.WriteLine("This example application does the following:"); 
        Console.WriteLine("\t1. Creates an Amazon Identity and Access Management 
 (IAM) group."); 
        Console.WriteLine("\t2. Adds an IAM policy to the IAM group giving it full 
 access to Amazon S3."); 
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        Console.WriteLine("\t3. Creates a new IAM user."); 
        Console.WriteLine("\t4. Creates an IAM access key for the user."); 
        Console.WriteLine("\t5. Adds the user to the IAM group."); 
        Console.WriteLine("\t6. Lists the buckets on the account."); 
        Console.WriteLine("\t7. Proves that the user has full Amazon S3 access by 
 creating a bucket."); 
        Console.WriteLine("\t8. List the buckets again to show the new bucket."); 
        Console.WriteLine("\t9. Cleans up all the resources created."); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Show information about the IAM Basics scenario. 
    /// </summary> 
    public void DisplayBasicsOverview() 
    { 
        Console.Clear(); 

        DisplayTitle("Welcome to IAM Basics"); 
        Console.WriteLine("This example application does the following:"); 
        Console.WriteLine("\t1. Creates a user with no permissions."); 
        Console.WriteLine("\t2. Creates a role and policy that grant 
 s3:ListAllMyBuckets permission."); 
        Console.WriteLine("\t3. Grants the user permission to assume the role."); 
        Console.WriteLine("\t4. Creates an S3 client object as the user and tries 
 to list buckets (this will fail)."); 
        Console.WriteLine("\t5. Gets temporary credentials by assuming the role."); 
        Console.WriteLine("\t6. Creates a new S3 client object with the temporary 
 credentials and lists the buckets (this will succeed)."); 
        Console.WriteLine("\t7. Deletes all the resources."); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Display a message and wait until the user presses enter. 
    /// </summary> 
    public void PressEnter() 
    { 
        Console.Write("\nPress <Enter> to continue. "); 
        _ = Console.ReadLine(); 
        Console.WriteLine(); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Pad a string with spaces to center it on the console display. 
    /// </summary> 
    /// <param name="strToCenter">The string to be centered.</param> 
    /// <returns>The padded string.</returns> 
    public string CenterString(string strToCenter) 
    { 
        var padAmount = (Console.WindowWidth - strToCenter.Length) / 2; 
        var leftPad = new string(' ', padAmount); 
        return $"{leftPad}{strToCenter}"; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Display a line of hyphens, the centered text of the title, and another 
    /// line of hyphens. 
    /// </summary> 
    /// <param name="strTitle">The string to be displayed.</param> 
    public void DisplayTitle(string strTitle) 
    { 
        Console.WriteLine(SepBar); 
        Console.WriteLine(CenterString(strTitle)); 
        Console.WriteLine(SepBar); 
    } 

    /// <summary> 
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    /// Display a countdown and wait for a number of seconds. 
    /// </summary> 
    /// <param name="numSeconds">The number of seconds to wait.</param> 
    public void WaitABit(int numSeconds, string msg) 
    { 
        Console.WriteLine(msg); 

        // Wait for the requested number of seconds. 
        for (int i = numSeconds; i > 0; i--) 
        { 
            System.Threading.Thread.Sleep(1000); 
            Console.Write($"{i}..."); 
        } 

        PressEnter(); 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の以下のトピックを参照して
ください。
• AddUserToGroup
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreateGroup
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeleteGroup
• DeleteGroupPolicy
• DeleteUser
• PutGroupPolicy
• RemoveUserFromGroup

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ユーザーを作成し、AWS STS を持つ
ロールを引き受ける
次のコード例は、ユーザーを作成しロールを割り当てる方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On)などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

• 権限のないユーザーを作成します。
• 指定したアカウントに Amazon S3 バケットへのアクセス権限を付与するロールを作成します。
• ユーザーにロールを引き受けさせるポリシーを追加します。
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• ロールを引き受け、一時的な認証情報を使用して S3 バケットを一覧表示しリソースをクリーンアップ
します。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

global using Amazon;
global using Amazon.IdentityManagement;
global using Amazon.S3;
global using Amazon.S3.Model;
global using Amazon.SecurityToken;
global using Amazon.SecurityToken.Model;
global using IAMActions;
global using IamScenariosCommon;
global using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using Microsoft.Extensions.Hosting;
global using Microsoft.Extensions.Logging;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Console;
global using Microsoft.Extensions.Logging.Debug;

namespace IAMActions;

public class IAMWrapper
{ 
    private readonly IAmazonIdentityManagementService _IAMService; 

    /// <summary> 
    /// Constructor for the IAMWrapper class. 
    /// </summary> 
    /// <param name="IAMService">An IAM client object.</param> 
    public IAMWrapper(IAmazonIdentityManagementService IAMService) 
    { 
        _IAMService = IAMService; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add an existing IAM user to an existing IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user to add.</param> 
    /// <param name="groupName">The name of the group to add the user to.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> AddUserToGroupAsync(string userName, string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.AddUserToGroupAsync(new 
 AddUserToGroupRequest 
        { 
            GroupName = groupName, 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
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    /// Attach an IAM policy to a role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The policy to attach.</param> 
    /// <param name="roleName">The role that the policy will be attached to.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> AttachRolePolicyAsync(string policyArn, string 
 roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.AttachRolePolicyAsync(new 
 AttachRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyArn = policyArn, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM access key for a user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username for which to create the IAM access 
    /// key.</param> 
    /// <returns>The AccessKey.</returns> 
    public async Task<AccessKey> CreateAccessKeyAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateAccessKeyAsync(new 
 CreateAccessKeyRequest 
        { 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.AccessKey; 

    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name to give the IAM group.</param> 
    /// <returns>The IAM group that was created.</returns> 
    public async Task<Group> CreateGroupAsync(string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateGroupAsync(new CreateGroupRequest 
 { GroupName = groupName }); 
        return response.Group; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name to give the new IAM policy.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document for the new policy.</
param> 
    /// <returns>The new IAM policy object.</returns> 
    public async Task<ManagedPolicy> CreatePolicyAsync(string policyName, string 
 policyDocument) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreatePolicyAsync(new CreatePolicyRequest 
        { 
            PolicyDocument = policyDocument, 
            PolicyName = policyName, 
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        }); 

        return response.Policy; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create a new IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <param name="rolePolicyDocument">The name of the IAM policy document 
    /// for the new role.</param> 
    /// <returns>The Amazon Resource Name (ARN) of the role.</returns> 
    public async Task<string> CreateRoleAsync(string roleName, string 
 rolePolicyDocument) 
    { 
        var request = new CreateRoleRequest 
        { 
            RoleName = roleName, 
            AssumeRolePolicyDocument = rolePolicyDocument, 
        }; 

        var response = await _IAMService.CreateRoleAsync(request); 
        return response.Role.Arn; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM service-linked role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="serviceName">The name of the AWS Service.</param> 
    /// <param name="description">A description of the IAM service-linked role.</
param> 
    /// <returns>The IAM role that was created.</returns> 
    public async Task<Role> CreateServiceLinkedRoleAsync(string serviceName, string 
 description) 
    { 
        var request = new CreateServiceLinkedRoleRequest 
        { 
            AWSServiceName = serviceName, 
            Description = description 
        }; 

        var response = await _IAMService.CreateServiceLinkedRoleAsync(request); 
        return response.Role; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username for the new IAM user.</param> 
    /// <returns>The IAM user that was created.</returns> 
    public async Task<User> CreateUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.CreateUserAsync(new CreateUserRequest 
 { UserName = userName }); 
        return response.User; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user's access key. 
    /// </summary> 
    /// <param name="accessKeyId">The Id for the IAM access key.</param> 
    /// <param name="userName">The username of the user that owns the IAM 
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    /// access key.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteAccessKeyAsync(string accessKeyId, string 
 userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteAccessKeyAsync(new 
 DeleteAccessKeyRequest 
        { 
            AccessKeyId = accessKeyId, 
            UserName = userName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteGroupAsync(string groupName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteGroupAsync(new DeleteGroupRequest 
 { GroupName = groupName }); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM policy associated with an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group associated with the 
    /// policy.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the policy to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteGroupPolicyAsync(string groupName, string 
 policyName) 
    { 
        var request = new DeleteGroupPolicyRequest() 
        { 
            GroupName = groupName, 
            PolicyName = policyName, 
        }; 

        var response = await _IAMService.DeleteGroupPolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the policy to 
    /// delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeletePolicyAsync(string policyArn) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeletePolicyAsync(new DeletePolicyRequest 
 { PolicyArn = policyArn }); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM role. 
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    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteRoleAsync(string roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteRoleAsync(new DeleteRoleRequest 
 { RoleName = roleName }); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM role policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM role policy to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteRolePolicyAsync(string roleName, string 
 policyName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteRolePolicyAsync(new 
 DeleteRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyName = policyName, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the IAM user to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteUserAsync(string userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteUserAsync(new DeleteUserRequest 
 { UserName = userName }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Delete an IAM user policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy to delete.</param> 
    /// <param name="userName">The username of the IAM user.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteUserPolicyAsync(string policyName, string 
 userName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DeleteUserPolicyAsync(new 
 DeleteUserPolicyRequest { PolicyName = policyName, UserName = userName }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Detach an IAM policy from an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The Amazon Resource Name (ARN) of the IAM policy.</
param> 
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    /// <param name="roleName">The name of the IAM role.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DetachRolePolicyAsync(string policyArn, string 
 roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.DetachRolePolicyAsync(new 
 DetachRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyArn = policyArn, 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Gets the IAM password policy for an AWS account. 
    /// </summary> 
    /// <returns>The PasswordPolicy for the AWS account.</returns> 
    public async Task<PasswordPolicy> GetAccountPasswordPolicyAsync() 
    { 
        var response = await _IAMService.GetAccountPasswordPolicyAsync(new 
 GetAccountPasswordPolicyRequest()); 
        return response.PasswordPolicy; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM policy. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyArn">The IAM policy to retrieve information for.</param> 
    /// <returns>The IAM policy.</returns> 
    public async Task<ManagedPolicy> GetPolicyAsync(string policyArn) 
    { 

        var response = await _IAMService.GetPolicyAsync(new GetPolicyRequest 
 { PolicyArn = policyArn }); 
        return response.Policy; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The name of the IAM role to retrieve information 
    /// for.</param> 
    /// <returns>The IAM role that was retrieved.</returns> 
    public async Task<Role> GetRoleAsync(string roleName) 
    { 
        var response = await _IAMService.GetRoleAsync(new GetRoleRequest 
        { 
            RoleName = roleName, 
        }); 

        return response.Role; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get information about an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user.</param> 
    /// <returns>An IAM user object.</returns> 
    public async Task<User> GetUserAsync(string userName) 
    { 
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        var response = await _IAMService.GetUserAsync(new GetUserRequest { UserName 
 = userName }); 
        return response.User; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List the IAM role policies that are attached to an IAM role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The IAM role to list IAM policies for.</param> 
    /// <returns>A list of the IAM policies attached to the IAM role.</returns> 
    public async Task<List<AttachedPolicyType>> 
 ListAttachedRolePoliciesAsync(string roleName) 
    { 
        var attachedPolicies = new List<AttachedPolicyType>(); 
        var attachedRolePoliciesPaginator = 
 _IAMService.Paginators.ListAttachedRolePolicies(new 
 ListAttachedRolePoliciesRequest { RoleName = roleName }); 

        await foreach (var response in attachedRolePoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            attachedPolicies.AddRange(response.AttachedPolicies); 
        } 

        return attachedPolicies; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM groups. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM groups.</returns> 
    public async Task<List<Group>> ListGroupsAsync() 
    { 
        var groupsPaginator = _IAMService.Paginators.ListGroups(new 
 ListGroupsRequest()); 
        var groups = new List<Group>(); 

        await foreach (var response in groupsPaginator.Responses) 
        { 
            groups.AddRange(response.Groups); 
        } 

        return groups; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM policies. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of the IAM policies.</returns> 
    public async Task<List<ManagedPolicy>> ListPoliciesAsync() 
    { 
        var listPoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListPolicies(new 
 ListPoliciesRequest()); 
        var policies = new List<ManagedPolicy>(); 

        await foreach (var response in listPoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            policies.AddRange(response.Policies); 
        } 

        return policies; 
    } 
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    /// <summary> 
    /// List IAM role policies. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleName">The IAM role for which to list IAM policies.</param> 
    /// <returns>A list of IAM policy names.</returns> 
    public async Task<List<string>> ListRolePoliciesAsync(string roleName) 
    { 
        var listRolePoliciesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRolePolicies(new 
 ListRolePoliciesRequest { RoleName = roleName }); 
        var policyNames = new List<string>(); 

        await foreach (var response in listRolePoliciesPaginator.Responses) 
        { 
            policyNames.AddRange(response.PolicyNames); 
        } 

        return policyNames; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM roles. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM roles.</returns> 
    public async Task<List<Role>> ListRolesAsync() 
    { 
        var listRolesPaginator = _IAMService.Paginators.ListRoles(new 
 ListRolesRequest()); 
        var roles = new List<Role>(); 

        await foreach (var response in listRolesPaginator.Responses) 
        { 
            roles.AddRange(response.Roles); 
        } 

        return roles; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List SAML authentication providers. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of SAML providers.</returns> 
    public async Task<List<SAMLProviderListEntry>> ListSAMLProvidersAsync() 
    { 
        var response = await _IAMService.ListSAMLProvidersAsync(new 
 ListSAMLProvidersRequest()); 
        return response.SAMLProviderList; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List IAM users. 
    /// </summary> 
    /// <returns>A list of IAM users.</returns> 
    public async Task<List<User>> ListUsersAsync() 
    { 
        var listUsersPaginator = _IAMService.Paginators.ListUsers(new 
 ListUsersRequest()); 
        var users = new List<User>(); 

        await foreach (var response in listUsersPaginator.Responses) 
        { 
            users.AddRange(response.Users); 
        } 
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        return users; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Remove a user from an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The username of the user to remove.</param> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group to remove the user 
 from.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> RemoveUserFromGroupAsync(string userName, string 
 groupName) 
    { 
        // Remove the user from the group. 
        var removeUserRequest = new RemoveUserFromGroupRequest() 
        { 
            UserName = userName, 
            GroupName = groupName, 
        }; 

        var response = await 
 _IAMService.RemoveUserFromGroupAsync(removeUserRequest); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add or update an inline policy document that is embedded in an IAM group. 
    /// </summary> 
    /// <param name="groupName">The name of the IAM group.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document defining the IAM policy.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> PutGroupPolicyAsync(string groupName, string 
 policyName, string policyDocument) 
    { 
        var request = new PutGroupPolicyRequest 
        { 
            GroupName = groupName, 
            PolicyName = policyName, 
            PolicyDocument = policyDocument 
        }; 

        var response = await _IAMService.PutGroupPolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Update the inline policy document embedded in a role. 
    /// </summary> 
    /// <param name="policyName">The name of the policy to embed.</param> 
    /// <param name="roleName">The name of the role to update.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document that defines the role.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> PutRolePolicyAsync(string policyName, string roleName, 
 string policyDocument) 
    { 
        var request = new PutRolePolicyRequest 
        { 
            PolicyName = policyName, 
            RoleName = roleName, 
            PolicyDocument = policyDocument 
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        }; 

        var response = await _IAMService.PutRolePolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add or update an inline policy document that is embedded in an IAM user. 
    /// </summary> 
    /// <param name="userName">The name of the IAM user.</param> 
    /// <param name="policyName">The name of the IAM policy.</param> 
    /// <param name="policyDocument">The policy document defining the IAM policy.</
param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> PutUserPolicyAsync(string userName, string policyName, 
 string policyDocument) 
    { 
        var request = new PutUserPolicyRequest 
        { 
            UserName = userName, 
            PolicyName = policyName, 
            PolicyDocument = policyDocument 
        }; 

        var response = await _IAMService.PutUserPolicyAsync(request); 
        return response.HttpStatusCode == System.Net.HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Wait for a new access key to be ready to use. 
    /// </summary> 
    /// <param name="accessKeyId">The Id of the access key.</param> 
    /// <returns>A boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> WaitUntilAccessKeyIsReady(string accessKeyId) 
    { 
        var keyReady = false; 

        do 
        { 
            try 
            { 
                var response = await _IAMService.GetAccessKeyLastUsedAsync( 
                    new GetAccessKeyLastUsedRequest { AccessKeyId = accessKeyId }); 
                if (response.UserName is not null) 
                { 
                    keyReady = true; 
                } 
            } 
            catch (NoSuchEntityException) 
            { 
                keyReady = false; 
            } 
        } while (!keyReady); 

        return keyReady; 
    }
}

using Microsoft.Extensions.Configuration;

namespace IAMBasics;

public class IAMBasics
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{ 
    private static ILogger logger = null!; 

    static async Task Main(string[] args) 
    { 
        // Set up dependency injection for the AWS service. 
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args) 
            .ConfigureLogging(logging => 
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug) 
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft", 
 LogLevel.Information) 
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft", LogLevel.Trace)) 
            .ConfigureServices((_, services) => 
            services.AddAWSService<IAmazonIdentityManagementService>() 
            .AddTransient<IAMWrapper>() 
            .AddTransient<UIWrapper>() 
            ) 
            .Build(); 

        logger = LoggerFactory.Create(builder => { builder.AddConsole(); }) 
            .CreateLogger<IAMBasics>(); 

        IConfiguration configuration = new ConfigurationBuilder() 
            .SetBasePath(Directory.GetCurrentDirectory()) 
            .AddJsonFile("settings.json") // Load test settings from .json file. 
            .AddJsonFile("settings.local.json", 
                true) // Optionally load local settings. 
            .Build(); 

        // Values needed for user, role, and policies. 
        string userName = configuration["UserName"]; 
        string s3PolicyName = configuration["S3PolicyName"]; 
        string roleName = configuration["RoleName"]; 

        var iamWrapper = host.Services.GetRequiredService<IAMWrapper>(); 
        var uiWrapper = host.Services.GetRequiredService<UIWrapper>(); 

        uiWrapper.DisplayBasicsOverview(); 
        uiWrapper.PressEnter(); 

        // First create a user. By default, the new user has 
        // no permissions. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Create User"); 
        Console.WriteLine($"Creating a new user with user name: {userName}."); 
        var user = await iamWrapper.CreateUserAsync(userName); 
        var userArn = user.Arn; 

        Console.WriteLine($"Successfully created user: {userName} with ARN: 
 {userArn}."); 
        uiWrapper.WaitABit(15, "Now let's wait for the user to be ready for use."); 

        // Define a role policy document that allows the new user 
        // to assume the role. 
        string assumeRolePolicyDocument = "{" + 
          "\"Version\": \"2012-10-17\"," + 
          "\"Statement\": [{" + 
              "\"Effect\": \"Allow\"," + 
              "\"Principal\": {" + 
              $" \"AWS\": \"{userArn}\"" + 
              "}," + 
              "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" + 
          "}]" + 
        "}"; 
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        // Permissions to list all buckets. 
        string policyDocument = "{" + 
            "\"Version\": \"2012-10-17\"," + 
            " \"Statement\" : [{" + 
                " \"Action\" : [\"s3:ListAllMyBuckets\"]," + 
                " \"Effect\" : \"Allow\"," + 
                " \"Resource\" : \"*\"" + 
            "}]" + 
        "}"; 

        // Create an AccessKey for the user. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Create access key"); 
        Console.WriteLine("Now let's create an access key for the new user."); 
        var accessKey = await iamWrapper.CreateAccessKeyAsync(userName); 

        var accessKeyId = accessKey.AccessKeyId; 
        var secretAccessKey = accessKey.SecretAccessKey; 

        Console.WriteLine($"We have created the access key with Access key id: 
 {accessKeyId}."); 

        Console.WriteLine("Now let's wait until the IAM access key is ready to 
 use."); 
        var keyReady = await iamWrapper.WaitUntilAccessKeyIsReady(accessKeyId); 

        // Now try listing the Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
        // buckets. This should fail at this point because the user doesn't 
        // have permissions to perform this task. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Try to display Amazon S3 buckets"); 
        Console.WriteLine("Now let's try to display a list of the user's Amazon S3 
 buckets."); 
        var s3Client1 = new AmazonS3Client(accessKeyId, secretAccessKey); 
        var stsClient1 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKeyId, 
 secretAccessKey); 

        var s3Wrapper = new S3Wrapper(s3Client1, stsClient1); 
        var buckets = await s3Wrapper.ListMyBucketsAsync(); 

        Console.WriteLine(buckets is null 
            ? "As expected, the call to list the buckets has returned a null list." 
            : "Something went wrong. This shouldn't have worked."); 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        uiWrapper.DisplayTitle("Create IAM role"); 
        Console.WriteLine($"Creating the role: {roleName}"); 

        // Creating an IAM role to allow listing the S3 buckets. A role name 
        // is not case sensitive and must be unique to the account for which it 
        // is created. 
        var roleArn = await iamWrapper.CreateRoleAsync(roleName, 
 assumeRolePolicyDocument); 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        // Create a policy with permissions to list S3 buckets. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Create IAM policy"); 
        Console.WriteLine($"Creating the policy: {s3PolicyName}"); 
        Console.WriteLine("with permissions to list the Amazon S3 buckets for the 
 account."); 
        var policy = await iamWrapper.CreatePolicyAsync(s3PolicyName, 
 policyDocument); 

        // Wait 15 seconds for the IAM policy to be available. 
        uiWrapper.WaitABit(15, "Waiting for the policy to be available."); 
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        // Attach the policy to the role you created earlier. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Attach new IAM policy"); 
        Console.WriteLine("Now let's attach the policy to the role."); 
        await iamWrapper.AttachRolePolicyAsync(policy.Arn, roleName); 

        // Wait 15 seconds for the role to be updated. 
        Console.WriteLine(); 
        uiWrapper.WaitABit(15, "Waiting for the policy to be attached."); 

        // Use the AWS Security Token Service (AWS STS) to have the user 
        // assume the role we created. 
        var stsClient2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(accessKeyId, 
 secretAccessKey); 

        // Wait for the new credentials to become valid. 
        uiWrapper.WaitABit(10, "Waiting for the credentials to be valid."); 

        var assumedRoleCredentials = await s3Wrapper.AssumeS3RoleAsync("temporary-
session", roleArn); 

        // Try again to list the buckets using the client created with 
        // the new user's credentials. This time, it should work. 
        var s3Client2 = new AmazonS3Client(assumedRoleCredentials); 

        s3Wrapper.UpdateClients(s3Client2, stsClient2); 

        buckets = await s3Wrapper.ListMyBucketsAsync(); 

        uiWrapper.DisplayTitle("List Amazon S3 buckets"); 
        Console.WriteLine("This time we should have buckets to list."); 
        if (buckets is not null) 
        { 
            buckets.ForEach(bucket => 
            { 
                Console.WriteLine($"{bucket.BucketName} created: 
 {bucket.CreationDate}"); 
            }); 
        } 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        // Now clean up all the resources used in the example. 
        uiWrapper.DisplayTitle("Clean up resources"); 
        Console.WriteLine("Thank you for watching. The IAM Basics demo is 
 complete."); 
        Console.WriteLine("Please wait while we clean up the resources we 
 created."); 

        await iamWrapper.DetachRolePolicyAsync(policy.Arn, roleName); 

        await iamWrapper.DeletePolicyAsync(policy.Arn); 

        await iamWrapper.DeleteRoleAsync(roleName); 

        await iamWrapper.DeleteAccessKeyAsync(accessKeyId, userName); 

        await iamWrapper.DeleteUserAsync(userName); 

        uiWrapper.PressEnter(); 

        Console.WriteLine("All done cleaning up our resources. Thank you for your 
 patience."); 
    }
}
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namespace IamScenariosCommon;

using System.Net;

/// <summary>
/// A class to perform Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) actions for
/// the IAM Basics scenario.
/// </summary>
public class S3Wrapper
{ 
    private IAmazonS3 _s3Service; 
    private IAmazonSecurityTokenService _stsService; 

    /// <summary> 
    /// Constructor for the S3Wrapper class. 
    /// </summary> 
    /// <param name="s3Service">An Amazon S3 client object.</param> 
    /// <param name="stsService">An AWS Security Token Service (AWS STS) 
    /// client object.</param> 
    public S3Wrapper(IAmazonS3 s3Service, IAmazonSecurityTokenService stsService) 
    { 
        _s3Service = s3Service; 
        _stsService = stsService; 
    } 

    // snippet.start:[STS.dotnetv3.AssumeS3Role] 
    /// <summary> 
    /// Assumes an AWS Identity and Access Management (IAM) role that allows 
    /// Amazon S3 access for the current session. 
    /// </summary> 
    /// <param name="roleSession">A string representing the current session.</
param> 
    /// <param name="roleToAssume">The name of the IAM role to assume.</param> 
    /// <returns>Credentials for the newly assumed IAM role.</returns> 
    public async Task<Credentials> AssumeS3RoleAsync(string roleSession, string 
 roleToAssume) 
    { 
        // Create the request to use with the AssumeRoleAsync call. 
        var request = new AssumeRoleRequest() 
        { 
            RoleSessionName = roleSession, 
            RoleArn = roleToAssume, 
        }; 

        var response = await _stsService.AssumeRoleAsync(request); 

        return response.Credentials; 
    } 

    // snippet.end:[STS.dotnetv3.AssumeS3Role] 

    /// <summary> 
    /// Delete an S3 bucket. 
    /// </summary> 
    /// <param name="bucketName">Name of the S3 bucket to delete.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating the success of the action.</returns> 
    public async Task<bool> DeleteBucketAsync(string bucketName) 
    { 
        var result = await _s3Service.DeleteBucketAsync(new DeleteBucketRequest 
 { BucketName = bucketName }); 
        return result.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List the buckets that are owned by the user's account. 
    /// </summary> 
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    /// <returns>Async Task.</returns> 
    public async Task<List<S3Bucket>?> ListMyBucketsAsync() 
    { 
        try 
        { 
            // Get the list of buckets accessible by the new user. 
            var response = await _s3Service.ListBucketsAsync(); 

            return response.Buckets; 
        } 
        catch (AmazonS3Exception ex) 
        { 
            // Something else went wrong. Display the error message. 
            Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}"); 
            return null; 
        } 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create a new S3 bucket. 
    /// </summary> 
    /// <param name="bucketName">The name for the new bucket.</param> 
    /// <returns>A Boolean value indicating whether the action completed 
    /// successfully.</returns> 
    public async Task<bool> PutBucketAsync(string bucketName) 
    { 
        var response = await _s3Service.PutBucketAsync(new PutBucketRequest 
 { BucketName = bucketName }); 
        return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Update the client objects with new client objects. This is available 
    /// because the scenario uses the methods of this class without and then 
    /// with the proper permissions to list S3 buckets. 
    /// </summary> 
    /// <param name="s3Service">The Amazon S3 client object.</param> 
    /// <param name="stsService">The AWS STS client object.</param> 
    public void UpdateClients(IAmazonS3 s3Service, IAmazonSecurityTokenService 
 stsService) 
    { 
        _s3Service = s3Service; 
        _stsService = stsService; 
    }
}

namespace IamScenariosCommon;

public class UIWrapper
{ 
    public readonly string SepBar = new('-', Console.WindowWidth); 

    /// <summary> 
    /// Show information about the IAM Groups scenario. 
    /// </summary> 
    public void DisplayGroupsOverview() 
    { 
        Console.Clear(); 

        DisplayTitle("Welcome to the IAM Groups Demo"); 
        Console.WriteLine("This example application does the following:"); 
        Console.WriteLine("\t1. Creates an Amazon Identity and Access Management 
 (IAM) group."); 
        Console.WriteLine("\t2. Adds an IAM policy to the IAM group giving it full 
 access to Amazon S3."); 
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        Console.WriteLine("\t3. Creates a new IAM user."); 
        Console.WriteLine("\t4. Creates an IAM access key for the user."); 
        Console.WriteLine("\t5. Adds the user to the IAM group."); 
        Console.WriteLine("\t6. Lists the buckets on the account."); 
        Console.WriteLine("\t7. Proves that the user has full Amazon S3 access by 
 creating a bucket."); 
        Console.WriteLine("\t8. List the buckets again to show the new bucket."); 
        Console.WriteLine("\t9. Cleans up all the resources created."); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Show information about the IAM Basics scenario. 
    /// </summary> 
    public void DisplayBasicsOverview() 
    { 
        Console.Clear(); 

        DisplayTitle("Welcome to IAM Basics"); 
        Console.WriteLine("This example application does the following:"); 
        Console.WriteLine("\t1. Creates a user with no permissions."); 
        Console.WriteLine("\t2. Creates a role and policy that grant 
 s3:ListAllMyBuckets permission."); 
        Console.WriteLine("\t3. Grants the user permission to assume the role."); 
        Console.WriteLine("\t4. Creates an S3 client object as the user and tries 
 to list buckets (this will fail)."); 
        Console.WriteLine("\t5. Gets temporary credentials by assuming the role."); 
        Console.WriteLine("\t6. Creates a new S3 client object with the temporary 
 credentials and lists the buckets (this will succeed)."); 
        Console.WriteLine("\t7. Deletes all the resources."); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Display a message and wait until the user presses enter. 
    /// </summary> 
    public void PressEnter() 
    { 
        Console.Write("\nPress <Enter> to continue. "); 
        _ = Console.ReadLine(); 
        Console.WriteLine(); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Pad a string with spaces to center it on the console display. 
    /// </summary> 
    /// <param name="strToCenter">The string to be centered.</param> 
    /// <returns>The padded string.</returns> 
    public string CenterString(string strToCenter) 
    { 
        var padAmount = (Console.WindowWidth - strToCenter.Length) / 2; 
        var leftPad = new string(' ', padAmount); 
        return $"{leftPad}{strToCenter}"; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Display a line of hyphens, the centered text of the title, and another 
    /// line of hyphens. 
    /// </summary> 
    /// <param name="strTitle">The string to be displayed.</param> 
    public void DisplayTitle(string strTitle) 
    { 
        Console.WriteLine(SepBar); 
        Console.WriteLine(CenterString(strTitle)); 
        Console.WriteLine(SepBar); 
    } 

    /// <summary> 
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    /// Display a countdown and wait for a number of seconds. 
    /// </summary> 
    /// <param name="numSeconds">The number of seconds to wait.</param> 
    public void WaitABit(int numSeconds, string msg) 
    { 
        Console.WriteLine(msg); 

        // Wait for the requested number of seconds. 
        for (int i = numSeconds; i > 0; i--) 
        { 
            System.Threading.Thread.Sleep(1000); 
            Console.Write($"{i}..."); 
        } 

        PressEnter(); 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の以下のトピックを参照して
ください。
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

C++

SDK for C++

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

namespace AwsDoc { 
    namespace IAM { 
        //! Cleanup by deleting created entities. 
        /*! 
          \sa DeleteCreatedEntities 
          \param client: IAM client. 
          \param role: IAM role. 
          \param user: IAM user. 
          \param policy: IAM policy. 
        */ 
        static bool DeleteCreatedEntities(const Aws::IAM::IAMClient &client, 
                                          const Aws::IAM::Model::Role &role, 
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                                          const Aws::IAM::Model::User &user, 
                                          const Aws::IAM::Model::Policy &policy); 
    } 

    static const char ALLOCATION_TAG[] = "example_code";
}

//! Scenario to create an IAM user, create an IAM role, and apply the role to the 
 user.
// "IAM access" permissions are needed to run this code.
// "STS assume role" permissions are needed to run this code. (Note: It might be 
 necessary to
//    create a custom policy).
/*! 
  \sa iamCreateUserAssumeRoleScenario 
  \param clientConfig: Aws client configuration. 
  \return bool: Successful completion.
*/
bool AwsDoc::IAM::iamCreateUserAssumeRoleScenario( 
        const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) { 

    Aws::IAM::IAMClient client(clientConfig); 
    Aws::IAM::Model::User user; 
    Aws::IAM::Model::Role role; 
    Aws::IAM::Model::Policy policy; 

    // 1. Create a user. 
    { 
        Aws::IAM::Model::CreateUserRequest request; 
        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID(); 
        Aws::String userName = "iam-demo-user-" + 
                               Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str()); 
        request.SetUserName(userName); 

        Aws::IAM::Model::CreateUserOutcome outcome = client.CreateUser(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cout << "Error creating IAM user " << userName << ":" << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            return false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Successfully created IAM user " << userName << std::endl; 
        } 

        user = outcome.GetResult().GetUser(); 
    } 

    // 2. Create a role. 
    { 
        // Get the IAM user for the current client in order to access its ARN. 
        Aws::String iamUserArn; 
        { 
            Aws::IAM::Model::GetUserRequest request; 
            Aws::IAM::Model::GetUserOutcome outcome = client.GetUser(request); 
            if (!outcome.IsSuccess()) { 
                std::cerr << "Error getting Iam user. " << 
                          outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 

                DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy); 
                return false; 
            } 
            else { 
                std::cout << "Successfully retrieved Iam user " 
                          << outcome.GetResult().GetUser().GetUserName() 
                          << std::endl; 
            } 
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            iamUserArn = outcome.GetResult().GetUser().GetArn(); 
        } 

        Aws::IAM::Model::CreateRoleRequest request; 

        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID(); 
        Aws::String roleName = "iam-demo-role-" + 
                               Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str()); 
        request.SetRoleName(roleName); 

        // Build policy document for role. 
        Aws::Utils::Document jsonStatement; 
        jsonStatement.WithString("Effect", "Allow"); 

        Aws::Utils::Document jsonPrincipal; 
        jsonPrincipal.WithString("AWS", iamUserArn); 
        jsonStatement.WithObject("Principal", jsonPrincipal); 
        jsonStatement.WithString("Action", "sts:AssumeRole"); 
        jsonStatement.WithObject("Condition", Aws::Utils::Document()); 

        Aws::Utils::Document policyDocument; 
        policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17"); 

        Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1); 
        statements[0] = jsonStatement; 
        policyDocument.WithArray("Statement", statements); 

        std::cout << "Setting policy for role\n   " 
                  << policyDocument.View().WriteCompact() << std::endl; 

        // Set role policy document as JSON string. 
        request.SetAssumeRolePolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact()); 

        Aws::IAM::Model::CreateRoleOutcome outcome = client.CreateRole(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Error creating role. " << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 

            DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy); 
            return false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Successfully created a role with name " << roleName 
                      << std::endl; 
        } 

        role = outcome.GetResult().GetRole(); 
    } 

    // 3. Create an IAM policy. 
    { 
        Aws::IAM::Model::CreatePolicyRequest request; 
        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID(); 
        Aws::String policyName = "iam-demo-policy-" + 
                                 Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str()); 
        request.SetPolicyName(policyName); 

        // Build IAM policy document. 
        Aws::Utils::Document jsonStatement; 
        jsonStatement.WithString("Effect", "Allow"); 
        jsonStatement.WithString("Action", "s3:ListAllMyBuckets"); 
        jsonStatement.WithString("Resource", "arn:aws:s3:::*"); 

        Aws::Utils::Document policyDocument; 
        policyDocument.WithString("Version", "2012-10-17"); 
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        Aws::Utils::Array<Aws::Utils::Document> statements(1); 
        statements[0] = jsonStatement; 
        policyDocument.WithArray("Statement", statements); 

        std::cout << "Creating a policy.\n   " << 
 policyDocument.View().WriteCompact() 
                  << std::endl; 

        // Set IAM policy document as JSON string. 
        request.SetPolicyDocument(policyDocument.View().WriteCompact()); 

        Aws::IAM::Model::CreatePolicyOutcome outcome = 
 client.CreatePolicy(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Error creating policy. " << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 

            DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy); 
            return false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Successfully created a policy with name, " << policyName 
 << 
                      "." << std::endl; 
        } 

        policy = outcome.GetResult().GetPolicy(); 
    } 

    // 4. Assume the new role using the AWS Security Token Service (STS). 
    Aws::STS::Model::Credentials credentials; 
    { 
        Aws::STS::STSClient stsClient(clientConfig); 

        Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest request; 
        request.SetRoleArn(role.GetArn()); 
        Aws::String uuid = Aws::Utils::UUID::RandomUUID(); 
        Aws::String roleSessionName = "iam-demo-role-session-" + 
                                      
 Aws::Utils::StringUtils::ToLower(uuid.c_str()); 
        request.SetRoleSessionName(roleSessionName); 

        Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome assumeRoleOutcome; 

        // Repeatedly call AssumeRole, because there is often a delay 
        // before the role is available to be assumed. 
        // Repeat at most 20 times when access is denied. 
        int count = 0; 
        while (true) { 
            assumeRoleOutcome = stsClient.AssumeRole(request); 
            if (!assumeRoleOutcome.IsSuccess()) { 
                if (count > 20 || 
                    assumeRoleOutcome.GetError().GetErrorType() != 
                    Aws::STS::STSErrors::ACCESS_DENIED) { 
                    std::cerr << "Error assuming role after 20 tries. " << 
                              assumeRoleOutcome.GetError().GetMessage() << 
 std::endl; 

                    DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy); 
                    return false; 
                } 
                std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1)); 
            } 
            else { 
                std::cout << "Successfully assumed the role after " << count 
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                          << " seconds." << std::endl; 
                break; 
            } 
            count++; 
        } 

        credentials = assumeRoleOutcome.GetResult().GetCredentials(); 
    } 

    // 5. List objects in the bucket (This should fail). 
    { 
        Aws::S3::S3Client s3Client( 
                Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(), 
                                          credentials.GetSecretAccessKey(), 
                                          credentials.GetSessionToken()), 
                Aws::MakeShared<Aws::S3::S3EndpointProvider>(ALLOCATION_TAG), 
                clientConfig); 
        Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome = 
 s3Client.ListBuckets(); 
        if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) { 
            if (listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() != 
                Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) { 
                std::cerr << "Could not lists buckets. " << 
                          listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            } 
            else { 
                std::cout 
                        << "Access to list buckets denied because privileges have 
 not been applied." 
                        << std::endl; 
            } 
        } 
        else { 
            std::cerr 
                    << "Successfully retrieved bucket lists when this should not 
 happen." 
                    << std::endl; 
        } 
    } 

    // 6. Attach the policy to the role. 
    { 
        Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyRequest request; 
        request.SetRoleName(role.GetRoleName()); 
        request.WithPolicyArn(policy.GetArn()); 

        Aws::IAM::Model::AttachRolePolicyOutcome outcome = client.AttachRolePolicy( 
                request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Error creating policy. " << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 

            DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy); 
            return false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Successfully attached the policy with name, " 
                      << policy.GetPolicyName() << 
                      ", to the role, " << role.GetRoleName() << "." << std::endl; 
        } 
    } 

    int count = 0; 
    // 7. List objects in the bucket (this should succeed). 
    // Repeatedly call ListBuckets, because there is often a delay 
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    // before the policy with ListBucket permissions has been applied to the role. 
    // Repeat at most 20 times when access is denied. 
    while (true) { 
        Aws::S3::S3Client s3Client( 
                Aws::Auth::AWSCredentials(credentials.GetAccessKeyId(), 
                                          credentials.GetSecretAccessKey(), 
                                          credentials.GetSessionToken()), 
                Aws::MakeShared<Aws::S3::S3EndpointProvider>(ALLOCATION_TAG), 
                clientConfig); 
        Aws::S3::Model::ListBucketsOutcome listBucketsOutcome = 
 s3Client.ListBuckets(); 
        if (!listBucketsOutcome.IsSuccess()) { 
            if ((count > 20) || 
                listBucketsOutcome.GetError().GetErrorType() != 
                Aws::S3::S3Errors::ACCESS_DENIED) { 
                std::cerr << "Could not lists buckets after 20 seconds. " << 
                          listBucketsOutcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
                DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy); 
                return false; 
            } 

            std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(1)); 
        } 
        else { 

            std::cout << "Successfully retrieved bucket lists after " << count 
                      << " seconds." << std::endl; 
            break; 
        } 
        count++; 
    } 

    // 8. Delete all the created resources. 
    return DeleteCreatedEntities(client, role, user, policy);
}

bool AwsDoc::IAM::DeleteCreatedEntities(const Aws::IAM::IAMClient &client, 
                                        const Aws::IAM::Model::Role &role, 
                                        const Aws::IAM::Model::User &user, 
                                        const Aws::IAM::Model::Policy &policy) { 
    bool result = true; 
    if (policy.ArnHasBeenSet()) { 
        // Detach the policy from the role. 
        { 
            Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyRequest request; 
            request.SetPolicyArn(policy.GetArn()); 
            request.SetRoleName(role.GetRoleName()); 

            Aws::IAM::Model::DetachRolePolicyOutcome outcome = 
 client.DetachRolePolicy( 
                    request); 
            if (!outcome.IsSuccess()) { 
                std::cerr << "Error Detaching policy from roles. " << 
                          outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
                result = false; 
            } 
            else { 
                std::cout << "Successfully detached the policy with arn " 
                          << policy.GetArn() 
                          << " from role " << role.GetRoleName() << "." << 
 std::endl; 
            } 
        } 

        // Delete the policy. 
        { 
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            Aws::IAM::Model::DeletePolicyRequest request; 
            request.WithPolicyArn(policy.GetArn()); 

            Aws::IAM::Model::DeletePolicyOutcome outcome = 
 client.DeletePolicy(request); 
            if (!outcome.IsSuccess()) { 
                std::cerr << "Error deleting policy. " << 
                          outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
                result = false; 
            } 
            else { 
                std::cout << "Successfully deleted the policy with arn " 
                          << policy.GetArn() << std::endl; 
            } 
        } 

    } 

    if (role.RoleIdHasBeenSet()) { 
        // Delete the role. 
        Aws::IAM::Model::DeleteRoleRequest request; 
        request.SetRoleName(role.GetRoleName()); 

        Aws::IAM::Model::DeleteRoleOutcome outcome = client.DeleteRole(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Error deleting role. " << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            result = false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Successfully deleted the role with name " 
                      << role.GetRoleName() << std::endl; 
        } 
    } 

    if (user.ArnHasBeenSet()) { 
        // Delete the user. 
        Aws::IAM::Model::DeleteUserRequest request; 
        request.WithUserName(user.GetUserName()); 

        Aws::IAM::Model::DeleteUserOutcome outcome = client.DeleteUser(request); 
        if (!outcome.IsSuccess()) { 
            std::cerr << "Error deleting user. " << 
                      outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
            result = false; 
        } 
        else { 
            std::cout << "Successfully deleted the user with name " 
                      << user.GetUserName() << std::endl; 
        } 
    } 

    return result;
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の以下のトピックを参照して
ください。
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
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• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

Go

SDK for Go V2

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

コマンドプロンプトからインタラクティブのシナリオを実行します。

// AssumeRoleScenario shows you how to use the AWS Identity and Access Management 
 (IAM)
// service to perform the following actions:
//
// 1. Create a user who has no permissions.
// 2. Create a role that grants permission to list Amazon Simple Storage Service
//    (Amazon S3) buckets for the account.
// 3. Add a policy to let the user assume the role.
// 4. Try and fail to list buckets without permissions.
// 5. Assume the role and list S3 buckets using temporary credentials.
// 6. Delete the policy, role, and user.
type AssumeRoleScenario struct { 
 sdkConfig aws.Config 
 accountWrapper actions.AccountWrapper 
 policyWrapper actions.PolicyWrapper 
 roleWrapper actions.RoleWrapper 
 userWrapper actions.UserWrapper 
 questioner demotools.IQuestioner 
 helper IScenarioHelper 
 isTestRun bool
}

// NewAssumeRoleScenario constructs an AssumeRoleScenario instance from a 
 configuration.
// It uses the specified config to get an IAM client and create wrappers for the 
 actions
// used in the scenario.
func NewAssumeRoleScenario(sdkConfig aws.Config, questioner demotools.IQuestioner, 
  helper IScenarioHelper) AssumeRoleScenario { 
 iamClient := iam.NewFromConfig(sdkConfig) 
 return AssumeRoleScenario{ 
  sdkConfig:   sdkConfig, 
  accountWrapper: actions.AccountWrapper{IamClient: iamClient}, 
  policyWrapper:  actions.PolicyWrapper{IamClient: iamClient}, 
  roleWrapper:    actions.RoleWrapper{IamClient: iamClient}, 
  userWrapper:    actions.UserWrapper{IamClient: iamClient}, 
  questioner:     questioner, 
  helper:         helper, 
 }
}
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// addTestOptions appends the API options specified in the original configuration 
 to
// another configuration. This is used to attach the middleware stubber to clients
// that are constructed during the scenario, which is needed for unit testing.
func (scenario AssumeRoleScenario) addTestOptions(scenarioConfig *aws.Config) { 
 if scenario.isTestRun { 
  scenarioConfig.APIOptions = append(scenarioConfig.APIOptions, 
 scenario.sdkConfig.APIOptions...) 
 }
}

// Run runs the interactive scenario.
func (scenario AssumeRoleScenario) Run() { 
 defer func() { 
  if r := recover(); r != nil { 
   log.Printf("Something went wrong with the demo.\n") 
   log.Println(r) 
  } 
 }() 

 log.Println(strings.Repeat("-", 88)) 
 log.Println("Welcome to the AWS Identity and Access Management (IAM) assume role 
 demo.") 
 log.Println(strings.Repeat("-", 88)) 

 user := scenario.CreateUser() 
 accessKey := scenario.CreateAccessKey(user) 
 role := scenario.CreateRoleAndPolicies(user) 
 noPermsConfig := scenario.ListBucketsWithoutPermissions(accessKey) 
 scenario.ListBucketsWithAssumedRole(noPermsConfig, role) 
 scenario.Cleanup(user, role) 

 log.Println(strings.Repeat("-", 88)) 
 log.Println("Thanks for watching!") 
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// CreateUser creates a new IAM user. This user has no permissions.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateUser() *types.User { 
 log.Println("Let's create an example user with no permissions.") 
 userName := scenario.questioner.Ask("Enter a name for the example user:", 
 demotools.NotEmpty{}) 
 user, err := scenario.userWrapper.GetUser(userName) 
 if err != nil { 
  panic(err) 
 } 
 if user == nil { 
  user, err = scenario.userWrapper.CreateUser(userName) 
  if err != nil { 
   panic(err) 
  } 
  log.Printf("Created user %v.\n", *user.UserName) 
 } else { 
  log.Printf("User %v already exists.\n", *user.UserName) 
 } 
 log.Println(strings.Repeat("-", 88)) 
 return user
}

// CreateAccessKey creates an access key for the user.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateAccessKey(user *types.User) 
 *types.AccessKey { 
 accessKey, err := scenario.userWrapper.CreateAccessKeyPair(*user.UserName) 
 if err != nil { 
  panic(err) 
 } 
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 log.Printf("Created access key %v for your user.", *accessKey.AccessKeyId) 
 log.Println("Waiting a few seconds for your user to be ready...") 
 scenario.helper.Pause(10) 
 log.Println(strings.Repeat("-", 88)) 
 return accessKey
}

// CreateRoleAndPolicies creates a policy that grants permission to list S3 buckets 
 for
// the current account and attaches the policy to a newly created role. It also 
 adds an
// inline policy to the specified user that grants the user permission to assume 
 the role.
func (scenario AssumeRoleScenario) CreateRoleAndPolicies(user *types.User) 
 *types.Role { 
 log.Println("Let's create a role and policy that grant permission to list S3 
 buckets.") 
 scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.") 
 listBucketsRole, err := scenario.roleWrapper.CreateRole(scenario.helper.GetName(), 
 *user.Arn) 
 if err != nil {panic(err)} 
 log.Printf("Created role %v.\n", *listBucketsRole.RoleName) 
 listBucketsPolicy, err := scenario.policyWrapper.CreatePolicy( 
  scenario.helper.GetName(), []string{"s3:ListAllMyBuckets"}, "arn:aws:s3:::*") 
 if err != nil {panic(err)} 
 log.Printf("Created policy %v.\n", *listBucketsPolicy.PolicyName) 
 err = scenario.roleWrapper.AttachRolePolicy(*listBucketsPolicy.Arn, 
 *listBucketsRole.RoleName) 
 if err != nil {panic(err)} 
 log.Printf("Attached policy %v to role %v.\n", *listBucketsPolicy.PolicyName, 
  *listBucketsRole.RoleName) 
 err = scenario.userWrapper.CreateUserPolicy(*user.UserName, 
 scenario.helper.GetName(), 
  []string{"sts:AssumeRole"}, *listBucketsRole.Arn) 
 if err != nil {panic(err)} 
 log.Printf("Created an inline policy for user %v that lets the user assume the 
 role.\n", 
  *user.UserName) 
 log.Println("Let's give AWS a few seconds to propagate these new resources and 
 connections...") 
 scenario.helper.Pause(10) 
 log.Println(strings.Repeat("-", 88)) 
 return listBucketsRole
}

// ListBucketsWithoutPermissions creates an Amazon S3 client from the user's access 
 key
// credentials and tries to list buckets for the account. Because the user does not 
 have
// permission to perform this action, the action fails.
func (scenario AssumeRoleScenario) ListBucketsWithoutPermissions(accessKey 
 *types.AccessKey) *aws.Config { 
  log.Println("Let's try to list buckets without permissions. This should return an 
 AccessDenied error.") 
  scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.") 
  noPermsConfig, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO(), 
  config.WithCredentialsProvider(credentials.NewStaticCredentialsProvider( 
   *accessKey.AccessKeyId, *accessKey.SecretAccessKey, ""), 
 )) 
  if err != nil {panic(err)} 

  // Add test options if this is a test run. This is needed only for testing 
 purposes. 
 scenario.addTestOptions(&noPermsConfig) 

  s3Client := s3.NewFromConfig(noPermsConfig) 
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  _, err = s3Client.ListBuckets(context.TODO(), &s3.ListBucketsInput{}) 
  if err != nil { 
   // The SDK for Go does not model the AccessDenied error, so check ErrorCode 
 directly. 
  var ae smithy.APIError 
  if errors.As(err, &ae) { 
   switch ae.ErrorCode() { 
   case "AccessDenied": 
    log.Println("Got AccessDenied error, which is the expected result because\n" + 
     "the ListBuckets call was made without permissions.") 
   default: 
    log.Println("Expected AccessDenied, got something else.") 
    panic(err) 
   } 
  } 
  } else { 
   log.Println("Expected AccessDenied error when calling ListBuckets without 
 permissions,\n" + 
    "but the call succeeded. Continuing the example anyway...") 
 } 
 log.Println(strings.Repeat("-", 88)) 
  return &noPermsConfig
}

// ListBucketsWithAssumedRole performs the following actions:
//
// 1. Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client from the config 
 created from
//   the user's access key credentials.
// 2. Gets temporary credentials by assuming the role that grants permission to 
 list the
//    buckets.
// 3. Creates an Amazon S3 client from the temporary credentials.
// 4. Lists buckets for the account. Because the temporary credentials are 
 generated by
//    assuming the role that grants permission, the action succeeds.
func (scenario AssumeRoleScenario) ListBucketsWithAssumedRole(noPermsConfig 
 *aws.Config, role *types.Role) { 
 log.Println("Let's assume the role that grants permission to list buckets and try 
 again.") 
 scenario.questioner.Ask("Press Enter when you're ready.") 
 stsClient := sts.NewFromConfig(*noPermsConfig) 
 tempCredentials, err := stsClient.AssumeRole(context.TODO(), &sts.AssumeRoleInput{ 
  RoleArn:           role.Arn, 
  RoleSessionName:   aws.String("AssumeRoleExampleSession"), 
  DurationSeconds:   aws.Int32(900), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't assume role %v.\n", *role.RoleName) 
  panic(err) 
 } 
 log.Printf("Assumed role %v, got temporary credentials.\n", *role.RoleName) 
 assumeRoleConfig, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO(), 
  config.WithCredentialsProvider(credentials.NewStaticCredentialsProvider( 
   *tempCredentials.Credentials.AccessKeyId, 
   *tempCredentials.Credentials.SecretAccessKey, 
   *tempCredentials.Credentials.SessionToken), 
  ), 
 ) 
 if err != nil {panic(err)} 

 // Add test options if this is a test run. This is needed only for testing 
 purposes. 
 scenario.addTestOptions(&assumeRoleConfig) 

 s3Client := s3.NewFromConfig(assumeRoleConfig) 

842



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
シナリオ

 result, err := s3Client.ListBuckets(context.TODO(), &s3.ListBucketsInput{}) 
 if err != nil { 
  log.Println("Couldn't list buckets with assumed role credentials.") 
  panic(err) 
 } 
 log.Println("Successfully called ListBuckets with assumed role credentials, \n" + 
  "here are some of them:") 
 for i := 0; i < len(result.Buckets) && i < 5; i++ { 
  log.Printf("\t%v\n", *result.Buckets[i].Name) 
 } 
 log.Println(strings.Repeat("-", 88))
}

// Cleanup deletes all resources created for the scenario.
func (scenario AssumeRoleScenario) Cleanup(user *types.User, role *types.Role) { 
 if scenario.questioner.AskBool( 
  "Do you want to delete the resources created for this example? (y/n)", "y", 
 ) { 
   policies, err := scenario.roleWrapper.ListAttachedRolePolicies(*role.RoleName) 
   if err != nil {panic(err)} 
   for _, policy := range policies { 
    err = scenario.roleWrapper.DetachRolePolicy(*role.RoleName, *policy.PolicyArn) 
    if err != nil {panic(err)} 
    err = scenario.policyWrapper.DeletePolicy(*policy.PolicyArn) 
    if err != nil {panic(err)} 
    log.Printf("Detached policy %v from role %v and deleted the policy.\n", 
     *policy.PolicyName, *role.RoleName) 
   } 
   err = scenario.roleWrapper.DeleteRole(*role.RoleName) 
   if err != nil {panic(err)} 
   log.Printf("Deleted role %v.\n", *role.RoleName) 

   userPols, err := scenario.userWrapper.ListUserPolicies(*user.UserName) 
   if err != nil {panic(err)} 
   for _, userPol := range userPols { 
    err = scenario.userWrapper.DeleteUserPolicy(*user.UserName, userPol) 
    if err != nil {panic(err)} 
    log.Printf("Deleted policy %v from user %v.\n", userPol, *user.UserName) 
   } 
   keys, err := scenario.userWrapper.ListAccessKeys(*user.UserName) 
   if err != nil {panic(err)} 
   for _, key := range keys { 
    err = scenario.userWrapper.DeleteAccessKey(*user.UserName, *key.AccessKeyId) 
    if err != nil {panic(err)} 
    log.Printf("Deleted access key %v from user %v.\n", *key.AccessKeyId, 
 *user.UserName) 
   } 
   err = scenario.userWrapper.DeleteUser(*user.UserName) 
   if err != nil {panic(err)} 
   log.Printf("Deleted user %v.\n", *user.UserName) 
   log.Println(strings.Repeat("-", 88)) 
 }

}

アカウントアクションをラップする構造体を定義します。

// AccountWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) account 
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform account actions.
type AccountWrapper struct { 
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 IamClient *iam.Client
}

// GetAccountPasswordPolicy gets the account password policy for the current 
 account.
// If no policy has been set, a NoSuchEntityException is error is returned.
func (wrapper AccountWrapper) GetAccountPasswordPolicy() (*types.PasswordPolicy, 
 error) { 
 var pwPolicy *types.PasswordPolicy 
 result, err := wrapper.IamClient.GetAccountPasswordPolicy(context.TODO(), 
  &iam.GetAccountPasswordPolicyInput{}) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't get account password policy. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  pwPolicy = result.PasswordPolicy 
 } 
 return pwPolicy, err
}

// ListSAMLProviders gets the SAML providers for the account.
func (wrapper AccountWrapper) ListSAMLProviders() ([]types.SAMLProviderListEntry, 
 error) { 
 var providers []types.SAMLProviderListEntry 
 result, err := wrapper.IamClient.ListSAMLProviders(context.TODO(), 
 &iam.ListSAMLProvidersInput{}) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list SAML providers. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  providers = result.SAMLProviderList 
 } 
 return providers, err
}

ポリシーアクションをラップする構造体を定義します。

// PolicyDocument defines a policy document as a Go struct that can be serialized
// to JSON.
type PolicyDocument struct { 
 Version string 
 Statement []PolicyStatement
}

// PolicyStatement defines a statement in a policy document.
type PolicyStatement struct { 
 Effect string 
 Action []string 
 Principal map[string]string `json:",omitempty"` 
 Resource *string `json:",omitempty"`
}

// PolicyWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) policy 
 actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform policy actions.
type PolicyWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
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}

// ListPolicies gets up to maxPolicies policies.
func (wrapper PolicyWrapper) ListPolicies(maxPolicies int32) ([]types.Policy, 
 error) { 
 var policies []types.Policy 
 result, err := wrapper.IamClient.ListPolicies(context.TODO(), 
 &iam.ListPoliciesInput{ 
  MaxItems: aws.Int32(maxPolicies), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list policies. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  policies = result.Policies 
 } 
 return policies, err
}

// CreatePolicy creates a policy that grants a list of actions to the specified 
 resource.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper PolicyWrapper) CreatePolicy(policyName string, actions []string, 
  resourceArn string) (*types.Policy, error) { 
 var policy *types.Policy 
 policyDoc := PolicyDocument{ 
  Version:   "2012-10-17", 
  Statement: []PolicyStatement{{ 
   Effect: "Allow", 
   Action: actions, 
   Resource: aws.String(resourceArn), 
  }}, 
 } 
 policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n", 
 resourceArn, err) 
  return nil, err 
 } 
 result, err := wrapper.IamClient.CreatePolicy(context.TODO(), 
 &iam.CreatePolicyInput{ 
  PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)), 
  PolicyName:     aws.String(policyName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create policy %v. Here's why: %v\n", policyName, err) 
 } else { 
  policy = result.Policy 
 } 
 return policy, err
}

// GetPolicy gets data about a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) GetPolicy(policyArn string) (*types.Policy, error) { 
 var policy *types.Policy 
 result, err := wrapper.IamClient.GetPolicy(context.TODO(), &iam.GetPolicyInput{ 
  PolicyArn: aws.String(policyArn), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't get policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err) 
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 } else { 
  policy = result.Policy 
 } 
 return policy, err
}

// DeletePolicy deletes a policy.
func (wrapper PolicyWrapper) DeletePolicy(policyArn string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeletePolicy(context.TODO(), &iam.DeletePolicyInput{ 
  PolicyArn: aws.String(policyArn), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete policy %v. Here's why: %v\n", policyArn, err) 
 } 
 return err
}

ロールアクションをラップする構造体を定義します。

// RoleWrapper encapsulates AWS Identity and Access Management (IAM) role actions
// used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform role actions.
type RoleWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListRoles gets up to maxRoles roles.
func (wrapper RoleWrapper) ListRoles(maxRoles int32) ([]types.Role, error) { 
 var roles []types.Role 
 result, err := wrapper.IamClient.ListRoles(context.TODO(), 
  &iam.ListRolesInput{MaxItems: aws.Int32(maxRoles)}, 
 ) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list roles. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  roles = result.Roles 
 } 
 return roles, err
}

// CreateRole creates a role that trusts a specified user. The trusted user can 
 assume
// the role to acquire its permissions.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper RoleWrapper) CreateRole(roleName string, trustedUserArn string) 
 (*types.Role, error) { 
 var role *types.Role 
 trustPolicy := PolicyDocument{ 
  Version:   "2012-10-17", 
  Statement: []PolicyStatement{{ 
   Effect: "Allow", 
   Principal: map[string]string{"AWS": trustedUserArn}, 
   Action: []string{"sts:AssumeRole"}, 
  }}, 
 } 
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 policyBytes, err := json.Marshal(trustPolicy) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create trust policy for %v. Here's why: %v\n", 
 trustedUserArn, err) 
  return nil, err 
 } 
 result, err := wrapper.IamClient.CreateRole(context.TODO(), &iam.CreateRoleInput{ 
  AssumeRolePolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)), 
  RoleName:                 aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create role %v. Here's why: %v\n", roleName, err) 
 } else { 
  role = result.Role 
 } 
 return role, err
}

// GetRole gets data about a role.
func (wrapper RoleWrapper) GetRole(roleName string) (*types.Role, error) { 
 var role *types.Role 
 result, err := wrapper.IamClient.GetRole(context.TODO(), 
  &iam.GetRoleInput{RoleName: aws.String(roleName)}) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't get role %v. Here's why: %v\n", roleName, err) 
 } else { 
  role = result.Role 
 } 
 return role, err
}

// CreateServiceLinkedRole creates a service-linked role that is owned by the 
 specified service.
func (wrapper RoleWrapper) CreateServiceLinkedRole(serviceName string, description 
 string) (*types.Role, error) { 
 var role *types.Role 
 result, err := wrapper.IamClient.CreateServiceLinkedRole(context.TODO(), 
 &iam.CreateServiceLinkedRoleInput{ 
  AWSServiceName: aws.String(serviceName), 
  Description:    aws.String(description), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create service-linked role %v. Here's why: %v\n", 
 serviceName, err) 
 } else { 
  role = result.Role 
 } 
 return role, err
}

// DeleteServiceLinkedRole deletes a service-linked role.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteServiceLinkedRole(roleName string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteServiceLinkedRole(context.TODO(), 
 &iam.DeleteServiceLinkedRoleInput{ 
  RoleName: aws.String(roleName)}, 
 ) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete service-linked role %v. Here's why: %v\n", roleName, 
 err) 
 } 
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 return err
}

// AttachRolePolicy attaches a policy to a role.
func (wrapper RoleWrapper) AttachRolePolicy(policyArn string, roleName string) 
 error { 
 _, err := wrapper.IamClient.AttachRolePolicy(context.TODO(), 
 &iam.AttachRolePolicyInput{ 
  PolicyArn: aws.String(policyArn), 
  RoleName:  aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't attach policy %v to role %v. Here's why: %v\n", policyArn, 
 roleName, err) 
 } 
 return err
}

// ListAttachedRolePolicies lists the policies that are attached to the specified 
 role.
func (wrapper RoleWrapper) ListAttachedRolePolicies(roleName string) 
 ([]types.AttachedPolicy, error) { 
 var policies []types.AttachedPolicy 
 result, err := wrapper.IamClient.ListAttachedRolePolicies(context.TODO(), 
 &iam.ListAttachedRolePoliciesInput{ 
  RoleName: aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list attached policies for role %v. Here's why: %v\n", 
 roleName, err) 
 } else { 
  policies = result.AttachedPolicies 
 } 
 return policies, err
}

// DetachRolePolicy detaches a policy from a role.
func (wrapper RoleWrapper) DetachRolePolicy(roleName string, policyArn string) 
 error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DetachRolePolicy(context.TODO(), 
 &iam.DetachRolePolicyInput{ 
  PolicyArn: aws.String(policyArn), 
  RoleName:  aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't detach policy from role %v. Here's why: %v\n", roleName, 
 err) 
 } 
 return err
}

// ListRolePolicies lists the inline policies for a role.
func (wrapper RoleWrapper) ListRolePolicies(roleName string) ([]string, error) { 
 var policies []string 
 result, err := wrapper.IamClient.ListRolePolicies(context.TODO(), 
 &iam.ListRolePoliciesInput{ 
  RoleName: aws.String(roleName), 
 }) 
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 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list policies for role %v. Here's why: %v\n", roleName, err) 
 } else { 
  policies = result.PolicyNames 
 } 
 return policies, err
}

// DeleteRole deletes a role. All attached policies must be detached before a
// role can be deleted.
func (wrapper RoleWrapper) DeleteRole(roleName string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteRole(context.TODO(), &iam.DeleteRoleInput{ 
  RoleName: aws.String(roleName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete role %v. Here's why: %v\n", roleName, err) 
 } 
 return err
}

ユーザーアクションをラップする構造体を定義します。

// UserWrapper encapsulates user actions used in the examples.
// It contains an IAM service client that is used to perform user actions.
type UserWrapper struct { 
 IamClient *iam.Client
}

// ListUsers gets up to maxUsers number of users.
func (wrapper UserWrapper) ListUsers(maxUsers int32) ([]types.User, error) { 
 var users []types.User 
 result, err := wrapper.IamClient.ListUsers(context.TODO(), &iam.ListUsersInput{ 
  MaxItems: aws.Int32(maxUsers), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list users. Here's why: %v\n", err) 
 } else { 
  users = result.Users 
 } 
 return users, err
}

// GetUser gets data about a user.
func (wrapper UserWrapper) GetUser(userName string) (*types.User, error) { 
 var user *types.User 
 result, err := wrapper.IamClient.GetUser(context.TODO(), &iam.GetUserInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  var apiError smithy.APIError 
  if errors.As(err, &apiError) { 
   switch apiError.(type) { 
   case *types.NoSuchEntityException: 
    log.Printf("User %v does not exist.\n", userName) 
    err = nil 
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   default: 
    log.Printf("Couldn't get user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
   } 
  } 
 } else { 
  user = result.User 
 } 
 return user, err
}

// CreateUser creates a new user with the specified name.
func (wrapper UserWrapper) CreateUser(userName string) (*types.User, error) { 
 var user *types.User 
 result, err := wrapper.IamClient.CreateUser(context.TODO(), &iam.CreateUserInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
 } else { 
  user = result.User 
 } 
 return user, err
}

// CreateUserPolicy adds an inline policy to a user. This example creates a policy 
 that
// grants a list of actions on a specified role.
// PolicyDocument shows how to work with a policy document as a data structure and
// serialize it to JSON by using Go's JSON marshaler.
func (wrapper UserWrapper) CreateUserPolicy(userName string, policyName string, 
 actions []string, 
  roleArn string) error { 
 policyDoc := PolicyDocument{ 
  Version:   "2012-10-17", 
  Statement: []PolicyStatement{{ 
   Effect: "Allow", 
   Action: actions, 
   Resource: aws.String(roleArn), 
  }}, 
 } 
 policyBytes, err := json.Marshal(policyDoc) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create policy document for %v. Here's why: %v\n", roleArn, 
 err) 
  return err 
 } 
 _, err = wrapper.IamClient.PutUserPolicy(context.TODO(), &iam.PutUserPolicyInput{ 
  PolicyDocument: aws.String(string(policyBytes)), 
  PolicyName:     aws.String(policyName), 
  UserName:       aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create policy for user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
 } 
 return err
}

// ListUserPolicies lists the inline policies for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListUserPolicies(userName string) ([]string, error) { 
 var policies []string 
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 result, err := wrapper.IamClient.ListUserPolicies(context.TODO(), 
 &iam.ListUserPoliciesInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list policies for user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
 } else { 
  policies = result.PolicyNames 
 } 
 return policies, err
}

// DeleteUserPolicy deletes an inline policy from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUserPolicy(userName string, policyName string) 
 error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteUserPolicy(context.TODO(), 
 &iam.DeleteUserPolicyInput{ 
  PolicyName: aws.String(policyName), 
  UserName:   aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete policy from user %v. Here's why: %v\n", userName, 
 err) 
 } 
 return err
}

// DeleteUser deletes a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteUser(userName string) error { 
 _, err := wrapper.IamClient.DeleteUser(context.TODO(), &iam.DeleteUserInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete user %v. Here's why: %v\n", userName, err) 
 } 
 return err
}

// CreateAccessKeyPair creates an access key for a user. The returned access key 
 contains
// the ID and secret credentials needed to use the key.
func (wrapper UserWrapper) CreateAccessKeyPair(userName string) (*types.AccessKey, 
 error) { 
 var key *types.AccessKey 
 result, err := wrapper.IamClient.CreateAccessKey(context.TODO(), 
 &iam.CreateAccessKeyInput{ 
  UserName: aws.String(userName)}) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't create access key pair for user %v. Here's why: %v\n", 
 userName, err) 
 } else { 
  key = result.AccessKey 
 } 
 return key, err
}

// DeleteAccessKey deletes an access key from a user.
func (wrapper UserWrapper) DeleteAccessKey(userName string, keyId string) error { 
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 _, err := wrapper.IamClient.DeleteAccessKey(context.TODO(), 
 &iam.DeleteAccessKeyInput{ 
  AccessKeyId: aws.String(keyId), 
  UserName:    aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't delete access key %v. Here's why: %v\n", keyId, err) 
 } 
 return err
}

// ListAccessKeys lists the access keys for the specified user.
func (wrapper UserWrapper) ListAccessKeys(userName string) 
 ([]types.AccessKeyMetadata, error) { 
 var keys []types.AccessKeyMetadata 
 result, err := wrapper.IamClient.ListAccessKeys(context.TODO(), 
 &iam.ListAccessKeysInput{ 
  UserName: aws.String(userName), 
 }) 
 if err != nil { 
  log.Printf("Couldn't list access keys for user %v. Here's why: %v\n", userName, 
 err) 
 } else { 
  keys = result.AccessKeyMetadata 
 } 
 return keys, err
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Go API リファレンス」の以下のトピックを参照して
ください。
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

IAM ユーザーアクションをラップする関数を作成します。

/* 
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  To run this Java V2 code example, set up your development environment, including 
 your credentials. 

  For information, see this documentation topic: 

  https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 

  This example performs these operations: 

  1. Creates a user that has no permissions. 
  2. Creates a role and policy that grants Amazon S3 permissions. 
  3. Creates a role. 
  4. Grants the user permissions. 
  5. Gets temporary credentials by assuming the role.  Creates an Amazon S3 Service 
 client object with the temporary credentials. 
  6. Deletes the resources. 
 */

public class IAMScenario { 
    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", 
 "-"); 
    public static final String PolicyDocument = 
        "{" + 
            "  \"Version\": \"2012-10-17\"," + 
            "  \"Statement\": [" + 
            "    {" + 
            "        \"Effect\": \"Allow\"," + 
            "        \"Action\": [" + 
            "            \"s3:*\"" + 
            "       ]," + 
            "       \"Resource\": \"*\"" + 
            "    }" + 
            "   ]" + 
            "}"; 

    public static String userArn; 
    public static void main(String[] args) throws Exception { 

        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <username> <policyName> <roleName> <roleSessionName> <bucketName> 
 \n\n" + 
            "Where:\n" + 
            "    username - The name of the IAM user to create. \n\n" + 
            "    policyName - The name of the policy to create. \n\n" + 
            "    roleName - The name of the role to create. \n\n" + 
            "    roleSessionName - The name of the session required for the 
 assumeRole operation. \n\n" + 
            "    bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which objects 
 are read. \n\n"; 

        if (args.length != 5) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 

        String userName = args[0]; 
        String policyName = args[1]; 
        String roleName = args[2]; 
        String roleSessionName = args[3]; 
        String bucketName = args[4]; 

        Region region = Region.AWS_GLOBAL; 
        IamClient iam = IamClient.builder() 
            .region(region) 
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create()) 
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            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("Welcome to the AWS IAM example scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println(" 1. Create the IAM user."); 
        User createUser = createIAMUser(iam, userName); 

        System.out.println(DASHES); 
        userArn = createUser.arn(); 

        AccessKey myKey = createIAMAccessKey(iam, userName); 
        String accessKey = myKey.accessKeyId(); 
        String secretKey = myKey.secretAccessKey(); 
        String assumeRolePolicyDocument = "{" + 
            "\"Version\": \"2012-10-17\"," + 
            "\"Statement\": [{" + 
            "\"Effect\": \"Allow\"," + 
            "\"Principal\": {" + 
            " \"AWS\": \"" + userArn + "\"" + 
            "}," + 
            "\"Action\": \"sts:AssumeRole\"" + 
            "}]" + 
            "}"; 

        System.out.println(assumeRolePolicyDocument); 
        System.out.println(userName + " was successfully created."); 
        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. Creates a policy."); 
        String polArn = createIAMPolicy(iam, policyName); 
        System.out.println("The policy " + polArn + " was successfully created."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Creates a role."); 
        TimeUnit.SECONDS.sleep(30); 
        String roleArn = createIAMRole(iam, roleName, assumeRolePolicyDocument); 
        System.out.println(roleArn + " was successfully created."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Grants the user permissions."); 
        attachIAMRolePolicy(iam, roleName, polArn); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("*** Wait for 30 secs so the resource is available"); 
        TimeUnit.SECONDS.sleep(30); 
        System.out.println("5. Gets temporary credentials by assuming the role."); 
        System.out.println("Perform an Amazon S3 Service operation using the 
 temporary credentials."); 
        assumeRole(roleArn, roleSessionName, bucketName, accessKey, secretKey); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6 Getting ready to delete the AWS resources"); 
        deleteKey(iam, userName, accessKey ); 
        deleteRole(iam, roleName, polArn); 
        deleteIAMUser(iam, userName); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("This IAM Scenario has successfully completed"); 
        System.out.println(DASHES); 
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    } 

    public static AccessKey createIAMAccessKey(IamClient iam, String user) { 
        try { 
            CreateAccessKeyRequest request = CreateAccessKeyRequest.builder() 
                .userName(user) 
                .build(); 

            CreateAccessKeyResponse response = iam.createAccessKey(request); 
            return response.accessKey(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    } 

    public static User createIAMUser(IamClient iam, String username) { 
        try { 
            // Create an IamWaiter object 
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter(); 
            CreateUserRequest request = CreateUserRequest.builder() 
                .userName(username) 
                .build(); 

            // Wait until the user is created. 
            CreateUserResponse response = iam.createUser(request); 
            GetUserRequest userRequest = GetUserRequest.builder() 
                .userName(response.user().userName()) 
                .build(); 

            WaiterResponse<GetUserResponse> waitUntilUserExists = 
 iamWaiter.waitUntilUserExists(userRequest); 
            
 waitUntilUserExists.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            return response.user(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    } 

    public static String createIAMRole(IamClient iam, String rolename, String json) 
 { 

        try { 
            CreateRoleRequest request = CreateRoleRequest.builder() 
                .roleName(rolename) 
                .assumeRolePolicyDocument(json) 
                .description("Created using the AWS SDK for Java") 
                .build(); 

            CreateRoleResponse response = iam.createRole(request); 
            System.out.println("The ARN of the role is " + response.role().arn()); 
            return response.role().arn(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 
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    public static String createIAMPolicy(IamClient iam, String policyName) { 
        try { 
            // Create an IamWaiter object. 
            IamWaiter iamWaiter = iam.waiter(); 
            CreatePolicyRequest request = CreatePolicyRequest.builder() 
                .policyName(policyName) 
                .policyDocument(PolicyDocument).build(); 

            CreatePolicyResponse response = iam.createPolicy(request); 
            GetPolicyRequest polRequest = GetPolicyRequest.builder() 
                .policyArn(response.policy().arn()) 
                .build(); 

            WaiterResponse<GetPolicyResponse> waitUntilPolicyExists = 
 iamWaiter.waitUntilPolicyExists(polRequest); 
            
 waitUntilPolicyExists.matched().response().ifPresent(System.out::println); 
            return response.policy().arn(); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static void attachIAMRolePolicy(IamClient iam, String roleName, String 
 policyArn) { 
        try { 
            ListAttachedRolePoliciesRequest request = 
 ListAttachedRolePoliciesRequest.builder() 
                .roleName(roleName) 
                .build(); 

            ListAttachedRolePoliciesResponse response = 
 iam.listAttachedRolePolicies(request); 
            List<AttachedPolicy> attachedPolicies = response.attachedPolicies(); 
            String polArn; 
            for (AttachedPolicy policy : attachedPolicies) { 
                polArn = policy.policyArn(); 
                if (polArn.compareTo(policyArn) == 0) { 
                    System.out.println(roleName + " policy is already attached to 
 this role."); 
                    return; 
                } 
            } 

            AttachRolePolicyRequest attachRequest = 
 AttachRolePolicyRequest.builder() 
                .roleName(roleName) 
                .policyArn(policyArn) 
                .build(); 

            iam.attachRolePolicy(attachRequest); 
            System.out.println("Successfully attached policy " + policyArn + " to 
 role " + roleName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    // Invoke an Amazon S3 operation using the Assumed Role. 
    public static void assumeRole(String roleArn, String roleSessionName, String 
 bucketName, String keyVal, String keySecret) { 
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        // Use the creds of the new IAM user that was created in this code example. 
        AwsBasicCredentials credentials = AwsBasicCredentials.create(keyVal, 
 keySecret); 
        StsClient stsClient = StsClient.builder() 
            .region(Region.US_EAST_1) 
            .credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(credentials)) 
            .build(); 

        try { 
            AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder() 
                .roleArn(roleArn) 
                .roleSessionName(roleSessionName) 
                .build(); 

            AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest); 
            Credentials myCreds = roleResponse.credentials(); 
            String key = myCreds.accessKeyId(); 
            String secKey = myCreds.secretAccessKey(); 
            String secToken = myCreds.sessionToken(); 

            // List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds 
 retrieved by invoking assumeRole. 
            Region region = Region.US_EAST_1; 
            S3Client s3 = S3Client.builder() 
                
 .credentialsProvider(StaticCredentialsProvider.create(AwsSessionCredentials.create(key, 
 secKey, secToken))) 
                .region(region) 
                .build(); 

            System.out.println("Created a S3Client using temp credentials."); 
            System.out.println("Listing objects in " + bucketName); 
            ListObjectsRequest listObjects = ListObjectsRequest.builder() 
                .bucket(bucketName) 
                .build(); 

            ListObjectsResponse res = s3.listObjects(listObjects); 
            List<S3Object> objects = res.contents(); 
            for (S3Object myValue : objects) { 
                System.out.println("The name of the key is " + myValue.key()); 
                System.out.println("The owner is " + myValue.owner()); 
            } 

        } catch (StsException e) { 
            System.err.println(e.getMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 
    public static void deleteRole(IamClient iam, String roleName, String polArn) { 

        try { 
            // First the policy needs to be detached. 
            DetachRolePolicyRequest rolePolicyRequest = 
 DetachRolePolicyRequest.builder() 
                .policyArn(polArn) 
                .roleName(roleName) 
                .build(); 

            iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest); 

            // Delete the policy. 
            DeletePolicyRequest request = DeletePolicyRequest.builder() 
                .policyArn(polArn) 
                .build(); 
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            iam.deletePolicy(request); 
            System.out.println("*** Successfully deleted " + polArn); 

            // Delete the role. 
            DeleteRoleRequest roleRequest = DeleteRoleRequest.builder() 
                .roleName(roleName) 
                .build(); 

            iam.deleteRole(roleRequest); 
            System.out.println("*** Successfully deleted " + roleName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteKey(IamClient iam ,String username, String accessKey ) 
 { 
        try { 
            DeleteAccessKeyRequest request = DeleteAccessKeyRequest.builder() 
                .accessKeyId(accessKey) 
                .userName(username) 
                .build(); 

            iam.deleteAccessKey(request); 
            System.out.println("Successfully deleted access key " + accessKey + 
                " from user " + username); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void deleteIAMUser(IamClient iam, String userName) { 
        try { 
            DeleteUserRequest request = DeleteUserRequest.builder() 
                .userName(userName) 
                .build(); 

            iam.deleteUser(request); 
            System.out.println("*** Successfully deleted " + userName); 

        } catch (IamException e) { 
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の以下のトピックを参照
してください。
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
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• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

IAM ユーザーと、Amazon S3 バケットを一覧表示するアクセス権限を付与するロールを作成しま
す。ユーザーには、ロールの引き受けのみ権限があります。ロールを引き受けた後、一時的な認
証情報を使用してアカウントのバケットを一覧表示します。

import { 
  CreateUserCommand, 
  CreateAccessKeyCommand, 
  CreatePolicyCommand, 
  CreateRoleCommand, 
  AttachRolePolicyCommand, 
  DeleteAccessKeyCommand, 
  DeleteUserCommand, 
  DeleteRoleCommand, 
  DeletePolicyCommand, 
  DetachRolePolicyCommand, 
  IAMClient,
} from "@aws-sdk/client-iam";
import { ListBucketsCommand, S3Client } from "@aws-sdk/client-s3";
import { AssumeRoleCommand, STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
import { retry } from "libs/utils/util-timers.js";

// Set the parameters.
const iamClient = new IAMClient({});
const userName = "test_name";
const policyName = "test_policy";
const roleName = "test_role";

export const main = async () => { 
  // Create a user. The user has no permissions by default. 
  const { User } = await iamClient.send( 
    new CreateUserCommand({ UserName: userName }) 
  ); 

  if (!User) { 
    throw new Error("User not created"); 
  } 

  // Create an access key. This key is used to authenticate the new user to 
  // Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) and AWS Security Token Service (AWS 
 STS). 
  // It's not best practice to use access keys. For more information, see https://
aws.amazon.com/iam/resources/best-practices/. 
  const createAccessKeyResponse = await iamClient.send( 
    new CreateAccessKeyCommand({ UserName: userName }) 
  ); 

  if ( 
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    !createAccessKeyResponse.AccessKey?.AccessKeyId || 
    !createAccessKeyResponse.AccessKey?.SecretAccessKey 
  ) { 
    throw new Error("Access key not created"); 
  } 

  const { 
    AccessKey: { AccessKeyId, SecretAccessKey }, 
  } = createAccessKeyResponse; 

  let s3Client = new S3Client({ 
    credentials: { 
      accessKeyId: AccessKeyId, 
      secretAccessKey: SecretAccessKey, 
    }, 
  }); 

  // Retry the list buckets operation until it succeeds. InvalidAccessKeyId is 
  // thrown while the user and access keys are still stabilizing. 
  await retry({ intervalInMs: 1000, maxRetries: 300 }, async () => { 
    try { 
      return await listBuckets(s3Client); 
    } catch (err) { 
      if (err instanceof Error && err.name === "InvalidAccessKeyId") { 
        throw err; 
      } 
    } 
  }); 

  // Retry the create role operation until it succeeds. A MalformedPolicyDocument 
 error 
  // is thrown while the user and access keys are still stabilizing. 
  const { Role } = await retry( 
    { 
      intervalInMs: 2000, 
      maxRetries: 60, 
    }, 
    () => 
      iamClient.send( 
        new CreateRoleCommand({ 
          AssumeRolePolicyDocument: JSON.stringify({ 
            Version: "2012-10-17", 
            Statement: [ 
              { 
                Effect: "Allow", 
                Principal: { 
                  // Allow the previously created user to assume this role. 
                  AWS: User.Arn, 
                }, 
                Action: "sts:AssumeRole", 
              }, 
            ], 
          }), 
          RoleName: roleName, 
        }) 
      ) 
  ); 

  if (!Role) { 
    throw new Error("Role not created"); 
  } 

  // Create a policy that allows the user to list S3 buckets. 
  const { Policy: listBucketPolicy } = await iamClient.send( 
    new CreatePolicyCommand({ 
      PolicyDocument: JSON.stringify({ 
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        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [ 
          { 
            Effect: "Allow", 
            Action: ["s3:ListAllMyBuckets"], 
            Resource: "*", 
          }, 
        ], 
      }), 
      PolicyName: policyName, 
    }) 
  ); 

  if (!listBucketPolicy) { 
    throw new Error("Policy not created"); 
  } 

  // Attach the policy granting the 's3:ListAllMyBuckets' action to the role. 
  await iamClient.send( 
    new AttachRolePolicyCommand({ 
      PolicyArn: listBucketPolicy.Arn, 
      RoleName: Role.RoleName, 
    }) 
  ); 

  // Assume the role. 
  const stsClient = new STSClient({ 
    credentials: { 
      accessKeyId: AccessKeyId, 
      secretAccessKey: SecretAccessKey, 
    }, 
  }); 

  // Retry the assume role operation until it succeeds. 
  const { Credentials } = await retry( 
    { intervalInMs: 2000, maxRetries: 60 }, 
    () => 
      stsClient.send( 
        new AssumeRoleCommand({ 
          RoleArn: Role.Arn, 
          RoleSessionName: `iamBasicScenarioSession-${Math.floor( 
            Math.random() * 1000000 
          )}`, 
          DurationSeconds: 900, 
        }) 
      ) 
  ); 

  if (!Credentials?.AccessKeyId || !Credentials?.SecretAccessKey) { 
    throw new Error("Credentials not created"); 
  } 

  s3Client = new S3Client({ 
    credentials: { 
      accessKeyId: Credentials.AccessKeyId, 
      secretAccessKey: Credentials.SecretAccessKey, 
      sessionToken: Credentials.SessionToken, 
    }, 
  }); 

  // List the S3 buckets again. 
  // Retry the list buckets operation until it succeeds. AccessDenied might 
  // be thrown while the role policy is still stabilizing. 
  await retry({ intervalInMs: 2000, maxRetries: 60 }, () => 
    listBuckets(s3Client) 
  ); 
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  // Clean up. 
  await iamClient.send( 
    new DetachRolePolicyCommand({ 
      PolicyArn: listBucketPolicy.Arn, 
      RoleName: Role.RoleName, 
    }) 
  ); 

  await iamClient.send( 
    new DeletePolicyCommand({ 
      PolicyArn: listBucketPolicy.Arn, 
    }) 
  ); 

  await iamClient.send( 
    new DeleteRoleCommand({ 
      RoleName: Role.RoleName, 
    }) 
  ); 

  await iamClient.send( 
    new DeleteAccessKeyCommand({ 
      UserName: userName, 
      AccessKeyId, 
    }) 
  ); 

  await iamClient.send( 
    new DeleteUserCommand({ 
      UserName: userName, 
    }) 
  );
};

/** 
 * 
 * @param {S3Client} s3Client 
 */
const listBuckets = async (s3Client) => { 
  const { Buckets } = await s3Client.send(new ListBucketsCommand({})); 

  if (!Buckets) { 
    throw new Error("Buckets not listed"); 
  } 

  console.log(Buckets.map((bucket) => bucket.Name).join("\n"));
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の以下のトピックを参
照してください。
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
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• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

IAM ユーザーアクションをラップする関数を作成します。

suspend fun main(args: Array<String>) { 

    val usage = """ 
    Usage: 
        <username> <policyName> <roleName> <roleSessionName> <fileLocation> 
 <bucketName>  

    Where: 
        username - The name of the IAM user to create.  
        policyName - The name of the policy to create.  
        roleName - The name of the role to create.  
        roleSessionName - The name of the session required for the assumeRole 
 operation.  
        fileLocation - The file location to the JSON required to create the role 
 (see Readme).  
        bucketName - The name of the Amazon S3 bucket from which objects are read.  
    """ 

    if (args.size != 6) { 
        println(usage) 
        exitProcess(1) 
    } 

    val userName = args[0] 
    val policyName = args[1] 
    val roleName = args[2] 
    val roleSessionName = args[3] 
    val fileLocation = args[4] 
    val bucketName = args[5] 

    createUser(userName) 
    println("$userName was successfully created.") 

    val polArn = createPolicy(policyName) 
    println("The policy $polArn was successfully created.") 

    val roleArn = createRole(roleName, fileLocation) 
    println("$roleArn was successfully created.") 
    attachRolePolicy(roleName, polArn) 

    println("*** Wait for 1 MIN so the resource is available.") 
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    delay(60000) 
    assumeGivenRole(roleArn, roleSessionName, bucketName) 

    println("*** Getting ready to delete the AWS resources.") 
    deleteRole(roleName, polArn) 
    deleteUser(userName) 
    println("This IAM Scenario has successfully completed.")
}

suspend fun createUser(usernameVal: String?): String? { 

    val request = CreateUserRequest { 
        userName = usernameVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.createUser(request) 
        return response.user?.userName 
    }
}

suspend fun createPolicy(policyNameVal: String?): String { 

    val policyDocumentValue: String = "{" + 
        "  \"Version\": \"2012-10-17\"," + 
        "  \"Statement\": [" + 
        "    {" + 
        "        \"Effect\": \"Allow\"," + 
        "        \"Action\": [" + 
        "            \"s3:*\"" + 
        "       ]," + 
        "       \"Resource\": \"*\"" + 
        "    }" + 
        "   ]" + 
        "}" 

    val request = CreatePolicyRequest { 
        policyName = policyNameVal 
        policyDocument = policyDocumentValue 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.createPolicy(request) 
        return response.policy?.arn.toString() 
    }
}

suspend fun createRole(rolenameVal: String?, fileLocation: String?): String? { 

    val jsonObject = fileLocation?.let { readJsonSimpleDemo(it) } as JSONObject 

    val request = CreateRoleRequest { 
        roleName = rolenameVal 
        assumeRolePolicyDocument = jsonObject.toJSONString() 
        description = "Created using the AWS SDK for Kotlin" 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.createRole(request) 
        return response.role?.arn 
    }
}

suspend fun attachRolePolicy(roleNameVal: String, policyArnVal: String) { 

    val request = ListAttachedRolePoliciesRequest { 
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        roleName = roleNameVal 
    } 

    IamClient { region = "AWS_GLOBAL" }.use { iamClient -> 
        val response = iamClient.listAttachedRolePolicies(request) 
        val attachedPolicies = response.attachedPolicies 

        // Ensure that the policy is not attached to this role. 
        val checkStatus: Int 
        if (attachedPolicies != null) { 
            checkStatus = checkMyList(attachedPolicies, policyArnVal) 
            if (checkStatus == -1) 
                return 
        } 

        val policyRequest = AttachRolePolicyRequest { 
            roleName = roleNameVal 
            policyArn = policyArnVal 
        } 
        iamClient.attachRolePolicy(policyRequest) 
        println("Successfully attached policy $policyArnVal to role $roleNameVal") 
    }
}

fun checkMyList(attachedPolicies: List<AttachedPolicy>, policyArnVal: String): Int 
 { 

    for (policy in attachedPolicies) { 
        val polArn = policy.policyArn.toString() 

        if (polArn.compareTo(policyArnVal) == 0) { 
            println("The policy is already attached to this role.") 
            return -1 
        } 
    } 
    return 0
}

suspend fun assumeGivenRole(roleArnVal: String?, roleSessionNameVal: String?, 
 bucketName: String) { 

    val stsClient = StsClient { 
        region = "us-east-1" 
    } 

    val roleRequest = AssumeRoleRequest { 
        roleArn = roleArnVal 
        roleSessionName = roleSessionNameVal 
    } 

    val roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest) 
    val myCreds = roleResponse.credentials 
    val key = myCreds?.accessKeyId 
    val secKey = myCreds?.secretAccessKey 
    val secToken = myCreds?.sessionToken 

    val staticCredentials = StaticCredentialsProvider { 
        accessKeyId = key 
        secretAccessKey = secKey 
        sessionToken = secToken 
    } 

    // List all objects in an Amazon S3 bucket using the temp creds. 
    val s3 = S3Client { 
        credentialsProvider = staticCredentials 
        region = "us-east-1" 
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    } 

    println("Created a S3Client using temp credentials.") 
    println("Listing objects in $bucketName") 

    val listObjects = ListObjectsRequest { 
        bucket = bucketName 
    } 

    val response = s3.listObjects(listObjects) 
    response.contents?.forEach { myObject -> 
        println("The name of the key is ${myObject.key}") 
        println("The owner is ${myObject.owner}") 
    }
}

suspend fun deleteRole(roleNameVal: String, polArn: String) { 

    val iam = IamClient { region = "AWS_GLOBAL" } 

    // First the policy needs to be detached. 
    val rolePolicyRequest = DetachRolePolicyRequest { 
        policyArn = polArn 
        roleName = roleNameVal 
    } 

    iam.detachRolePolicy(rolePolicyRequest) 

    // Delete the policy. 
    val request = DeletePolicyRequest { 
        policyArn = polArn 
    } 

    iam.deletePolicy(request) 
    println("*** Successfully deleted $polArn") 

    // Delete the role. 
    val roleRequest = DeleteRoleRequest { 
        roleName = roleNameVal 
    } 

    iam.deleteRole(roleRequest) 
    println("*** Successfully deleted $roleNameVal")
}

suspend fun deleteUser(userNameVal: String) { 
    val iam = IamClient { region = "AWS_GLOBAL" } 
    val request = DeleteUserRequest { 
        userName = userNameVal 
    } 

    iam.deleteUser(request) 
    println("*** Successfully deleted $userNameVal")
}

@Throws(java.lang.Exception::class)
fun readJsonSimpleDemo(filename: String): Any? { 
    val reader = FileReader(filename) 
    val jsonParser = JSONParser() 
    return jsonParser.parse(reader)
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の以下のトピックを参照し
てください。
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• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

PHP

SDK for PHP

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

namespace Iam\Basics;

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Credentials\Credentials;
use Aws\S3\Exception\S3Exception;
use Aws\S3\S3Client;
use Aws\Sts\StsClient;
use Iam\IAMService;

echo("--------------------------------------\n");
print("Welcome to the Amazon IAM getting started demo using PHP!\n");
echo("--------------------------------------\n");
$uuid = uniqid();
$service = new IAMService();

$user = $service->createUser("iam_demo_user_$uuid");
echo "Created user with the arn: {$user['Arn']}\n";

$key = $service->createAccessKey($user['UserName']);
$assumeRolePolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{$user['Arn']}\"}, 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\" 
                }] 
            }";
$assumeRoleRole = $service->createRole("iam_demo_role_$uuid", 
 $assumeRolePolicyDocument);
echo "Created role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";

$listAllBucketsPolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
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                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\", 
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}]
}";
$listAllBucketsPolicy = $service->createPolicy("iam_demo_policy_$uuid", 
 $listAllBucketsPolicyDocument);
echo "Created policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";

$service->attachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'], 
 $listAllBucketsPolicy['Arn']);

$inlinePolicyDocument = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\", 
                    \"Resource\": \"{$assumeRoleRole['Arn']}\"}]
}";
$inlinePolicy = $service->createUserPolicy("iam_demo_inline_policy_$uuid", 
 $inlinePolicyDocument, $user['UserName']);
//First, fail to list the buckets with the user
$credentials = new Credentials($key['AccessKeyId'], $key['SecretAccessKey']);
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest', 
 'credentials' => $credentials]);
try { 
    $s3Client->listBuckets([ 
    ]); 
    echo "this should not run";
} catch (S3Exception $exception) { 
    echo "successfully failed!\n";
}

$stsClient = new StsClient(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest', 
 'credentials' => $credentials]);
sleep(10);
$assumedRole = $stsClient->assumeRole([ 
    'RoleArn' => $assumeRoleRole['Arn'], 
    'RoleSessionName' => "DemoAssumeRoleSession_$uuid",
]);
$assumedCredentials = [ 
    'key' => $assumedRole['Credentials']['AccessKeyId'], 
    'secret' => $assumedRole['Credentials']['SecretAccessKey'], 
    'token' => $assumedRole['Credentials']['SessionToken'],
];
$s3Client = new S3Client(['region' => 'us-west-2', 'version' => 'latest', 
 'credentials' => $assumedCredentials]);
try { 
    $s3Client->listBuckets([ 
    ]); 
    echo "this should now run!\n";
} catch (S3Exception $exception) { 
    echo "this should now not fail\n";
}

$service->detachRolePolicy($assumeRoleRole['RoleName'], 
 $listAllBucketsPolicy['Arn']);
$deletePolicy = $service->deletePolicy($listAllBucketsPolicy['Arn']);
echo "Delete policy: {$listAllBucketsPolicy['PolicyName']}\n";
$deletedRole = $service->deleteRole($assumeRoleRole['Arn']);
echo "Deleted role: {$assumeRoleRole['RoleName']}\n";
$deletedKey = $service->deleteAccessKey($key['AccessKeyId']);
$deletedUser = $service->deleteUser($user['UserName']);
echo "Delete user: {$user['UserName']}\n";
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• API の詳細については、「AWS SDK for PHP API リファレンス」の以下のトピックを参照して
ください。
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

IAM ユーザーと、Amazon S3 バケットを一覧表示するアクセス権限を付与するロールを作成しま
す。ユーザーには、ロールの引き受けのみ権限があります。ロールを引き受けた後、一時的な認
証情報を使用してアカウントのバケットを一覧表示します。

import json
import sys
import time
from uuid import uuid4

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def progress_bar(seconds): 
    """Shows a simple progress bar in the command window.""" 
    for _ in range(seconds): 
        time.sleep(1) 
        print('.', end='') 
        sys.stdout.flush() 
    print()

def setup(iam_resource): 
    """ 
    Creates a new user with no permissions. 
    Creates an access key pair for the user. 
    Creates a role with a policy that lets the user assume the role. 
    Creates a policy that allows listing Amazon S3 buckets. 
    Attaches the policy to the role. 
    Creates an inline policy for the user that lets the user assume the role. 

    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) resource 
                         that has permissions to create users, roles, and policies 
                         in the account. 
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    :return: The newly created user, user key, and role. 
    """ 
    try: 
        user = iam_resource.create_user(UserName=f'demo-user-{uuid4()}') 
        print(f"Created user {user.name}.") 
    except ClientError as error: 
        print(f"Couldn't create a user for the demo. Here's why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise 

    try: 
        user_key = user.create_access_key_pair() 
        print(f"Created access key pair for user.") 
    except ClientError as error: 
        print(f"Couldn't create access keys for user {user.name}. Here's why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise 

    print(f"Wait for user to be ready.", end='') 
    progress_bar(10) 

    try: 
        role = iam_resource.create_role( 
            RoleName=f'demo-role-{uuid4()}', 
            AssumeRolePolicyDocument=json.dumps({ 
                'Version': '2012-10-17', 
                'Statement': [{ 
                    'Effect': 'Allow', 
                    'Principal': {'AWS': user.arn}, 
                    'Action': 'sts:AssumeRole'}]})) 
        print(f"Created role {role.name}.") 
    except ClientError as error: 
        print(f"Couldn't create a role for the demo. Here's why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise 

    try: 
        policy = iam_resource.create_policy( 
            PolicyName=f'demo-policy-{uuid4()}', 
            PolicyDocument=json.dumps({ 
                'Version': '2012-10-17', 
                'Statement': [{ 
                    'Effect': 'Allow', 
                    'Action': 's3:ListAllMyBuckets', 
                    'Resource': 'arn:aws:s3:::*'}]})) 
        role.attach_policy(PolicyArn=policy.arn) 
        print(f"Created policy {policy.policy_name} and attached it to the role.") 
    except ClientError as error: 
        print(f"Couldn't create a policy and attach it to role {role.name}. Here's 
 why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise 

    try: 
        user.create_policy( 
            PolicyName=f'demo-user-policy-{uuid4()}', 
            PolicyDocument=json.dumps({ 
                'Version': '2012-10-17', 
                'Statement': [{ 
                    'Effect': 'Allow', 
                    'Action': 'sts:AssumeRole', 
                    'Resource': role.arn}]})) 
        print(f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user assume 
 " 
              f"the role.") 
    except ClientError as error: 
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        print(f"Couldn't create an inline policy for user {user.name}. Here's why: 
 " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise 

    print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.", 
 end='') 
    progress_bar(10) 

    return user, user_key, role

def show_access_denied_without_role(user_key): 
    """ 
    Shows that listing buckets without first assuming the role is not allowed. 

    :param user_key: The key of the user created during setup. This user does not 
                     have permission to list buckets in the account. 
    """ 
    print(f"Try to list buckets without first assuming the role.") 
    s3_denied_resource = boto3.resource( 
        's3', aws_access_key_id=user_key.id, aws_secret_access_key=user_key.secret) 
    try: 
        for bucket in s3_denied_resource.buckets.all(): 
            print(bucket.name) 
        raise RuntimeError("Expected to get AccessDenied error when listing 
 buckets!") 
    except ClientError as error: 
        if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied': 
            print("Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.") 
        else: 
            raise

def list_buckets_from_assumed_role(user_key, assume_role_arn, session_name): 
    """ 
    Assumes a role that grants permission to list the Amazon S3 buckets in the 
 account. 
    Uses the temporary credentials from the role to list the buckets that are owned 
    by the assumed role's account. 

    :param user_key: The access key of a user that has permission to assume the 
 role. 
    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that 
                            grants access to list the other account's buckets. 
    :param session_name: The name of the STS session. 
    """ 
    sts_client = boto3.client( 
        'sts', aws_access_key_id=user_key.id, 
 aws_secret_access_key=user_key.secret) 
    try: 
        response = sts_client.assume_role( 
            RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name) 
        temp_credentials = response['Credentials'] 
        print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.") 
    except ClientError as error: 
        print(f"Couldn't assume role {assume_role_arn}. Here's why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise 

    # Create an S3 resource that can access the account with the temporary 
 credentials. 
    s3_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'], 
        aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'], 
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        aws_session_token=temp_credentials['SessionToken']) 
    print(f"Listing buckets for the assumed role's account:") 
    try: 
        for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
            print(bucket.name) 
    except ClientError as error: 
        print(f"Couldn't list buckets for the account. Here's why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise

def teardown(user, role): 
    """ 
    Removes all resources created during setup. 

    :param user: The demo user. 
    :param role: The demo role. 
    """ 
    try: 
        for attached in role.attached_policies.all(): 
            policy_name = attached.policy_name 
            role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn) 
            attached.delete() 
            print(f"Detached and deleted {policy_name}.") 
        role.delete() 
        print(f"Deleted {role.name}.") 
    except ClientError as error: 
        print("Couldn't detach policy, delete policy, or delete role. Here's why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}") 
        raise 

    try: 
        for user_pol in user.policies.all(): 
            user_pol.delete() 
            print("Deleted inline user policy.") 
        for key in user.access_keys.all(): 
            key.delete() 
            print("Deleted user's access key.") 
        user.delete() 
        print(f"Deleted {user.name}.") 
    except ClientError as error: 
        print("Couldn't delete user policy or delete user. Here's why: " 
              f"{error.response['Error']['Message']}")

def usage_demo(): 
    """Drives the demonstration.""" 
    print('-'*88) 
    print(f"Welcome to the IAM create user and assume role demo.") 
    print('-'*88) 
    iam_resource = boto3.resource('iam') 
    user = None 
    role = None 
    try: 
        user, user_key, role = setup(iam_resource) 
        print(f"Created {user.name} and {role.name}.") 
        show_access_denied_without_role(user_key) 
        list_buckets_from_assumed_role(user_key, role.arn, 'AssumeRoleDemoSession') 
    except Exception: 
        print("Something went wrong!") 
    finally: 
        if user is not None and role is not None: 
            teardown(user, role) 
        print("Thanks for watching!")
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if __name__ == '__main__': 
    usage_demo()

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピック
を参照してください。
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

require "aws-sdk-iam"
require "aws-sdk-s3"

# Wraps the scenario actions.
class ScenarioCreateUserAssumeRole 
  attr_reader :iam_resource 

  # @param iam_resource [Aws::IAM::Resource] An AWS IAM resource. 
  def initialize(iam_resource) 
    @iam_resource = iam_resource 
  end 

  # Waits for the specified number of seconds. 
  # 
  # @param duration [Integer] The number of seconds to wait. 
  def wait(duration) 
    puts("Give AWS time to propagate resources...") 
    sleep(duration) 
  end 

  # Creates a user. 
  # 
  # @param user_name [String] The name to give the user. 
  # @return [Aws::IAM::User] The newly created user. 
  def create_user(user_name) 
    user = @iam_resource.create_user(user_name: user_name) 
    puts("Created demo user named #{user.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Tried and failed to create demo user.") 
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    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    puts("\nCan't continue the demo without a user!") 
    raise 
  else 
    user 
  end 

  # Creates an access key for a user. 
  # 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the key. 
  # @return [Aws::IAM::AccessKeyPair] The newly created access key. 
  def create_access_key_pair(user) 
    user_key = user.create_access_key_pair 
    puts("Created access key pair for user.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create access keys for user #{user.name}.") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    user_key 
  end 

  # Creates a role that can be assumed by a user. 
  # 
  # @param role_name [String] The name to give the role. 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user who is granted permission to assume the 
 role. 
  # @return [Aws::IAM::Role] The newly created role. 
  def create_role(role_name, user) 
    role = @iam_resource.create_role( 
      role_name: role_name, 
      assume_role_policy_document: { 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [{ 
          Effect: "Allow", 
          Principal: {'AWS': user.arn}, 
          Action: "sts:AssumeRole" 
        }] 
      }.to_json) 
    puts("Created role #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create a role for the demo. Here's why: ") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    role 
  end 

  # Creates a policy that grants permission to list S3 buckets in the account, and 
  # then attaches the policy to a role. 
  # 
  # @param policy_name [String] The name to give the policy. 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role that the policy is attached to. 
  # @return [Aws::IAM::Policy] The newly created policy. 
  def create_and_attach_role_policy(policy_name, role) 
    policy = @iam_resource.create_policy( 
      policy_name: policy_name, 
      policy_document: { 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [{ 
          Effect: "Allow", 
          Action: "s3:ListAllMyBuckets", 
          Resource: "arn:aws:s3:::*" 
        }] 
      }.to_json) 
    role.attach_policy(policy_arn: policy.arn) 
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    puts("Created policy #{policy.policy_name} and attached it to role 
 #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create a policy and attach it to role #{role.name}. Here's why: 
 ") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    policy 
  end 

  # Creates an inline policy for a user that lets the user assume a role. 
  # 
  # @param policy_name [String] The name to give the policy. 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user that owns the policy. 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role that can be assumed. 
  # @return [Aws::IAM::UserPolicy] The newly created policy. 
  def create_user_policy(policy_name, user, role) 
    policy = user.create_policy( 
      policy_name: policy_name, 
      policy_document: { 
        Version: "2012-10-17", 
        Statement: [{ 
          Effect: "Allow", 
          Action: "sts:AssumeRole", 
          Resource: role.arn 
        }] 
      }.to_json) 
    puts("Created an inline policy for #{user.name} that lets the user assume role 
 #{role.name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't create an inline policy for user #{user.name}. Here's why: ") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  else 
    policy 
  end 

  # Creates an Amazon S3 resource with specified credentials. This is separated 
 into a 
  # factory function so that it can be mocked for unit testing. 
  # 
  # @param credentials [Aws::Credentials] The credentials used by the Amazon S3 
 resource. 
  def create_s3_resource(credentials) 
    Aws::S3::Resource.new(client: Aws::S3::Client.new(credentials: credentials)) 
  end 

  # Lists the S3 buckets for the account, using the specified Amazon S3 resource. 
  # Because the resource uses credentials with limited access, it may not be able 
 to 
  # list the S3 buckets. 
  # 
  # @param s3_resource [Aws::S3::Resource] An Amazon S3 resource. 
  def list_buckets(s3_resource) 
    count = 10 
    s3_resource.buckets.each do |bucket| 
      puts "\t#{bucket.name}" 
      count -= 1 
      break if count.zero? 
    end 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    if e.code == "AccessDenied" 
      puts("Attempt to list buckets with no permissions: AccessDenied.") 
    else 
      puts("Couldn't list buckets for the account. Here's why: ") 
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      puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
      raise 
    end 
  end 

  # Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified 
 credentials. 
  # This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit 
 testing. 
  # 
  # @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client. 
  # @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS 
 client. 
  def create_sts_client(key_id, key_secret) 
    Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret) 
  end 

  # Gets temporary credentials that can be used to assume a role. 
  # 
  # @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these 
 credentials 
  #                          are used. 
  # @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client. 
  # @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to assume 
 the role. 
  def assume_role(role_arn, sts_client) 
    credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new( 
      client: sts_client, 
      role_arn: role_arn, 
      role_session_name: "create-use-assume-role-scenario" 
    ) 
    puts("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.") 
    credentials 
  end 

  # Deletes a role. If the role has policies attached, they are detached and 
  # deleted before the role is deleted. 
  # 
  # @param role [Aws::IAM::Role] The role to delete. 
  def delete_role(role) 
    role.attached_policies.each do |policy| 
      name = policy.policy_name 
      policy.detach_role(role_name: role.name) 
      policy.delete 
      puts("Deleted policy #{name}.") 
    end 
    name = role.name 
    role.delete 
    puts("Deleted role #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete role #{role.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
    raise 
  end 

  # Deletes a user. If the user has inline policies or access keys, they are 
 deleted 
  # before the user is deleted. 
  # 
  # @param user [Aws::IAM::User] The user to delete. 
  def delete_user(user) 
    user.policies.each do |policy| 
      name = policy.name 
      policy.delete 
      puts("Deleted user policy #{name}.") 
    end 
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    user.access_keys.each do |key| 
      key.delete 
      puts("Deleted access key for user #{user.name}.") 
    end 
    name = user.name 
    user.delete 
    puts("Deleted user #{name}.") 
  rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
    puts("Couldn't detach policies and delete user #{user.name}. Here's why:") 
    puts("\t#{e.code}: #{e.message}") 
  end
end

# Runs the IAM create a user and assume a role scenario.
def run_scenario(scenario) 
  puts("-" * 88) 
  puts("Welcome to the IAM create a user and assume a role demo!") 
  puts("-" * 88) 

  user = scenario.create_user("doc-example-user-#{Random.uuid}") 
  user_key = scenario.create_access_key_pair(user) 
  scenario.wait(10) 
  role = scenario.create_role("doc-example-role-#{Random.uuid}", user) 
  scenario.create_and_attach_role_policy("doc-example-role-policy-#{Random.uuid}", 
 role) 
  scenario.create_user_policy("doc-example-user-policy-#{Random.uuid}", user, role) 
  scenario.wait(10) 
  puts("Try to list buckets with credentials for a user who has no permissions.") 
  puts("Expect AccessDenied from this call.") 
  scenario.list_buckets( 
    scenario.create_s3_resource(Aws::Credentials.new(user_key.id, 
 user_key.secret))) 
  puts("Now, assume the role that grants permission.") 
  temp_credentials = scenario.assume_role( 
    role.arn, scenario.create_sts_client(user_key.id, user_key.secret)) 
  puts("Here are your buckets:") 
  scenario.list_buckets(scenario.create_s3_resource(temp_credentials)) 
  puts("Deleting role '#{role.name}' and attached policies.") 
  scenario.delete_role(role) 
  puts("Deleting user '#{user.name}', policies, and keys.") 
  scenario.delete_user(user) 

  puts("Thanks for watching!") 
  puts("-" * 88)
rescue Aws::Errors::ServiceError => e 
  puts("Something went wrong with the demo.") 
  puts("\t#{e.code}: #{e.message}")
end

run_scenario(ScenarioCreateUserAssumeRole.new(Aws::IAM::Resource.new)) if 
 $PROGRAM_NAME == __FILE__

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の以下のトピックを参照し
てください。
• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
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• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

use aws_config::meta::region::RegionProviderChain;
use aws_sdk_iam::Error as iamError;
use aws_sdk_iam::{config::Credentials as iamCredentials, config::Region, Client as 
 iamClient};
use aws_sdk_s3::Client as s3Client;
use aws_sdk_sts::Client as stsClient;
use std::borrow::Borrow;
use tokio::time::{sleep, Duration};
use uuid::Uuid;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), iamError> { 
    let (client, uuid, list_all_buckets_policy_document, inline_policy_document) = 
        initialize_variables().await; 

    if let Err(e) = run_iam_operations( 
        client, 
        uuid, 
        list_all_buckets_policy_document, 
        inline_policy_document, 
    ) 
    .await 
    { 
        println!("{:?}", e); 
    }; 

    Ok(())
}

async fn initialize_variables() -> (iamClient, String, String, String) { 
    let region_provider = RegionProviderChain::first_try(Region::new("us-west-2")); 

    let shared_config = 
 aws_config::from_env().region(region_provider).load().await; 
    let client = iamClient::new(&shared_config); 
    let uuid = Uuid::new_v4().to_string(); 

    let list_all_buckets_policy_document = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
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                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Action\": \"s3:ListAllMyBuckets\", 
                    \"Resource\": \"arn:aws:s3:::*\"}] 
    }" 
    .to_string(); 
    let inline_policy_document = "{ 
                \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\", 
                    \"Resource\": \"{}\"}] 
    }" 
    .to_string(); 

    ( 
        client, 
        uuid, 
        list_all_buckets_policy_document, 
        inline_policy_document, 
    )
}

async fn run_iam_operations( 
    client: iamClient, 
    uuid: String, 
    list_all_buckets_policy_document: String, 
    inline_policy_document: String,
) -> Result<(), iamError> { 
    let user = iam_service::create_user(&client, &format!("{}{}", "iam_demo_user_", 
 uuid)).await?; 
    println!( 
        "Created the user with the name: {}", 
        user.user_name.as_ref().unwrap() 
    ); 
    let key = iam_service::create_access_key(&client, 
 user.user_name.as_ref().unwrap()).await?; 

    let assume_role_policy_document = "{ 
        \"Version\": \"2012-10-17\", 
                \"Statement\": [{ 
                    \"Effect\": \"Allow\", 
                    \"Principal\": {\"AWS\": \"{}\"}, 
                    \"Action\": \"sts:AssumeRole\" 
                }] 
            }" 
    .to_string() 
    .replace("{}", user.arn.as_ref().unwrap()); 

    let assume_role_role = iam_service::create_role( 
        &client, 
        &format!("{}{}", "iam_demo_role_", uuid), 
        &assume_role_policy_document, 
    ) 
    .await?; 
    println!( 
        "Created the role with the ARN: {}", 
        assume_role_role.arn.as_ref().unwrap() 
    ); 

    let list_all_buckets_policy = iam_service::create_policy( 
        &client, 
        &format!("{}{}", "iam_demo_policy_", uuid), 
        &list_all_buckets_policy_document, 
    ) 
    .await?; 
    println!( 
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        "Created policy: {}", 
        list_all_buckets_policy.policy_name.as_ref().unwrap() 
    ); 

    let attach_role_policy_result = 
        iam_service::attach_role_policy(&client, &assume_role_role, 
 &list_all_buckets_policy) 
            .await?; 
    println!( 
        "Attached the policy to the role: {:?}", 
        attach_role_policy_result 
    ); 

    let inline_policy_name = format!("{}{}", "iam_demo_inline_policy_", uuid); 
    let inline_policy_document = 
        inline_policy_document.replace("{}", 
 assume_role_role.arn.as_ref().unwrap()); 
    iam_service::create_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name, 
 &inline_policy_document) 
        .await?; 
    println!("Created inline policy."); 

    //First, fail to list the buckets with the user. 
    let creds = iamCredentials::from_keys( 
        key.access_key_id.as_ref().unwrap(), 
        key.secret_access_key.as_ref().unwrap(), 
        None, 
    ); 
    let fail_config = aws_config::from_env() 
        .credentials_provider(creds.clone()) 
        .load() 
        .await; 
    println!("Fail config: {:?}", fail_config); 
    let fail_client: s3Client = s3Client::new(&fail_config); 
    match fail_client.list_buckets().send().await { 
        Ok(e) => { 
            println!("This should not run. {:?}", e); 
        } 
        Err(e) => { 
            println!("Successfully failed with error: {:?}", e) 
        } 
    } 

    let sts_config = aws_config::from_env() 
        .credentials_provider(creds.clone()) 
        .load() 
        .await; 
    let sts_client: stsClient = stsClient::new(&sts_config); 
    sleep(Duration::from_secs(10)).await; 
    let assumed_role = sts_client 
        .assume_role() 
        .role_arn(assume_role_role.arn.as_ref().unwrap()) 
        .role_session_name(&format!("{}{}", "iam_demo_assumerole_session_", uuid)) 
        .send() 
        .await; 
    println!("Assumed role: {:?}", assumed_role); 
    sleep(Duration::from_secs(10)).await; 

    let assumed_credentials = iamCredentials::from_keys( 
        assumed_role 
            .as_ref() 
            .unwrap() 
            .credentials 
            .as_ref() 
            .unwrap() 
            .access_key_id 
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            .as_ref() 
            .unwrap(), 
        assumed_role 
            .as_ref() 
            .unwrap() 
            .credentials 
            .as_ref() 
            .unwrap() 
            .secret_access_key 
            .as_ref() 
            .unwrap(), 
        assumed_role 
            .as_ref() 
            .unwrap() 
            .credentials 
            .as_ref() 
            .unwrap() 
            .session_token 
            .borrow() 
            .clone(), 
    ); 

    let succeed_config = aws_config::from_env() 
        .credentials_provider(assumed_credentials) 
        .load() 
        .await; 
    println!("succeed config: {:?}", succeed_config); 
    let succeed_client: s3Client = s3Client::new(&succeed_config); 
    sleep(Duration::from_secs(10)).await; 
    match succeed_client.list_buckets().send().await { 
        Ok(_) => { 
            println!("This should now run successfully.") 
        } 
        Err(e) => { 
            println!("This should not run. {:?}", e); 
            panic!() 
        } 
    } 

    //Clean up. 
    iam_service::detach_role_policy( 
        &client, 
        assume_role_role.role_name.as_ref().unwrap(), 
        list_all_buckets_policy.arn.as_ref().unwrap(), 
    ) 
    .await?; 
    iam_service::delete_policy(&client, list_all_buckets_policy).await?; 
    iam_service::delete_role(&client, &assume_role_role).await?; 
    println!( 
        "Deleted role {}", 
        assume_role_role.role_name.as_ref().unwrap() 
    ); 
    iam_service::delete_access_key(&client, &user, &key).await?; 
    println!("Deleted key for {}", key.user_name.as_ref().unwrap()); 
    iam_service::delete_user_policy(&client, &user, &inline_policy_name).await?; 
    println!("Deleted inline user policy: {}", inline_policy_name); 
    iam_service::delete_user(&client, &user).await?; 
    println!("Deleted user {}", user.user_name.as_ref().unwrap()); 

    Ok(())
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の以下のトピックを参照して
ください。
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• AttachRolePolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateRole
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteRole
• DeleteUser
• DeleteUserPolicy
• DetachRolePolicy
• PutUserPolicy

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して読み取り専用 IAM ユーザーおよび読み取
り/書き込みできる IAM ユーザーを作成する
次のコード例は、ユーザーを作成し、そのユーザーにポリシーをアタッチする方法を示します。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

• IAM ユーザーを 2 つ作成します。
• Amazon S3 バケット内のオブジェクトを取得して格納するポリシーを 1 人のユーザーに割り当てます。
• このバケットからオブジェクトを取得することを許可するポリシーを、セカンドユーザーにアタッチし

ます。
• ユーザーの認証情報に基づいて、バケットについてのさまざまなアクセス許可を取得します。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

IAM ユーザーアクションをラップする関数を作成します。

import logging
import time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

import access_key_wrapper
import policy_wrapper
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logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')

def create_user(user_name): 
    """ 
    Creates a user. By default, a user has no permissions or access keys. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :return: The newly created user. 
    """ 
    try: 
        user = iam.create_user(UserName=user_name) 
        logger.info("Created user %s.", user.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create user %s.", user_name) 
        raise 
    else: 
        return user

def update_user(user_name, new_user_name): 
    """ 
    Updates a user's name. 

    :param user_name: The current name of the user to update. 
    :param new_user_name: The new name to assign to the user. 
    :return: The updated user. 
    """ 
    try: 
        user = iam.User(user_name) 
        user.update(NewUserName=new_user_name) 
        logger.info("Renamed %s to %s.", user_name, new_user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't update name for user %s.", user_name) 
        raise 
    return user

def list_users(): 
    """ 
    Lists the users in the current account. 

    :return: The list of users. 
    """ 
    try: 
        users = list(iam.users.all()) 
        logger.info("Got %s users.", len(users)) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get users.") 
        raise 
    else: 
        return users

def delete_user(user_name): 
    """ 
    Deletes a user. Before a user can be deleted, all associated resources, 
    such as access keys and policies, must be deleted or detached. 

    :param user_name: The name of the user. 
    """ 
    try: 
        iam.User(user_name).delete() 
        logger.info("Deleted user %s.", user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete user %s.", user_name) 
        raise

def attach_policy(user_name, policy_arn): 
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    """ 
    Attaches a policy to a user. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.User(user_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn) 
        logger.info("Attached policy %s to user %s.", policy_arn, user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to user %s.", policy_arn, 
 user_name) 
        raise

def detach_policy(user_name, policy_arn): 
    """ 
    Detaches a policy from a user. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :param policy_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.User(user_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn) 
        logger.info("Detached policy %s from user %s.", policy_arn, user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't detach policy %s from user %s.", policy_arn, user_name) 
        raise

IAM ポリシーアクションをラップする関数を作成します。

import json
import logging
import operator
import pprint
import time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')

def create_policy(name, description, actions, resource_arn): 
    """ 
    Creates a policy that contains a single statement. 

    :param name: The name of the policy to create. 
    :param description: The description of the policy. 
    :param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the 
                    form of service:action, such as s3:PutObject. 
    :param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this policy 
                         applies to. This ARN can contain wildcards, such as 
                         'arn:aws:s3:::my-bucket/*' to allow actions on all objects 
                         in the bucket named 'my-bucket'. 
    :return: The newly created policy. 
    """ 
    policy_doc = { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": actions, 
                "Resource": resource_arn 

884



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
シナリオ

            } 
        ] 
    } 
    try: 
        policy = iam.create_policy( 
            PolicyName=name, Description=description, 
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc)) 
        logger.info("Created policy %s.", policy.arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create policy %s.", name) 
        raise 
    else: 
        return policy

def delete_policy(policy_arn): 
    """ 
    Deletes a policy. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy to delete. 
    """ 
    try: 
        iam.Policy(policy_arn).delete() 
        logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn) 
        raise

IAM アクセスキーのアクションをラップする関数を作成します。

import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

iam = boto3.resource('iam')

def create_key(user_name): 
    """ 
    Creates an access key for the specified user. Each user can have a 
    maximum of two keys. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :return: The created access key. 
    """ 
    try: 
        key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair() 
        logger.info( 
            "Created access key pair for %s. Key ID is %s.", 
            key_pair.user_name, key_pair.id) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name) 
        raise 
    else: 
        return key_pair

def delete_key(user_name, key_id): 
    """ 
    Deletes a user's access key. 

    :param user_name: The user that owns the key. 
    :param key_id: The ID of the key to delete. 
    """ 
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    try: 
        key = iam.AccessKey(user_name, key_id) 
        key.delete() 
        logger.info( 
            "Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name) 
        raise

ラッパー関数を使用して、異なるポリシーを持つユーザーを作成し、その認証情報を使用して 
Amazon S3 バケットにアクセスします。

def usage_demo(): 
    """ 
    Shows how to manage users, keys, and policies. 
    This demonstration creates two users: one user who can put and get objects in 
 an 
    Amazon S3 bucket, and another user who can only get objects from the bucket. 
    The demo then shows how the users can perform only the actions they are 
 permitted 
    to perform. 
    """ 
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') 
    print('-'*88) 
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management user demo.") 
    print('-'*88) 
    print("Users can have policies and roles attached to grant them specific " 
          "permissions.") 
    s3 = boto3.resource('s3') 
    bucket = s3.create_bucket( 
        Bucket=f'demo-iam-bucket-{time.time_ns()}', 
        CreateBucketConfiguration={ 
            'LocationConstraint': s3.meta.client.meta.region_name 
        } 
    ) 
    print(f"Created an Amazon S3 bucket named {bucket.name}.") 
    user_read_writer = create_user('demo-iam-read-writer') 
    user_reader = create_user('demo-iam-reader') 
    print(f"Created two IAM users: {user_read_writer.name} and {user_reader.name}") 
    update_user(user_read_writer.name, 'demo-iam-creator') 
    update_user(user_reader.name, 'demo-iam-getter') 
    users = list_users() 
    user_read_writer = next(user for user in users if user.user_id == 
 user_read_writer.user_id) 
    user_reader = next(user for user in users if user.user_id == 
 user_reader.user_id) 
    print(f"Changed the names of the users to {user_read_writer.name} " 
          f"and {user_reader.name}.") 

    read_write_policy = policy_wrapper.create_policy( 
        'demo-iam-read-write-policy', 
        'Grants rights to create and get an object in the demo bucket.', 
        ['s3:PutObject', 's3:GetObject'], 
        f'arn:aws:s3:::{bucket.name}/*') 
    print(f"Created policy {read_write_policy.policy_name} with ARN: 
 {read_write_policy.arn}") 
    print(read_write_policy.description) 
    read_policy = policy_wrapper.create_policy( 
        'demo-iam-read-policy', 
        'Grants rights to get an object from the demo bucket.', 
        's3:GetObject', 
        f'arn:aws:s3:::{bucket.name}/*') 
    print(f"Created policy {read_policy.policy_name} with ARN: {read_policy.arn}") 
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    print(read_policy.description) 
    attach_policy(user_read_writer.name, read_write_policy.arn) 
    print(f"Attached {read_write_policy.policy_name} to {user_read_writer.name}.") 
    attach_policy(user_reader.name, read_policy.arn) 
    print(f"Attached {read_policy.policy_name} to {user_reader.name}.") 

    user_read_writer_key = access_key_wrapper.create_key(user_read_writer.name) 
    print(f"Created access key pair for {user_read_writer.name}.") 
    user_reader_key = access_key_wrapper.create_key(user_reader.name) 
    print(f"Created access key pair for {user_reader.name}.") 

    s3_read_writer_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=user_read_writer_key.id, 
        aws_secret_access_key=user_read_writer_key.secret) 
    demo_object_key = f'object-{time.time_ns()}' 
    demo_object = None 
    while demo_object is None: 
        try: 
            demo_object = s3_read_writer_resource.Bucket(bucket.name).put_object( 
                Key=demo_object_key, Body=b'AWS IAM demo object content!') 
        except ClientError as error: 
            if error.response['Error']['Code'] == 'InvalidAccessKeyId': 
                print("Access key not yet available. Waiting...") 
                time.sleep(1) 
            else: 
                raise 
    print(f"Put {demo_object_key} into {bucket.name} using " 
          f"{user_read_writer.name}'s credentials.") 

    read_writer_object = s3_read_writer_resource.Bucket( 
        bucket.name).Object(demo_object_key) 
    read_writer_content = read_writer_object.get()['Body'].read() 
    print(f"Got object {read_writer_object.key} using read-writer user's 
 credentials.") 
    print(f"Object content: {read_writer_content}") 

    s3_reader_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=user_reader_key.id, 
        aws_secret_access_key=user_reader_key.secret) 
    demo_content = None 
    while demo_content is None: 
        try: 
            demo_object = 
 s3_reader_resource.Bucket(bucket.name).Object(demo_object_key) 
            demo_content = demo_object.get()['Body'].read() 
            print(f"Got object {demo_object.key} using reader user's credentials.") 
            print(f"Object content: {demo_content}") 
        except ClientError as error: 
            if error.response['Error']['Code'] == 'InvalidAccessKeyId': 
                print("Access key not yet available. Waiting...") 
                time.sleep(1) 
            else: 
                raise 

    try: 
        demo_object.delete() 
    except ClientError as error: 
        if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied': 
            print('-'*88) 
            print("Tried to delete the object using the reader user's credentials. 
 " 
                  "Got expected AccessDenied error because the reader is not " 
                  "allowed to delete objects.") 
            print('-'*88) 
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    access_key_wrapper.delete_key(user_reader.name, user_reader_key.id) 
    detach_policy(user_reader.name, read_policy.arn) 
    policy_wrapper.delete_policy(read_policy.arn) 
    delete_user(user_reader.name) 
    print(f"Deleted keys, detached and deleted policy, and deleted 
 {user_reader.name}.") 

    access_key_wrapper.delete_key(user_read_writer.name, user_read_writer_key.id) 
    detach_policy(user_read_writer.name, read_write_policy.arn) 
    policy_wrapper.delete_policy(read_write_policy.arn) 
    delete_user(user_read_writer.name) 
    print(f"Deleted keys, detached and deleted policy, and deleted 
 {user_read_writer.name}.") 

    bucket.objects.delete() 
    bucket.delete() 
    print(f"Emptied and deleted {bucket.name}.") 
    print("Thanks for watching!")

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピック
を参照してください。
• AttachUserPolicy
• CreateAccessKey
• CreatePolicy
• CreateUser
• DeleteAccessKey
• DeletePolicy
• DeleteUser
• DetachUserPolicy
• ListUsers
• UpdateUser

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM アクセスキーを管理する
次のコード例は、アクセスキーの管理方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

• アクセスキーを作成して一覧表示します。
• アクセスキーが最後に使用された時刻とその方法を検索します。
• アクセスキーの更新や削除を行います。

888

https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/iam-2010-05-08/AttachUserPolicy
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/iam-2010-05-08/CreateAccessKey
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/iam-2010-05-08/CreatePolicy
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/iam-2010-05-08/CreateUser
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/iam-2010-05-08/DeleteAccessKey
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/iam-2010-05-08/DeletePolicy
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/iam-2010-05-08/DeleteUser
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/iam-2010-05-08/DetachUserPolicy
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/iam-2010-05-08/ListUsers
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/iam-2010-05-08/UpdateUser
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/what-is.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
シナリオ

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

IAM アクセスキーのアクションをラップする関数を作成します。

import logging
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)

iam = boto3.resource('iam')

def list_keys(user_name): 
    """ 
    Lists the keys owned by the specified user. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :return: The list of keys owned by the user. 
    """ 
    try: 
        keys = list(iam.User(user_name).access_keys.all()) 
        logger.info("Got %s access keys for %s.", len(keys), user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get access keys for %s.", user_name) 
        raise 
    else: 
        return keys

def create_key(user_name): 
    """ 
    Creates an access key for the specified user. Each user can have a 
    maximum of two keys. 

    :param user_name: The name of the user. 
    :return: The created access key. 
    """ 
    try: 
        key_pair = iam.User(user_name).create_access_key_pair() 
        logger.info( 
            "Created access key pair for %s. Key ID is %s.", 
            key_pair.user_name, key_pair.id) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create access key pair for %s.", user_name) 
        raise 
    else: 
        return key_pair

def get_last_use(key_id): 
    """ 
    Gets information about when and how a key was last used. 

    :param key_id: The ID of the key to look up. 
    :return: Information about the key's last use. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.get_access_key_last_used(AccessKeyId=key_id) 
        last_used_date = response['AccessKeyLastUsed'].get('LastUsedDate', None) 
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        last_service = response['AccessKeyLastUsed'].get('ServiceName', None) 
        logger.info( 
            "Key %s was last used by %s on %s to access %s.", key_id, 
            response['UserName'], last_used_date, last_service) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get last use of key %s.", key_id) 
        raise 
    else: 
        return response

def update_key(user_name, key_id, activate): 
    """ 
    Updates the status of a key. 

    :param user_name: The user that owns the key. 
    :param key_id: The ID of the key to update. 
    :param activate: When True, the key is activated. Otherwise, the key is 
 deactivated. 
    """ 

    try: 
        key = iam.User(user_name).AccessKey(key_id) 
        if activate: 
            key.activate() 
        else: 
            key.deactivate() 
        logger.info("%s key %s.", 'Activated' if activate else 'Deactivated', 
 key_id) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't %s key %s.", 'Activate' if activate else 'Deactivate', 
 key_id) 
        raise

def delete_key(user_name, key_id): 
    """ 
    Deletes a user's access key. 

    :param user_name: The user that owns the key. 
    :param key_id: The ID of the key to delete. 
    """ 

    try: 
        key = iam.AccessKey(user_name, key_id) 
        key.delete() 
        logger.info( 
            "Deleted access key %s for %s.", key.id, key.user_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete key %s for %s", key_id, user_name) 
        raise

ラッパー関数を使用して、現在のユーザーのアクセスキーアクションを実行します。

def usage_demo(): 
    """Shows how to create and manage access keys.""" 
    def print_keys(): 
        """Gets and prints the current keys for a user.""" 
        current_keys = list_keys(current_user_name) 
        print("The current user's keys are now:") 
        print(*[f"{key.id}: {key.status}" for key in current_keys], sep='\n') 

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') 
    print('-'*88) 
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management access key demo.") 
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    print('-'*88) 
    current_user_name = iam.CurrentUser().user_name 
    print(f"This demo creates an access key for the current user " 
          f"({current_user_name}), manipulates the key in a few ways, and then " 
          f"deletes it.") 
    all_keys = list_keys(current_user_name) 
    if len(all_keys) == 2: 
        print("The current user already has the maximum of 2 access keys. To run " 
              "this demo, either delete one of the access keys or use a user " 
              "that has only 1 access key.") 
    else: 
        new_key = create_key(current_user_name) 
        print(f"Created a new key with id {new_key.id} and secret 
 {new_key.secret}.") 
        print_keys() 
        existing_key = next(key for key in all_keys if key != new_key) 
        last_use = get_last_use(existing_key.id)['AccessKeyLastUsed'] 
        print(f"Key {all_keys[0].id} was last used to access 
 {last_use['ServiceName']} " 
              f"on {last_use['LastUsedDate']}") 
        update_key(current_user_name, new_key.id, False) 
        print(f"Key {new_key.id} is now deactivated.") 
        print_keys() 
        delete_key(current_user_name, new_key.id) 
        print_keys() 
        print("Thanks for watching!")

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピック
を参照してください。
• CreateAccessKey
• DeleteAccessKey
• GetAccessKeyLastUsed
• ListAccessKeys
• UpdateAccessKey

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ポリシーを管理する
次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• ポリシーを作成して一覧表示します。
• ポリシーバージョンを作成して取得します。
• ポリシーを以前のバージョンにロールバックします。
• ポリシーを削除します。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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IAM ポリシーアクションをラップする関数を作成します。

import json
import logging
import operator
import pprint
import time

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')

def create_policy(name, description, actions, resource_arn): 
    """ 
    Creates a policy that contains a single statement. 

    :param name: The name of the policy to create. 
    :param description: The description of the policy. 
    :param actions: The actions allowed by the policy. These typically take the 
                    form of service:action, such as s3:PutObject. 
    :param resource_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the resource this policy 
                         applies to. This ARN can contain wildcards, such as 
                         'arn:aws:s3:::my-bucket/*' to allow actions on all objects 
                         in the bucket named 'my-bucket'. 
    :return: The newly created policy. 
    """ 
    policy_doc = { 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
            { 
                "Effect": "Allow", 
                "Action": actions, 
                "Resource": resource_arn 
            } 
        ] 
    } 
    try: 
        policy = iam.create_policy( 
            PolicyName=name, Description=description, 
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc)) 
        logger.info("Created policy %s.", policy.arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create policy %s.", name) 
        raise 
    else: 
        return policy

def list_policies(scope): 
    """ 
    Lists the policies in the current account. 

    :param scope: Limits the kinds of policies that are returned. For example, 
                  'Local' specifies that only locally managed policies are 
 returned. 
    :return: The list of policies. 
    """ 
    try: 
        policies = list(iam.policies.filter(Scope=scope)) 
        logger.info("Got %s policies in scope '%s'.", len(policies), scope) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get policies for scope '%s'.", scope) 
        raise 
    else: 

892



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
シナリオ

        return policies

def create_policy_version(policy_arn, actions, resource_arn, set_as_default): 
    """ 
    Creates a policy version. Policies can have up to five versions. The default 
    version is the one that is used for all resources that reference the policy. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy. 
    :param actions: The actions to allow in the policy version. 
    :param resource_arn: The ARN of the resource this policy version applies to. 
    :param set_as_default: When True, this policy version is set as the default 
                           version for the policy. Otherwise, the default 
                           is not changed. 
    :return: The newly created policy version. 
    """ 
    policy_doc = { 
        'Version': '2012-10-17', 
        'Statement': [ 
            { 
                'Effect': 'Allow', 
                'Action': actions, 
                'Resource': resource_arn 
            } 
        ] 
    } 
    try: 
        policy = iam.Policy(policy_arn) 
        policy_version = policy.create_version( 
            PolicyDocument=json.dumps(policy_doc), SetAsDefault=set_as_default) 
        logger.info( 
            "Created policy version %s for policy %s.", 
            policy_version.version_id, policy_version.arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create a policy version for %s.", policy_arn) 
        raise 
    else: 
        return policy_version

def get_default_policy_statement(policy_arn): 
    """ 
    Gets the statement of the default version of the specified policy. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy to look up. 
    :return: The statement of the default policy version. 
    """ 
    try: 
        policy = iam.Policy(policy_arn) 
        # To get an attribute of a policy, the SDK first calls get_policy. 
        policy_doc = policy.default_version.document 
        policy_statement = policy_doc.get('Statement', None) 
        logger.info("Got default policy doc for %s.", policy.policy_name) 
        logger.info(policy_doc) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get default policy statement for %s.", 
 policy_arn) 
        raise 
    else: 
        return policy_statement

def rollback_policy_version(policy_arn): 
    """ 
    Rolls back to the previous default policy, if it exists. 

    1. Gets the list of policy versions in order by date. 
    2. Finds the default. 
    3. Makes the previous policy the default. 
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    4. Deletes the old default version. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy to roll back. 
    :return: The default version of the policy after the rollback. 
    """ 
    try: 
        policy_versions = sorted( 
            iam.Policy(policy_arn).versions.all(), 
            key=operator.attrgetter('create_date')) 
        logger.info("Got %s versions for %s.", len(policy_versions), policy_arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get versions for %s.", policy_arn) 
        raise 

    default_version = None 
    rollback_version = None 
    try: 
        while default_version is None: 
            ver = policy_versions.pop() 
            if ver.is_default_version: 
                default_version = ver 
        rollback_version = policy_versions.pop() 
        rollback_version.set_as_default() 
        logger.info("Set %s as the default version.", rollback_version.version_id) 
        default_version.delete() 
        logger.info("Deleted original default version %s.", 
 default_version.version_id) 
    except IndexError: 
        if default_version is None: 
            logger.warning("No default version found for %s.", policy_arn) 
        elif rollback_version is None: 
            logger.warning( 
                "Default version %s found for %s, but no previous version exists, 
 so " 
                "nothing to roll back to.", default_version.version_id, policy_arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't roll back version for %s.", policy_arn) 
        raise 
    else: 
        return rollback_version

def delete_policy(policy_arn): 
    """ 
    Deletes a policy. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy to delete. 
    """ 
    try: 
        iam.Policy(policy_arn).delete() 
        logger.info("Deleted policy %s.", policy_arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete policy %s.", policy_arn) 
        raise

ラッパー関数を使用して、ポリシーを作成し、バージョンを更新し、それらに関する情報を取得
します。

def usage_demo(): 
    """Shows how to use the policy functions.""" 
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') 
    print('-'*88) 
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management policy demo.") 
    print('-'*88) 
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    print("Policies let you define sets of permissions that can be attached to " 
          "other IAM resources, like users and roles.") 
    bucket_arn = f'arn:aws:s3:::made-up-bucket-name' 
    policy = create_policy( 
        'demo-iam-policy', 'Policy for IAM demonstration.', 
        ['s3:ListObjects'], bucket_arn) 
    print(f"Created policy {policy.policy_name}.") 
    policies = list_policies('Local') 
    print(f"Your account has {len(policies)} managed policies:") 
    print(*[pol.policy_name for pol in policies], sep=', ') 
    time.sleep(1) 
    policy_version = create_policy_version( 
        policy.arn, ['s3:PutObject'], bucket_arn, True) 
    print(f"Added policy version {policy_version.version_id} to policy " 
          f"{policy.policy_name}.") 
    default_statement = get_default_policy_statement(policy.arn) 
    print(f"The default policy statement for {policy.policy_name} is:") 
    pprint.pprint(default_statement) 
    rollback_version = rollback_policy_version(policy.arn) 
    print(f"Rolled back to version {rollback_version.version_id} for " 
          f"{policy.policy_name}.") 
    default_statement = get_default_policy_statement(policy.arn) 
    print(f"The default policy statement for {policy.policy_name} is now:") 
    pprint.pprint(default_statement) 
    delete_policy(policy.arn) 
    print(f"Deleted policy {policy.policy_name}.") 
    print("Thanks for watching!")

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピック
を参照してください。
• CreatePolicy
• CreatePolicyVersion
• DeletePolicy
• DeletePolicyVersion
• GetPolicyVersion
• ListPolicies
• ListPolicyVersions
• SetDefaultPolicyVersion

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ロールを管理する
次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• IAM ロールを作成します。
• ロールにポリシーをアタッチおよびデタッチします
• ロールを削除します。
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Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

IAM ロールアクションをラップする関数を作成します。

import json
import logging
import pprint

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')

def create_role(role_name, allowed_services): 
    """ 
    Creates a role that lets a list of specified services assume the role. 

    :param role_name: The name of the role. 
    :param allowed_services: The services that can assume the role. 
    :return: The newly created role. 
    """ 
    trust_policy = { 
        'Version': '2012-10-17', 
        'Statement': [{ 
                'Effect': 'Allow', 
                'Principal': {'Service': service}, 
                'Action': 'sts:AssumeRole' 
            } for service in allowed_services 
        ] 
    } 

    try: 
        role = iam.create_role( 
            RoleName=role_name, 
            AssumeRolePolicyDocument=json.dumps(trust_policy)) 
        logger.info("Created role %s.", role.name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create role %s.", role_name) 
        raise 
    else: 
        return role

def attach_policy(role_name, policy_arn): 
    """ 
    Attaches a policy to a role. 

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN. 
    :param policy_arn: The ARN of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.Role(role_name).attach_policy(PolicyArn=policy_arn) 
        logger.info("Attached policy %s to role %s.", policy_arn, role_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't attach policy %s to role %s.", policy_arn, 
 role_name) 
        raise
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def detach_policy(role_name, policy_arn): 
    """ 
    Detaches a policy from a role. 

    :param role_name: The name of the role. **Note** this is the name, not the ARN. 
    :param policy_arn: The ARN of the policy. 
    """ 
    try: 
        iam.Role(role_name).detach_policy(PolicyArn=policy_arn) 
        logger.info("Detached policy %s from role %s.", policy_arn, role_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception( 
            "Couldn't detach policy %s from role %s.", policy_arn, role_name) 
        raise

def delete_role(role_name): 
    """ 
    Deletes a role. 

    :param role_name: The name of the role to delete. 
    """ 
    try: 
        iam.Role(role_name).delete() 
        logger.info("Deleted role %s.", role_name) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't delete role %s.", role_name) 
        raise

ラッパー関数を使用してロールを作成し、ポリシーをアタッチおよびデタッチします。

def usage_demo(): 
    """Shows how to use the role functions.""" 
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') 
    print('-'*88) 
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management role demo.") 
    print('-'*88) 
    print("Roles let you define sets of permissions and can be assumed by " 
          "other entities, like users and services.") 
    print("The first 10 roles currently in your account are:") 
    roles = list_roles(10) 
    print(f"The inline policies for role {roles[0].name} are:") 
    list_policies(roles[0].name) 
    role = create_role( 
        'demo-iam-role', 
        ['lambda.amazonaws.com', 'batchoperations.s3.amazonaws.com']) 
    print(f"Created role {role.name}, with trust policy:") 
    pprint.pprint(role.assume_role_policy_document) 
    policy_arn = 'arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess' 
    attach_policy(role.name, policy_arn) 
    print(f"Attached policy {policy_arn} to {role.name}.") 
    print(f"Policies attached to role {role.name} are:") 
    list_attached_policies(role.name) 
    detach_policy(role.name, policy_arn) 
    print(f"Detached policy {policy_arn} from {role.name}.") 
    delete_role(role.name) 
    print(f"Deleted {role.name}.") 
    print("Thanks for watching!")

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピック
を参照してください。
• AttachRolePolicy
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• CreateRole
• DeleteRole
• DetachRolePolicy

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM アカウントを管理する
次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• アカウントエイリアスを取得して更新します。
• ユーザーと認証情報に関するレポートを生成します。
• アカウントの使用状況の概要を取得します。
• アカウント内のユーザー、グループ、ロール、ポリシーについて、相互の関連付けなどの詳細を取得し

ます。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

IAM アカウントのアクションをラップする関数を作成します。

import logging
import pprint
import sys
import time
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

logger = logging.getLogger(__name__)
iam = boto3.resource('iam')

def list_aliases(): 
    """ 
    Gets the list of aliases for the current account. An account has at most one 
 alias. 

    :return: The list of aliases for the account. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.list_account_aliases() 
        aliases = response['AccountAliases'] 
        if len(aliases) > 0: 
            logger.info("Got aliases for your account: %s.", ','.join(aliases)) 
        else: 
            logger.info("Got no aliases for your account.") 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't list aliases for your account.") 
        raise 
    else: 
        return response['AccountAliases']
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def create_alias(alias): 
    """ 
    Creates an alias for the current account. The alias can be used in place of the 
    account ID in the sign-in URL. An account can have only one alias. When a new 
    alias is created, it replaces any existing alias. 

    :param alias: The alias to assign to the account. 
    """ 

    try: 
        iam.create_account_alias(AccountAlias=alias) 
        logger.info("Created an alias '%s' for your account.", alias) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't create alias '%s' for your account.", alias) 
        raise

def delete_alias(alias): 
    """ 
    Removes the alias from the current account. 

    :param alias: The alias to remove. 
    """ 
    try: 
        iam.meta.client.delete_account_alias(AccountAlias=alias) 
        logger.info("Removed alias '%s' from your account.", alias) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't remove alias '%s' from your account.", alias) 
        raise

def generate_credential_report(): 
    """ 
    Starts generation of a credentials report about the current account. After 
    calling this function to generate the report, call get_credential_report 
    to get the latest report. A new report can be generated a minimum of four hours 
    after the last one was generated. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.generate_credential_report() 
        logger.info("Generating credentials report for your account. " 
                    "Current state is %s.", response['State']) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't generate a credentials report for your 
 account.") 
        raise 
    else: 
        return response

def get_credential_report(): 
    """ 
    Gets the most recently generated credentials report about the current account. 

    :return: The credentials report. 
    """ 
    try: 
        response = iam.meta.client.get_credential_report() 
        logger.debug(response['Content']) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get credentials report.") 
        raise 
    else: 
        return response['Content']

def get_summary(): 
    """ 
    Gets a summary of account usage. 
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    :return: The summary of account usage. 
    """ 
    try: 
        summary = iam.AccountSummary() 
        logger.debug(summary.summary_map) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get a summary for your account.") 
        raise 
    else: 
        return summary.summary_map

def get_authorization_details(response_filter): 
    """ 
    Gets an authorization detail report for the current account. 

    :param response_filter: A list of resource types to include in the report, such 
                            as users or roles. When not specified, all resources 
                            are included. 
    :return: The authorization detail report. 
    """ 
    try: 
        account_details = iam.meta.client.get_account_authorization_details( 
            Filter=response_filter 
        ) 
        logger.debug(account_details) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get details for your account.") 
        raise 
    else: 
        return account_details

ラッパー関数を呼び出して、アカウントのエイリアスを変更し、アカウントに関するレポートを
取得します。

def usage_demo(): 
    """Shows how to use the account functions.""" 
    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format='%(levelname)s: %(message)s') 
    print('-'*88) 
    print("Welcome to the AWS Identity and Account Management account demo.") 
    print('-'*88) 
    print("Setting an account alias lets you use the alias in your sign-in URL " 
          "instead of your account number.") 
    old_aliases = list_aliases() 
    if len(old_aliases) > 0: 
        print(f"Your account currently uses '{old_aliases[0]}' as its alias.") 
    else: 
        print("Your account currently has no alias.") 
    for index in range(1, 3): 
        new_alias = f'alias-{index}-{time.time_ns()}' 
        print(f"Setting your account alias to {new_alias}") 
        create_alias(new_alias) 
    current_aliases = list_aliases() 
    print(f"Your account alias is now {current_aliases}.") 
    delete_alias(current_aliases[0]) 
    print(f"Your account now has no alias.") 
    if len(old_aliases) > 0: 
        print(f"Restoring your original alias back to {old_aliases[0]}...") 
        create_alias(old_aliases[0]) 

    print('-'*88) 
    print("You can get various reports about your account.") 
    print("Let's generate a credentials report...") 
    report_state = None 
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    while report_state != 'COMPLETE': 
        cred_report_response = generate_credential_report() 
        old_report_state = report_state 
        report_state = cred_report_response['State'] 
        if report_state != old_report_state: 
            print(report_state, sep='') 
        else: 
            print('.', sep='') 
        sys.stdout.flush() 
        time.sleep(1) 
    print() 
    cred_report = get_credential_report() 
    col_count = 3 
    print(f"Got credentials report. Showing only the first {col_count} columns.") 
    cred_lines = [line.split(',')[:col_count] for line 
                  in cred_report.decode('utf-8').split('\n')] 
    col_width = max([len(item) for line in cred_lines for item in line]) + 2 
    for line in cred_report.decode('utf-8').split('\n'): 
        print(''.join(element.ljust(col_width) 
                      for element in line.split(',')[:col_count])) 

    print('-'*88) 
    print("Let's get an account summary.") 
    summary = get_summary() 
    print("Here's your summary:") 
    pprint.pprint(summary) 

    print('-'*88) 
    print("Let's get authorization details!") 
    details = get_authorization_details([]) 
    see_details = input("These are pretty long, do you want to see them (y/n)? ") 
    if see_details.lower() == 'y': 
        pprint.pprint(details) 

    print('-'*88) 
    pw_policy_created = None 
    see_pw_policy = input("Want to see the password policy for the account (y/n)? 
 ") 
    if see_pw_policy.lower() == 'y': 
        while True: 
            if print_password_policy(): 
                break 
            else: 
                answer = input("Do you want to create a default password policy (y/
n)? ") 
                if answer.lower() == 'y': 
                    pw_policy_created = iam.create_account_password_policy() 
                else: 
                    break 
    if pw_policy_created is not None: 
        answer = input("Do you want to delete the password policy (y/n)? ") 
        if answer.lower() == 'y': 
            pw_policy_created.delete() 
            print("Password policy deleted.") 

    print("The SAML providers for your account are:") 
    list_saml_providers(10) 

    print('-'*88) 
    print("Thanks for watching.")

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピック
を参照してください。
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• CreateAccountAlias
• DeleteAccountAlias
• GenerateCredentialReport
• GetAccountAuthorizationDetails
• GetAccountSummary
• GetCredentialReport
• ListAccountAliases

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して IAM ポリシーのバージョンをロールバッ
クする
次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• ポリシーのバージョンの日付順リストを取得します。
• デフォルトのポリシーバージョンを検索します。
• デフォルト値を以前のポリシーバージョンにします。
• 古いデフォルトバージョンを削除します。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

def rollback_policy_version(policy_arn): 
    """ 
    Rolls back to the previous default policy, if it exists. 

    1. Gets the list of policy versions in order by date. 
    2. Finds the default. 
    3. Makes the previous policy the default. 
    4. Deletes the old default version. 

    :param policy_arn: The ARN of the policy to roll back. 
    :return: The default version of the policy after the rollback. 
    """ 
    try: 
        policy_versions = sorted( 
            iam.Policy(policy_arn).versions.all(), 
            key=operator.attrgetter('create_date')) 
        logger.info("Got %s versions for %s.", len(policy_versions), policy_arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't get versions for %s.", policy_arn) 
        raise 

    default_version = None 
    rollback_version = None 
    try: 
        while default_version is None: 
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            ver = policy_versions.pop() 
            if ver.is_default_version: 
                default_version = ver 
        rollback_version = policy_versions.pop() 
        rollback_version.set_as_default() 
        logger.info("Set %s as the default version.", rollback_version.version_id) 
        default_version.delete() 
        logger.info("Deleted original default version %s.", 
 default_version.version_id) 
    except IndexError: 
        if default_version is None: 
            logger.warning("No default version found for %s.", policy_arn) 
        elif rollback_version is None: 
            logger.warning( 
                "Default version %s found for %s, but no previous version exists, 
 so " 
                "nothing to roll back to.", default_version.version_id, policy_arn) 
    except ClientError: 
        logger.exception("Couldn't roll back version for %s.", policy_arn) 
        raise 
    else: 
        return rollback_version

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の以下のトピック
を参照してください。
• DeletePolicyVersion
• ListPolicyVersions
• SetDefaultPolicyVersion

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用した AWS STS のコード例
以下は、AWS STS ソフトウェア開発キット (SDK) で AWS を使用する方法を説明するコード例です。

「アクション」は、個々のサービス関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋です。

「シナリオ」は、同じサービス内で複数の関数を呼び出して、特定のタスクを実行する方法を示すコード
例です。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

コード例
• AWS SDK を使用した AWS STS 向けアクション (p. 904)

• AWS SDK を使用して AWS STS のロールを割り当てる (p. 904)
• AWS SDK を使用して AWS STS でセッショントークンを取得する (p. 911)

• AWS SDK を使用する AWS STS のシナリオ (p. 912)
• AWS SDK を使用して AWS STS で MFA トークンを必要とする IAM ロールを割り当て

る (p. 913)
• AWS SDK を使用して、フェデレーションユーザー向けに AWS STS で URL を作成す

る (p. 917)
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• AWS SDK を使用して、AWS STS で MFA トークンを必要とするセッショントークンを取得
する (p. 920)

AWS SDK を使用した AWS STS 向けアクション
以下は、AWS SDK を使用して個々の AWS STS アクションを実行する方法を説明するコード例です。
これらの抜粋は AWS STS を呼び出し、単独での実行を意図するものではありません。それぞれの例に
は、GitHub へのリンクがあり、コンテキストでコードを設定および実行する方法についての説明が記載さ
れています。

以下の例には、最も一般的に使用されるアクションだけが含まれています。詳細な一覧については、
「AWS Security Token Service (AWS STS) API リファレンス」を参照してください。

例
• AWS SDK を使用して AWS STS のロールを割り当てる (p. 904)
• AWS SDK を使用して AWS STS でセッショントークンを取得する (p. 911)

AWS SDK を使用して AWS STS のロールを割り当てる
次のコード例は、AWS STS でロールを割り当てる方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

using Amazon;
using Amazon.SecurityToken;
using Amazon.SecurityToken.Model;
using System;
using System.Threading.Tasks;

namespace AssumeRoleExample
{ 
    class AssumeRole 
    { 
        /// <summary> 
        /// This example shows how to use the AWS Security Token 
        /// Service (AWS STS) to assume an IAM role. 
        ///  
        /// NOTE: It is important that the role that will be assumed has a 
        /// trust relationship with the account that will assume the role. 
        ///  
        /// Before you run the example, you need to create the role you want to 
        /// assume and have it trust the IAM account that will assume that role. 
        ///  
        /// See https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/
id_roles_create.html 
        /// for help in working with roles. 
        /// </summary> 

        private static readonly RegionEndpoint REGION = RegionEndpoint.USWest2; 

        static async Task Main() 
        { 
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            // Create the SecurityToken client and then display the identity of the 
            // default user. 
            var roleArnToAssume = "arn:aws:iam::123456789012:role/testAssumeRole"; 

            var client = new 
 Amazon.SecurityToken.AmazonSecurityTokenServiceClient(REGION); 

            // Get and display the information about the identity of the default 
 user. 
            var callerIdRequest = new GetCallerIdentityRequest(); 
            var caller = await client.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest); 
            Console.WriteLine($"Original Caller: {caller.Arn}"); 

            // Create the request to use with the AssumeRoleAsync call. 
            var assumeRoleReq = new AssumeRoleRequest() 
            { 
                DurationSeconds = 1600, 
                RoleSessionName = "Session1", 
                RoleArn = roleArnToAssume 
            }; 

            var assumeRoleRes = await client.AssumeRoleAsync(assumeRoleReq); 

            // Now create a new client based on the credentials of the caller 
 assuming the role. 
            var client2 = new AmazonSecurityTokenServiceClient(credentials: 
 assumeRoleRes.Credentials); 

            // Get and display information about the caller that has assumed the 
 defined role. 
            var caller2 = await client2.GetCallerIdentityAsync(callerIdRequest); 
            Console.WriteLine($"AssumedRole Caller: {caller2.Arn}"); 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「AssumeRole」を参照し
てください。

C++

SDK for C++
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

bool AwsDoc::STS::assumeRole(const Aws::String &roleArn, 
                             const Aws::String &roleSessionName, 
                             const Aws::String &externalId, 
                             Aws::Auth::AWSCredentials &credentials, 
                             const Aws::Client::ClientConfiguration &clientConfig) 
 { 
    Aws::STS::STSClient sts(clientConfig); 
    Aws::STS::Model::AssumeRoleRequest sts_req; 

    sts_req.SetRoleArn(roleArn); 
    sts_req.SetRoleSessionName(roleSessionName); 
    sts_req.SetExternalId(externalId); 

    const Aws::STS::Model::AssumeRoleOutcome outcome = sts.AssumeRole(sts_req); 
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    if (!outcome.IsSuccess()) { 
        std::cerr << "Error assuming IAM role. " << 
                  outcome.GetError().GetMessage() << std::endl; 
    } 
    else { 
        std::cout << "Credentials successfully retrieved." << std::endl; 
        const Aws::STS::Model::AssumeRoleResult result = outcome.GetResult(); 
        const Aws::STS::Model::Credentials &temp_credentials = 
 result.GetCredentials(); 

        // Store temporary credentials in return argument. 
        // Note: The credentials object returned by assumeRole differs 
        // from the AWSCredentials object used in most situations. 
        credentials.SetAWSAccessKeyId(temp_credentials.GetAccessKeyId()); 
        credentials.SetAWSSecretKey(temp_credentials.GetSecretAccessKey()); 
        credentials.SetSessionToken(temp_credentials.GetSessionToken()); 
    } 

    return outcome.IsSuccess();
}

• API の詳細については、「AWS SDK for C++ API リファレンス」の「AssumeRole」を参照し
てください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void assumeGivenRole(StsClient stsClient, String roleArn, String 
 roleSessionName) { 

        try { 
            AssumeRoleRequest roleRequest = AssumeRoleRequest.builder() 
                .roleArn(roleArn) 
                .roleSessionName(roleSessionName) 
                .build(); 

           AssumeRoleResponse roleResponse = stsClient.assumeRole(roleRequest); 
           Credentials myCreds = roleResponse.credentials(); 

           // Display the time when the temp creds expire. 
           Instant exTime = myCreds.expiration(); 
           String tokenInfo = myCreds.sessionToken(); 

           // Convert the Instant to readable date. 
           DateTimeFormatter formatter = 
                   DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime( FormatStyle.SHORT ) 
                           .withLocale( Locale.US) 
                           .withZone( ZoneId.systemDefault() ); 

           formatter.format( exTime ); 
           System.out.println("The token "+tokenInfo + "  expires on " + exTime ); 

       } catch (StsException e) { 
           System.err.println(e.getMessage()); 
           System.exit(1); 
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       } 
   }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「AssumeRole」を参
照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

クライアントを作成します。

import { STSClient } from "@aws-sdk/client-sts";
// Set the AWS Region.
const REGION = "us-east-1";
// Create an AWS STS service client object.
export const client = new STSClient({ region: REGION });

IAM ロールを割り当てます。

import { AssumeRoleCommand } from "@aws-sdk/client-sts";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  try { 
    // Returns a set of temporary security credentials that you can use to 
    // access Amazon Web Services resources that you might not normally  
    // have access to. 
    const command = new AssumeRoleCommand({ 
      // The Amazon Resource Name (ARN) of the role to assume. 
      RoleArn: "ROLE_ARN", 
      // An identifier for the assumed role session. 
      RoleSessionName: "session1", 
      // The duration, in seconds, of the role session. The value specified 
      // can range from 900 seconds (15 minutes) up to the maximum session  
      // duration set for the role. 
      DurationSeconds: 900, 
    }); 
    const response = await client.send(command); 
    console.log(response); 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「AssumeRole」を
参照してください。

SDK for JavaScript (v2)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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// Load the AWS SDK for Node.js
const AWS = require('aws-sdk');
// Set the region  
AWS.config.update({region: 'REGION'});

var roleToAssume = {RoleArn: 'arn:aws:iam::123456789012:role/RoleName', 
                    RoleSessionName: 'session1', 
                    DurationSeconds: 900,};
var roleCreds;

// Create the STS service object     
var sts = new AWS.STS({apiVersion: '2011-06-15'});

//Assume Role
sts.assumeRole(roleToAssume, function(err, data) { 
    if (err) console.log(err, err.stack); 
    else{ 
        roleCreds = {accessKeyId: data.Credentials.AccessKeyId, 
                     secretAccessKey: data.Credentials.SecretAccessKey, 
                     sessionToken: data.Credentials.SessionToken}; 
        stsGetCallerIdentity(roleCreds); 
    }
});

//Get Arn of current identity
function stsGetCallerIdentity(creds) { 
    var stsParams = {credentials: creds }; 
    // Create STS service object 
    var sts = new AWS.STS(stsParams); 
         
    sts.getCallerIdentity({}, function(err, data) { 
        if (err) { 
            console.log(err, err.stack); 
        } 
        else { 
            console.log(data.Arn); 
        } 
    });     
}

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「AssumeRole」を
参照してください。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

MFA トークンを必要とする IAM ロールを想定し、一時的な認証情報を使用してアカウントの 
Amazon S3 バケットを一覧表示します。

def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa( 
        assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client): 
    """ 
    Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from 
    that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account. 
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    Requires an MFA device serial number and token. 

    The assumed role must grant permission to list the buckets in the other 
 account. 

    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that 
                            grants access to list the other account's buckets. 
    :param session_name: The name of the STS session. 
    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual 
 MFA 
                              device, this is an ARN. 
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device. 
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role. 
    """ 
    response = sts_client.assume_role( 
        RoleArn=assume_role_arn, 
        RoleSessionName=session_name, 
        SerialNumber=mfa_serial_number, 
        TokenCode=mfa_totp) 
    temp_credentials = response['Credentials'] 
    print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.") 

    s3_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'], 
        aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'], 
        aws_session_token=temp_credentials['SessionToken']) 

    print(f"Listing buckets for the assumed role's account:") 
    for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
        print(bucket.name)

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「AssumeRole」を参照してください。

Ruby

SDK for Ruby

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

  # Creates an AWS Security Token Service (AWS STS) client with specified 
 credentials. 
  # This is separated into a factory function so that it can be mocked for unit 
 testing. 
  # 
  # @param key_id [String] The ID of the access key used by the STS client. 
  # @param key_secret [String] The secret part of the access key used by the STS 
 client. 
  def create_sts_client(key_id, key_secret) 
    Aws::STS::Client.new(access_key_id: key_id, secret_access_key: key_secret) 
  end 

  # Gets temporary credentials that can be used to assume a role. 
  # 
  # @param role_arn [String] The ARN of the role that is assumed when these 
 credentials 
  #                          are used. 
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  # @param sts_client [AWS::STS::Client] An AWS STS client. 
  # @return [Aws::AssumeRoleCredentials] The credentials that can be used to assume 
 the role. 
  def assume_role(role_arn, sts_client) 
    credentials = Aws::AssumeRoleCredentials.new( 
      client: sts_client, 
      role_arn: role_arn, 
      role_session_name: "create-use-assume-role-scenario" 
    ) 
    puts("Assumed role '#{role_arn}', got temporary credentials.") 
    credentials 
  end

• API の詳細については、「AWS SDK for Ruby API リファレンス」の「AssumeRole」を参照し
てください。

Rust

SDK for Rust

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するドキュメントです。SDK は変更される場合
があり、本稼働環境では使用しないでください。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

async fn assume_role( 
    config: &SdkConfig, 
    region: Region, 
    role_name: String, 
    session_name: Option<String>,
) -> Result<(), Error> { 
    match config.credentials_provider() { 
        Some(credential) => { 
            let provider = aws_config::sts::AssumeRoleProvider::builder(role_name) 
                .region(region) 
                .session_name(session_name.unwrap_or_else(|| String::from("rust-
assume-role"))) 
                .build(credential.clone()); 
            let local_config = aws_config::from_env() 
                .credentials_provider(provider) 
                .load() 
                .await; 
            let client = Client::new(&local_config); 
            let req = client.get_caller_identity(); 
            let resp = req.send().await; 
            match resp { 
                Ok(e) => { 
                    println!("UserID :               {}", 
 e.user_id().unwrap_or_default()); 
                    println!("Account:               {}", 
 e.account().unwrap_or_default()); 
                    println!("Arn    :               {}", 
 e.arn().unwrap_or_default()); 
                } 
                Err(e) => println!("{:?}", e), 
            } 
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        } 
        None => { 
            println!("No config provided"); 
        } 
    } 
    Ok(())
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Rust API リファレンス」の「AssumeRole」を参照し
てください。

Swift

SDK for Swift

Note

これはプレビューリリースの SDK に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public func assumeRole(role: IAMClientTypes.Role, sessionName: String) 
                    async throws -> STSClientTypes.Credentials { 
        let input = AssumeRoleInput( 
            roleArn: role.arn, 
            roleSessionName: sessionName 
        ) 
        do { 
            let output = try await stsClient.assumeRole(input: input) 

            guard let credentials = output.credentials else { 
                throw ServiceHandlerError.authError 
            } 

            return credentials 
        } catch { 
            throw error 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Swift API リファレンス」の「AssumeRole」を参照し
てください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して AWS STS でセッショントークンを取得す
る
次に、AWS STS を使用してセッショントークンの取得方法を示します。それを使用して、MFA トークン
を必要とするサービスアクションを実行します。
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Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

MFA トークンを渡してセッショントークンを取得し、それを使用してアカウントの Amazon S3 
バケットを一覧表示します。

def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp, 
 sts_client): 
    """ 
    Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session 
    credentials to list Amazon S3 buckets. 

    Requires an MFA device serial number and token. 

    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual 
 MFA 
                              device, this is an Amazon Resource Name (ARN). 
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device. 
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role. 
    """ 
    if mfa_serial_number is not None: 
        response = sts_client.get_session_token( 
            SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp) 
    else: 
        response = sts_client.get_session_token() 
    temp_credentials = response['Credentials'] 

    s3_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'], 
        aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'], 
        aws_session_token=temp_credentials['SessionToken']) 

    print(f"Buckets for the account:") 
    for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
        print(bucket.name)

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「GetSessionToken」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用する AWS STS のシナリオ
以下のコード例は、AWS STS で AWS SDK を使用した一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。これらのシナリオは、AWS STS 内で複数の関数を呼び出すことによって特定のタスクを実行する方
法を示しています。それぞれのシナリオには、GitHub へのリンクがあり、コードを設定および実行する方
法についての説明が記載されています。

例
• AWS SDK を使用して AWS STS で MFA トークンを必要とする IAM ロールを割り当てる (p. 913)
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• AWS SDK を使用して、フェデレーションユーザー向けに AWS STS で URL を作成する (p. 917)
• AWS SDK を使用して、AWS STS で MFA トークンを必要とするセッショントークンを取得す

る (p. 920)

AWS SDK を使用して AWS STS で MFA トークンを必要とする 
IAM ロールを割り当てる
次のコード例は、MFA トークンを必要とするロールを引き受ける方法を示しています。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

• Amazon S3 バケットを一覧表示するためのアクセス許可を付与する、IAM ロールを作成します。
• MFA 認証情報が指定された場合にのみロールを引き受けることが許可された、IAM ユーザーを作成しま

す。
• ユーザーのための MFA デバイスを登録します。
• ロールを引き受け、Amazon S3 バケットを一覧表示するために一時的な認証情報を使用します。

Python

SDK for Python (Boto3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

IAM ユーザーを作成し、MFA デバイスを登録し、Amazon S3 バケットを一覧表示するアクセス
許可を付与するためのロールを作成します。ユーザーには、ロールの引き受けのみ権限がありま
す。

def setup(iam_resource): 
    """ 
    Creates a new user with no permissions. 
    Creates a new virtual MFA device. 
    Displays the QR code to seed the device. 
    Asks for two codes from the MFA device. 
    Registers the MFA device for the user. 
    Creates an access key pair for the user. 
    Creates a role with a policy that lets the user assume the role and requires 
 MFA. 
    Creates a policy that allows listing Amazon S3 buckets. 
    Attaches the policy to the role. 
    Creates an inline policy for the user that lets the user assume the role. 

    For demonstration purposes, the user is created in the same account as the 
 role, 
    but in practice the user would likely be from another account. 

    Any MFA device that can scan a QR code will work with this demonstration. 
    Common choices are mobile apps like LastPass Authenticator, 
    Microsoft Authenticator, or Google Authenticator. 

    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) resource 
                         that has permissions to create users, roles, and policies 
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                         in the account. 
    :return: The newly created user, user key, virtual MFA device, and role. 
    """ 
    user = iam_resource.create_user(UserName=unique_name('user')) 
    print(f"Created user {user.name}.") 

    virtual_mfa_device = iam_resource.create_virtual_mfa_device( 
        VirtualMFADeviceName=unique_name('mfa')) 
    print(f"Created virtual MFA device {virtual_mfa_device.serial_number}") 

    print(f"Showing the QR code for the device. Scan this in the MFA app of your " 
          f"choice.") 
    with open('qr.png', 'wb') as qr_file: 
        qr_file.write(virtual_mfa_device.qr_code_png) 
    webbrowser.open(qr_file.name) 

    print(f"Enter two consecutive code from your MFA device.") 
    mfa_code_1 = input("Enter the first code: ") 
    mfa_code_2 = input("Enter the second code: ") 
    user.enable_mfa( 
        SerialNumber=virtual_mfa_device.serial_number, 
        AuthenticationCode1=mfa_code_1, 
        AuthenticationCode2=mfa_code_2) 
    os.remove(qr_file.name) 
    print(f"MFA device is registered with the user.") 

    user_key = user.create_access_key_pair() 
    print(f"Created access key pair for user.") 

    print(f"Wait for user to be ready.", end='') 
    progress_bar(10) 

    role = iam_resource.create_role( 
        RoleName=unique_name('role'), 
        AssumeRolePolicyDocument=json.dumps({ 
            'Version': '2012-10-17', 
            'Statement': [ 
                { 
                    'Effect': 'Allow', 
                    'Principal': {'AWS': user.arn}, 
                    'Action': 'sts:AssumeRole', 
                    'Condition': {'Bool': {'aws:MultiFactorAuthPresent': True}} 
                } 
            ] 
        }) 
    ) 
    print(f"Created role {role.name} that requires MFA.") 

    policy = iam_resource.create_policy( 
        PolicyName=unique_name('policy'), 
        PolicyDocument=json.dumps({ 
            'Version': '2012-10-17', 
            'Statement': [ 
                { 
                    'Effect': 'Allow', 
                    'Action': 's3:ListAllMyBuckets', 
                    'Resource': 'arn:aws:s3:::*' 
                } 
            ] 
        }) 
    ) 
    role.attach_policy(PolicyArn=policy.arn) 
    print(f"Created policy {policy.policy_name} and attached it to the role.") 

    user.create_policy( 
        PolicyName=unique_name('user-policy'), 
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        PolicyDocument=json.dumps({ 
            'Version': '2012-10-17', 
            'Statement': [ 
                { 
                    'Effect': 'Allow', 
                    'Action': 'sts:AssumeRole', 
                    'Resource': role.arn 
                } 
            ] 
        }) 
    ) 
    print(f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user assume " 
          f"the role.") 

    print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.", 
 end='') 
    progress_bar(10) 

    return user, user_key, virtual_mfa_device, role

MFA トークンなしでロールを引き受けることは許可されていないことを示します。

def try_to_assume_role_without_mfa(assume_role_arn, session_name, sts_client): 
    """ 
    Shows that attempting to assume the role without sending MFA credentials 
 results 
    in an AccessDenied error. 

    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role to assume. 
    :param session_name: The name of the STS session. 
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role. 
    """ 
    print(f"Trying to assume the role without sending MFA credentials...") 
    try: 
        sts_client.assume_role(RoleArn=assume_role_arn, 
 RoleSessionName=session_name) 
        raise RuntimeError("Expected AccessDenied error.") 
    except ClientError as error: 
        if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied': 
            print("Got AccessDenied.") 
        else: 
            raise

Amazon S3 バケットを一覧表示するためのアクセス許可を付与するロールを引き受け、必要な 
MFA トークンを渡して、バケットが一覧表示可能なことを出力します。

def list_buckets_from_assumed_role_with_mfa( 
        assume_role_arn, session_name, mfa_serial_number, mfa_totp, sts_client): 
    """ 
    Assumes a role from another account and uses the temporary credentials from 
    that role to list the Amazon S3 buckets that are owned by the other account. 
    Requires an MFA device serial number and token. 

    The assumed role must grant permission to list the buckets in the other 
 account. 

    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that 
                            grants access to list the other account's buckets. 
    :param session_name: The name of the STS session. 
    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual 
 MFA 
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                              device, this is an ARN. 
    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device. 
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role. 
    """ 
    response = sts_client.assume_role( 
        RoleArn=assume_role_arn, 
        RoleSessionName=session_name, 
        SerialNumber=mfa_serial_number, 
        TokenCode=mfa_totp) 
    temp_credentials = response['Credentials'] 
    print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.") 

    s3_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'], 
        aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'], 
        aws_session_token=temp_credentials['SessionToken']) 

    print(f"Listing buckets for the assumed role's account:") 
    for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
        print(bucket.name)

デモ用に作成されたリソースを破棄します。

def teardown(user, virtual_mfa_device, role): 
    """ 
    Removes all resources created during setup. 

    :param user: The demo user. 
    :param role: The demo role. 
    """ 
    for attached in role.attached_policies.all(): 
        policy_name = attached.policy_name 
        role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn) 
        attached.delete() 
        print(f"Detached and deleted {policy_name}.") 
    role.delete() 
    print(f"Deleted {role.name}.") 
    for user_pol in user.policies.all(): 
        user_pol.delete() 
        print("Deleted inline user policy.") 
    for key in user.access_keys.all(): 
        key.delete() 
        print("Deleted user's access key.") 
    for mfa in user.mfa_devices.all(): 
        mfa.disassociate() 
    virtual_mfa_device.delete() 
    user.delete() 
    print(f"Deleted {user.name}.")

このシナリオは、前に定義した関数を使用して実行します。

def usage_demo(): 
    """Drives the demonstration.""" 
    print('-'*88) 
    print(f"Welcome to the AWS Security Token Service assume role demo, " 
          f"starring multi-factor authentication (MFA)!") 
    print('-'*88) 
    iam_resource = boto3.resource('iam') 
    user, user_key, virtual_mfa_device, role = setup(iam_resource) 
    print(f"Created {user.name} and {role.name}.") 
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    try: 
        sts_client = boto3.client( 
            'sts', aws_access_key_id=user_key.id, 
 aws_secret_access_key=user_key.secret) 
        try_to_assume_role_without_mfa(role.arn, 'demo-sts-session', sts_client) 
        mfa_totp = input('Enter the code from your registered MFA device: ') 
        list_buckets_from_assumed_role_with_mfa( 
            role.arn, 'demo-sts-session', virtual_mfa_device.serial_number, 
            mfa_totp, sts_client) 
    finally: 
        teardown(user, virtual_mfa_device, role) 
        print("Thanks for watching!")

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「AssumeRole」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して、フェデレーションユーザー向けに AWS 
STS で URL を作成する
次のコード例は、以下の操作方法を示しています。

• 現在のアカウントの Amazon S3 リソースに対する読み取り専用のアクセス権限を付与する IAM ロール
を作成します。

• AWS フェデレーションエンドポイントから、セキュリティトークンを取得します。
• フェデレーションされた認証情報を使用して、コンソールにアクセスする際に使用する URL を作成しま

す。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

現在のアカウントの Amazon S3 リソースに対する読み取り専用アクセス権限を付与するロール
を作成します。

def setup(iam_resource): 
    """ 
    Creates a role that can be assumed by the current user. 
    Attaches a policy that allows only Amazon S3 read-only access. 

    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) instance 
                         that has the permission to create a role. 
    :return: The newly created role. 
    """ 
    role = iam_resource.create_role( 
        RoleName=unique_name('role'), 
        AssumeRolePolicyDocument=json.dumps({ 
            'Version': '2012-10-17', 
            'Statement': [ 
                { 
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                    'Effect': 'Allow', 
                    'Principal': {'AWS': iam_resource.CurrentUser().arn}, 
                    'Action': 'sts:AssumeRole' 
                } 
            ] 
        }) 
    ) 
    role.attach_policy(PolicyArn='arn:aws:iam::aws:policy/AmazonS3ReadOnlyAccess') 
    print(f"Created role {role.name}.") 

    print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.", 
 end='') 
    progress_bar(10) 

    return role

AWS フェデレーションエンドポイントからセキュリティトークンを取得し、フェデレーション認
証情報を使用してコンソールにアクセスするために使用できる URL を作成します。

def construct_federated_url(assume_role_arn, session_name, issuer, sts_client): 
    """ 
    Constructs a URL that gives federated users direct access to the AWS Management 
    Console. 

    1. Acquires temporary credentials from AWS Security Token Service (AWS STS) 
 that 
       can be used to assume a role with limited permissions. 
    2. Uses the temporary credentials to request a sign-in token from the 
       AWS federation endpoint. 
    3. Builds a URL that can be used in a browser to navigate to the AWS federation 
       endpoint, includes the sign-in token for authentication, and redirects to 
       the AWS Management Console with permissions defined by the role that was 
       specified in step 1. 

    :param assume_role_arn: The role that specifies the permissions that are 
 granted. 
                            The current user must have permission to assume the 
 role. 
    :param session_name: The name for the STS session. 
    :param issuer: The organization that issues the URL. 
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that can assume the role. 
    :return: The federated URL. 
    """ 
    response = sts_client.assume_role( 
        RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name) 
    temp_credentials = response['Credentials'] 
    print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.") 

    session_data = { 
        'sessionId': temp_credentials['AccessKeyId'], 
        'sessionKey': temp_credentials['SecretAccessKey'], 
        'sessionToken': temp_credentials['SessionToken'] 
    } 
    aws_federated_signin_endpoint = 'https://signin.aws.amazon.com/federation' 

    # Make a request to the AWS federation endpoint to get a sign-in token. 
    # The requests.get function URL-encodes the parameters and builds the query 
 string 
    # before making the request. 
    response = requests.get( 
        aws_federated_signin_endpoint, 
        params={ 
            'Action': 'getSigninToken', 
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            'SessionDuration': str(datetime.timedelta(hours=12).seconds), 
            'Session': json.dumps(session_data) 
        }) 
    signin_token = json.loads(response.text) 
    print(f"Got a sign-in token from the AWS sign-in federation endpoint.") 

    # Make a federated URL that can be used to sign into the AWS Management 
 Console. 
    query_string = urllib.parse.urlencode({ 
        'Action': 'login', 
        'Issuer': issuer, 
        'Destination': 'https://console.aws.amazon.com/', 
        'SigninToken': signin_token['SigninToken'] 
    }) 
    federated_url = f'{aws_federated_signin_endpoint}?{query_string}' 
    return federated_url

デモ用に作成されたリソースを破棄します。

def teardown(role): 
    """ 
    Removes all resources created during setup. 

    :param role: The demo role. 
    """ 
    for attached in role.attached_policies.all(): 
        role.detach_policy(PolicyArn=attached.arn) 
        print(f"Detached {attached.policy_name}.") 
    role.delete() 
    print(f"Deleted {role.name}.")

このシナリオは、前に定義した関数を使用して実行します。

def usage_demo(): 
    """Drives the demonstration.""" 
    print('-'*88) 
    print(f"Welcome to the AWS Security Token Service federated URL demo.") 
    print('-'*88) 
    iam_resource = boto3.resource('iam') 
    role = setup(iam_resource) 
    sts_client = boto3.client('sts') 
    try: 
        federated_url = construct_federated_url( 
            role.arn, 'AssumeRoleDemoSession', 'example.org', sts_client) 
        print("Constructed a federated URL that can be used to connect to the " 
              "AWS Management Console with role-defined permissions:") 
        print('-'*88) 
        print(federated_url) 
        print('-'*88) 
        _ = input("Copy and paste the above URL into a browser to open the AWS " 
                  "Management Console with limited permissions. When done, press " 
                  "Enter to clean up and complete this demo.") 
    finally: 
        teardown(role) 
        print("Thanks for watching!")

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「AssumeRole」を参照してください。
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AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して、AWS STS で MFA トークンを必要とす
るセッショントークンを取得する
次のコード例では、MFA トークンを必要とするセッショントークンを取得する方法を示します。

Warning

セキュリティリスクを避けるため、専用ソフトウェアの開発や実際のデータを扱うときは、IAM 
ユーザーを認証に使用しないでください。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) などの ID プロバイダーとのフェデレーションを使用してください。

• Amazon S3 バケットを一覧表示するためのアクセス許可を付与する、IAM ロールを作成します。
• MFA 認証情報が指定された場合にのみロールを引き受けることが許可された、IAM ユーザーを作成しま

す。
• ユーザーのための MFA デバイスを登録します。
• セッショントークンを取得するための MFA 認証情報を指定し、一時的な認証情報により S3バケットを

一覧表示します。

Python

SDK for Python (Boto3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

IAM ユーザーの作成と MFA デバイスの登録を行い、ユーザーが Amazon S3 バケットを一覧表示
できるようにするアクセス許可を、MFA 認証情報が使用されている場合にのみ付与するロールを
作成します。

def setup(iam_resource): 
    """ 
    Creates a new user with no permissions. 
    Creates a new virtual multi-factor authentication (MFA) device. 
    Displays the QR code to seed the device. 
    Asks for two codes from the MFA device. 
    Registers the MFA device for the user. 
    Creates an access key pair for the user. 
    Creates an inline policy for the user that lets the user list Amazon S3 
 buckets, 
    but only when MFA credentials are used. 

    Any MFA device that can scan a QR code will work with this demonstration. 
    Common choices are mobile apps like LastPass Authenticator, 
    Microsoft Authenticator, or Google Authenticator. 

    :param iam_resource: A Boto3 AWS Identity and Access Management (IAM) resource 
                         that has permissions to create users, MFA devices, and 
                         policies in the account. 
    :return: The newly created user, user key, and virtual MFA device. 
    """ 
    user = iam_resource.create_user(UserName=unique_name('user')) 
    print(f"Created user {user.name}.") 

    virtual_mfa_device = iam_resource.create_virtual_mfa_device( 
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        VirtualMFADeviceName=unique_name('mfa')) 
    print(f"Created virtual MFA device {virtual_mfa_device.serial_number}") 

    print(f"Showing the QR code for the device. Scan this in the MFA app of your " 
          f"choice.") 
    with open('qr.png', 'wb') as qr_file: 
        qr_file.write(virtual_mfa_device.qr_code_png) 
    webbrowser.open(qr_file.name) 

    print(f"Enter two consecutive code from your MFA device.") 
    mfa_code_1 = input("Enter the first code: ") 
    mfa_code_2 = input("Enter the second code: ") 
    user.enable_mfa( 
        SerialNumber=virtual_mfa_device.serial_number, 
        AuthenticationCode1=mfa_code_1, 
        AuthenticationCode2=mfa_code_2) 
    os.remove(qr_file.name) 
    print(f"MFA device is registered with the user.") 

    user_key = user.create_access_key_pair() 
    print(f"Created access key pair for user.") 

    print(f"Wait for user to be ready.", end='') 
    progress_bar(10) 

    user.create_policy( 
        PolicyName=unique_name('user-policy'), 
        PolicyDocument=json.dumps({ 
            'Version': '2012-10-17', 
            'Statement': [ 
                { 
                    'Effect': 'Allow', 
                    'Action': 's3:ListAllMyBuckets', 
                    'Resource': 'arn:aws:s3:::*', 
                    'Condition': {'Bool': {'aws:MultiFactorAuthPresent': True}} 
                } 
            ] 
        }) 
    ) 
    print(f"Created an inline policy for {user.name} that lets the user list 
 buckets, " 
          f"but only when MFA credentials are present.") 

    print("Give AWS time to propagate these new resources and connections.", 
 end='') 
    progress_bar(10) 

    return user, user_key, virtual_mfa_device

MFA トークンを渡して一時的なセッション認証情報を取得し、その認証情報を使用してアカウン
トの S3 バケットを一覧表示します。

def list_buckets_with_session_token_with_mfa(mfa_serial_number, mfa_totp, 
 sts_client): 
    """ 
    Gets a session token with MFA credentials and uses the temporary session 
    credentials to list Amazon S3 buckets. 

    Requires an MFA device serial number and token. 

    :param mfa_serial_number: The serial number of the MFA device. For a virtual 
 MFA 
                              device, this is an Amazon Resource Name (ARN). 
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    :param mfa_totp: A time-based, one-time password issued by the MFA device. 
    :param sts_client: A Boto3 STS instance that has permission to assume the role. 
    """ 
    if mfa_serial_number is not None: 
        response = sts_client.get_session_token( 
            SerialNumber=mfa_serial_number, TokenCode=mfa_totp) 
    else: 
        response = sts_client.get_session_token() 
    temp_credentials = response['Credentials'] 

    s3_resource = boto3.resource( 
        's3', 
        aws_access_key_id=temp_credentials['AccessKeyId'], 
        aws_secret_access_key=temp_credentials['SecretAccessKey'], 
        aws_session_token=temp_credentials['SessionToken']) 

    print(f"Buckets for the account:") 
    for bucket in s3_resource.buckets.all(): 
        print(bucket.name)

デモ用に作成されたリソースを破棄します。

def teardown(user, virtual_mfa_device): 
    """ 
    Removes all resources created during setup. 

    :param user: The demo user. 
    :param role: The demo MFA device. 
    """ 
    for user_pol in user.policies.all(): 
        user_pol.delete() 
        print("Deleted inline user policy.") 
    for key in user.access_keys.all(): 
        key.delete() 
        print("Deleted user's access key.") 
    for mfa in user.mfa_devices.all(): 
        mfa.disassociate() 
    virtual_mfa_device.delete() 
    user.delete() 
    print(f"Deleted {user.name}.")

このシナリオは、前に定義した関数を使用して実行します。

def usage_demo(): 
    """Drives the demonstration.""" 
    print('-'*88) 
    print(f"Welcome to the AWS Security Token Service assume role demo, " 
          f"starring multi-factor authentication (MFA)!") 
    print('-'*88) 
    iam_resource = boto3.resource('iam') 
    user, user_key, virtual_mfa_device = setup(iam_resource) 
    try: 
        sts_client = boto3.client( 
            'sts', aws_access_key_id=user_key.id, 
 aws_secret_access_key=user_key.secret) 
        try: 
            print("Listing buckets without specifying MFA credentials.") 
            list_buckets_with_session_token_with_mfa(None, None, sts_client) 
        except ClientError as error: 
            if error.response['Error']['Code'] == 'AccessDenied': 
                print("Got expected AccessDenied error.") 
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        mfa_totp = input('Enter the code from your registered MFA device: ') 
        list_buckets_with_session_token_with_mfa( 
            virtual_mfa_device.serial_number, mfa_totp, sts_client) 
    finally: 
        teardown(user, virtual_mfa_device) 
        print("Thanks for watching!")

• API の詳細については、「AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンス」の
「GetSessionToken」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での IAM の使
用 (p. 23)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。
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IAM および AWS STS のセキュリ
ティ

AWS では、クラウドセキュリティを最優先事項としています。AWS のユーザーは、セキュリティを最も
重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを利用でき
ます。

セキュリティは、AWS とユーザーの間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。 AWS Identity and Access Management (IAM) に適用されるコンプライアンス
プログラムの詳細については、コンプライアンスプログラムによるAWS 対象範囲内のサービスコンプラ
イアンスプログラムによるを参照してください。

• クラウド内のセキュリティ – お客様の責任は使用する AWS のサービスによって決まります。また、お
客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因につ
いても責任を担います。

このドキュメントは、AWS Identity and Access Management (IAM) および AWS Security Token 
Service(AWS STS) を使用する際の責任共有モデルの適用方法を理解するのに役立ちます。以下のトピッ
クでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するように IAM および AWS STS を設定する
方法について説明します。また、IAM リソースのモニタリングや保護に役立つ、他の AWS のサービスの
使用方法についても説明します。

内容
• AWS セキュリティ認証情報 (p. 924)
• AWS セキュリティ監査のガイドライン (p. 929)
• AWS Identity and Access Management でのデータ保護 (p. 933)
• AWS Identity and Access Managementでのログ記録とモニタリング (p. 934)
• AWS Identity and Access Management のコンプライアンス検証 (p. 935)
• AWS Identity and Access Management での耐障害性 (p. 936)
• AWS Identity and Access Management でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 937)
• AWS Identity and Access Management での設定と脆弱性の分析 (p. 938)
• AWS Identity and Access Management のセキュリティのベストプラクティスとユースケー

ス (p. 938)
• AWS Access Analyzer 用の AWS Identity and Access Management 管理ポリシー (p. 946)

AWS セキュリティ認証情報
AWS の操作時に、自身が誰であるか、そしてリクエストしているリソースに対してアクセス許可を持つか
どうかを確認するための AWS セキュリティ認証情報を指定します。AWS は、このセキュリティ認証情報
を使用してリクエストを認証、承認します。

たとえば、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットから保護されたファイルをダウンロー
ドする場合、認証情報はそのアクセスを許可する必要があります。認証情報にファイルをダウンロードす
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る権限がないことが示される場合、AWS はリクエストを拒否します。ただし、公開されている Amazon 
S3 バケット内のファイルのダウンロードに AWS セキュリティ認証情報は必要ありません。

AWS には異なるタイプのユーザーがあります。すべての AWS ユーザーはセキュリティ認証情報を持って
います。アカウント所有者 (ルートユーザー)、AWS IAM アイデンティティセンター (AWS Single Sign-On 
の後継) のユーザー、フェデレーションユーザー、IAM ユーザーがいます。

ユーザーは長期または一時的なセキュリティ認証情報を持っています。ルートユーザー、IAM ユーザー、
アクセスキーには、有効期限のない長期セキュリティ認証情報があります。認証情報を長期間保護す
るために、アクセスキーの管理とローテーション (p. 105)、パスワードの変更 (p. 93)、MFA の有効
化 (p. 115)を行うことができます。

(IAM) ロール、AWS IAM アイデンティティセンター (AWS Single Sign-On の後継) のユーザー またはフェ
デレーションユーザーは一時的なセキュリティ認証情報をもっています。一時的なセキュリティ認証情報
は、定義された期間が経過するか、ユーザーがセッションを終了したときに期限切れになります。一時的
認証情報の機能は、長期的な証情報とほとんど同じですが、次の相違点があります。

• 一時的セキュリティ認証情報は、その名前が示すとおり、使用期限が短くなっています。有効期限は数
分から数時間に設定できます。認証情報が失効すると、AWS はそれらを認識しなくなります。また、そ
の認証情報によって作成された API リクエストによるあらゆるタイプのアクセスが許可されなくなりま
す。

• 一時的セキュリティ認証情報はユーザーとともに保存されることはなく、ユーザーのリクエストに応じ
て動的に生成され、提供されます。一時的セキュリティ認証情報が失効すると（または失効する前で
も）、ユーザーは新しい認証情報をリクエストできます。ただし、リクエストするユーザーがまだその
権限を持っている場合に限ります。

そのため、一時的な認証情報には、長期の認証情報よりも次の利点があります。

• アプリケーションの長期の AWS セキュリティ認証情報を配布したり埋め込んだりする必要がありませ
ん。

• ユーザーに対して AWS ID を定義せずに AWS リソースへのアクセスを許可できます。一時的認証情報
はロールおよび ID フェデレーション (p. 183)の基本となります。

• 一時的セキュリティ認証情報の有効期限は限られているので、認証情報が不要になった際にローテー
ションしたり、明示的に取り消したりする必要がありません。一時的セキュリティ認証情報の有効期限
が切れると、再利用することはできません。認証情報が有効な期間を、最大限度まで指定できます。

セキュリティに関する考慮事項
後でアクセスする場合は、以下AWS アカウント を考慮することをお勧めします。

• AWS アカウント を作成すると、1 つのルートユーザーが作成されます。ルートユーザー (アカウント所
有者) の認証情報によって、アカウント内のすべてのリソースへのフルアクセスが許可されます。ルー
トユーザーが最初に実行するタスクは、ルートユーザーの使用を最小限にするために、別のユーザーに 
AWS アカウント の管理権限を付与することです。

• IAM ポリシーを使用して、リソースへのルートユーザーアクセスを明示的に拒否することはできませ
ん。AWS Organizations サービスコントロールポリシー (SCP) を使用できるのは、ルートユーザーの許
可を制限する場合のみです。

• ルートユーザーのパスワードを忘れたり、紛失したりした場合、このパスワードをリセットするには、
アカウントに関連付けられている E メールアドレスにアクセスする必要があります。

• ルートユーザーアクセスキーを紛失した場合は、アカウントにルートユーザーとしてサインインして、
新しいアクセスキーを作成する必要があります。

• ルートユーザーを日常的なタスクに使用しないでください。ルートユーザーのみが実行できるタスク
を実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、
「AWS Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタス
ク」を参照してください。
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• 認証情報は、アカウントに固有です。複数の AWS アカウント にアクセスできる場合は、アカウントご
とに別々の認証情報があります。

• ポリシー (p. 417)は、ユーザー、ロール、またはユーザーグループのメンバーが実行できるアクショ
ン、 AWS リソース、および条件を決定します。ポリシーで、AWS アカウント 内の AWS のサービス 
やリソースへのアクセスを安全に制御できます。後でアクセス許可の変更または取り消しが必要になっ
たら、ID に直接変更する場合は、ポリシーを削除または変更できます。

• Emergency Access IAM ユーザーのサインイン認証情報と、プログラムによるアクセス用に作成したア
クセスキーは、必ず安全な場所に保存してください。アクセスキーを紛失した場合は、アカウントにサ
インインして新しいアクセスキーを作成する必要があります。

• IAM ユーザーとアクセスキーによって提供される長期認証情報の代わりに、IAM ロールとフェデレー
ティッドユーザーによって提供される一時的な認証情報を使用することを強くお勧めします。

フェデレーティッド ID
フェデレーション ID は、外部のアイデンティティを持つユーザーが、安全な AWS アカウント リソー
スにアクセスするために使用できる一時的な AWS 認証情報を付与されたものです。外部認証は、
企業の ID ストア (LDAP や Windows の Active Directory など) またはサードパーティー (Login with 
Amazon、Facebook、または Google でのログインなど) から取得できます。フェデレーション ID は AWS 
Management Console または AWS アクセスポータルではサインインしません。

フェデレーション IDが AWS にサインインできるようにするには、https://
signin.aws.amazon.com/federation を含むカスタム URL を作成する必要があります。詳細につい
ては、「カスタム ID ブローカーに対する AWS コンソールへのアクセスの許可 (p. 235)」を参照してくだ
さい。

フェデレーション ID の詳細については、「ID プロバイダーとフェデレーション (p. 199)」を参照してくだ
さい。

多要素認証 (MFA)
多要素認証 (MFA) は、AWS アカウント にアクセスできるユーザーのセキュリティをさらに強化する
サービスです。セキュリティを高めるため、AWS アカウントのルートユーザー 認証情報と、すべての 
IAM ユーザーに対して MFA を必須にすることが推奨されます。詳細については、IAM ユーザーガイドの
「AWS での多要素認証 (MFA) の使用」を参照してください。

MFA をアクティブ化して AWS アカウント にサインインすると、サインインの認証情報に加え、MFA デ
バイスによって生成されるレスポンス (コード、タッチまたはタップ、生体認証スキャンなど) を求められ
ます。MFA を追加すると、AWS アカウント 設定とリソースの安全性が高まります。

デフォルトでは、MFA は有効化されていません。AWS アカウントのルートユーザー に対する MFA デバ
イスの有効化と管理は、「セキュリティ認証情報」ページ、または AWS Management Console の IAM
ダッシュボードにアクセスして実行できます。IAM ユーザー向け MFA のアクセスの有効化の詳細につい
ては、「AWS でのユーザーの MFA デバイスの有効化 (p. 116)」を参照してください。

Multi-Factor Authentication (MFA) を使用したサインインについては、「IAM のサインインページでの 
MFA デバイスの使用 (p. 82)」を参照してください。

プログラム的なアクセス
AWS へのプログラムによる呼び出しを行う場合、または AWS Command Line Interface か AWS Tools for 
PowerShell を使用する場合は、AWS アクセスキーを指定します 可能な場合は、短期のアクセスキーの使
用をお勧めします。

長期的なアクセスキーを作成するときは、アクセスキー ID (AKIAIOSFODNN7EXAMPLE など) とシーク
レットアクセスキー (wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY など) をセットとして作成しま
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す。シークレットアクセスキーは、作成時にのみダウンロードできます。シークレットアクセスキーをダ
ウンロードしない場合や紛失した場合は、新しいシークレットアクセスキーを作成する必要があります。

多くの場合、期限のない長期のアクセスキーは必要ありません (IAM ユーザー用のアクセスキーを作成す
る場合など)。その代わり、IAM ロールを作成し、一時的なセキュリティ認証情報を生成できます。一時的
なセキュリティ認証情報は、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーが含まれていますが、認証情報
がいつ無効になるかを示すセキュリティトークンも含まれています。有効期限が切れると、その後は有効
にはなりません。

AKIA で始まるアクセスキー ID は、IAM ユーザーまたは AWS アカウントルートユーザーの長期的なアク
セスキーです。ASIA で始まるアクセスキー ID は、AWS STS オペレーションを使用して作成される一時
的な認証情報アクセスキーです。

AWS Management Console の外部で AWS を操作するには、ユーザーはプログラムによるアクセスが必要
です。プログラムによるアクセス許可を付与する方法は、AWS にアクセスしているユーザーのタイプに
よって異なります。

ユーザーにプログラムによるアクセス権を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ワークフォース ID

(IAM Identity Center で管理され
ているユーザー)

一時的な認証情報を使用
して、AWS CLI、AWS 
SDK、AWS API へのプログラ
ムによるリクエストに署名しま
す。

使用するインターフェイスの指
示に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」を
参照してください。

• AWS SDK、ツール、AWS API 
については、「AWS SDK お
よびツールリファレンスガイ
ド」の「IAM ID センター認
証」を参照してください。

IAM 一時的な認証情報を使用
して、AWS CLI、AWS 
SDK、AWS API へのプログラ
ムによるリクエストに署名しま
す。

「IAM ユーザーガイド」の
「AWS リソースでの一時的な認
証情報の使用」の指示に従って
ください。

IAM (非推奨)
長期的な認証情報を使用
して、AWS CLI、AWS 
SDK、AWS API へのプログラ
ムによるリクエストに署名しま
す。

使用するインターフェイスの指
示に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「IAM ユー
ザー認証情報を使用した認
証」を参照してください。

• AWS SDK とツールについて
は、「AWS SDK とツールのリ
ファレンスガイド」の「長期
認証情報による認証」を参照
してください。
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長期的なアクセスキーの代替方法

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

• AWS API については、「IAM 
ユーザーガイド」の「IAM 
ユーザーのアクセスキーの管
理」を参照してください。

長期的なアクセスキーの代替方法
多くの一般的なユースケースでは長期的なアクセスキーの代替方法があります。アカウントのセキュリ
ティを強化するには、以下を検討してください。

• 長期的なアクセスキーやシークレットアクセスキーをアプリケーションコードやコードリポジトリに
埋め込まないでください。代わりに AWS Secrets Manager またはその他のシークレット管理ソリュー
ションを使用して、プレーンテキストでキーをハードコードする必要をなくします。アプリケーショ
ンまたはクライアントは必要に応じてシークレットを取得できます。詳細については、AWS Secrets 
Manager ユーザーガイドの「AWS Secrets Manager とは何か」を参照してください。

• 可能な場合には必ず IAM ロールを使用して一時的なセキュリティ認証情報を生成してください。可能な
場合には、長期的なアクセスキーではなく、常に一時的なセキュリティ認証情報を発行するメカニズム
を使用してください。一時的セキュリティ認証情報は、ユーザーとともに保存されることはなく、ユー
ザーのリクエストに応じて動的に生成され、提供されるため、より安全です。一時的セキュリティ認
証情報は有効期間が限られているため、それらを管理したりローテーションしたりする必要はありませ
ん。一時的なアクセスキーを提供するメカニズムには、IAM ロールや IAM Identity Center ユーザーの認
証が含まれます。AWS の外部で実行されるマシンには、AWS Identity and Access Management Roles 
Anywhere.を使用できます。

• AWS Command Line Interface (AWS CLI) または aws-shell の長期的なアクセスキーの代替方法を使
用します。代替方法には以下が含まれます。
• AWS CloudShell はブラウザーベースの事前認証済みシェルで、AWS Management Console から直

接起動できます。任意のシェル (Bash、PowerShell、または Z シェル) を使用して、AWS のサービ
ス に対して AWS CLI コマンドを実行できます。この手順を実行すると、コマンドラインツールのダ
ウンロードもインストールも不要です。詳細については、AWS CloudShell ユーザーガイドの「AWS 
CloudShell とは何か」を参照してください。

• AWS CLI バージョン 2 の AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) との統合 
(IAM Identity Center)。ユーザーを認証し、短期的な認証情報を提供して AWS CLI コマンドを実行し
ます。詳細については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド
の「AWS CLI と IAM Identity Center の統合」および AWS Command Line Interface ユーザーガイドの
「IAM Identity Center を使用するための AWS CLI の設定」を参照してください。

• アプリケーションまたは AWS のサービス にアクセスする必要があるユーザー向けに長期的なアクセス
キーを作成しないでください。IAM Identity Center は、AWS のサービス にアクセスする外部 IdP ユー
ザーに一時的なアクセス認証情報を生成できます。これにより、IAM で長期的な認証情報を作成して
管理する必要がなくなります。IAM Identity Center で、外部 IdP ユーザーにアクセス権を付与する IAM 
Identity Center のアクセス権限セットを作成します。次に、IAM Identity Center のグループを、選択し
た AWS アカウント のアクセス権限セットに割り当てます。詳細については、AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「AWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) とは」、「外部の ID プロバイダーとの接続」、および「アクセス権限セット」を参照
してください。

• 長期的なアクセスキーを AWS コンピューティングサービス内に保存しないでください。代わりに、コ
ンピューティングリソースに IAM ロールを割り当ててください。これにより、アクセス権を付与する一
時的な認証情報が自動的に提供されます。例えば、Amazon EC2 インスタンスにアタッチされるインス
タンスプロファイルを作成すると、AWS ロールをインスタンスに割り当て、そのアプリケーションの
すべてで使用できるようになります。インスタンスプロファイルにはロールが含まれ、Amazon EC2 イ
ンスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細については、
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AWS にAWS認証情報を使用してアクセスする

「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに IAM ロールを使用してアクセス許可を付
与する」を参照してください。

AWS にAWS認証情報を使用してアクセスする
AWS には、AWS へのアクセス方法とAWSユーザータイプに応じて異なる種類のセキュリティ認証情報
が必要です。例えば、AWS Management Console にはサインインの認証情報を使用し、プログラムで 
AWS を呼び出すにはアクセスキーを使用します。また、アカウントのルートユーザー、AWS Identity and 
Access Management (IAM) ユーザー、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)ユー
ザー、またはフェデレーション ID など、使用する各 ID はいずれも AWS 内で一意の認証情報を保持しま
す。

ユーザータイプに応じて AWS にサインインする手順については、「AWS サインインユーザーガイド」の
「AWS にサインインするには」を参照してください。

AWS セキュリティ監査のガイドライン
セキュリティ設定を定期的に監査し、現在のビジネスニーズに対応していることを確認します。監査によ
り、不要な IAM ユーザー、ロール、グループ、ポリシーを削除し、ユーザーとソフトウェアに対する過剰
なアクセス許可がないことを確認する機会が得られます。

以下では、セキュリティのベストプラクティスを実践するために、AWS リソースを体系的に確認し、モニ
タリングするためのガイドラインを示します。

Tip

AWS Security Hub を使用して、セキュリティのベストプラクティスに関連する IAM の使用状況
をモニタリングできます。Security Hub は、セキュリティコントロールを使用してリソース設定
とセキュリティ標準を評価し、お客様がさまざまなコンプライアンスフレームワークに準拠でき
るようサポートします。Security Hub を使用して IAM リソースを評価する方法の詳細について
は、「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「AWS アイデンティティおよびアクセス管理コン
トロール」を参照してください。

内容
• セキュリティ監査を実行するタイミング (p. 929)
• 監査のガイドライン (p. 930)
• AWS アカウントの認証情報の確認 (p. 930)
• IAM ユーザーの確認 (p. 930)
• IAM グループの確認 (p. 931)
• IAM ロールの確認 (p. 931)
• SAML および OpenID Connect (OIDC) 用 IAM プロバイダの確認 (p. 931)
• モバイルアプリの確認 (p. 931)
• IAM ポリシーを確認するためのヒント (p. 932)

セキュリティ監査を実行するタイミング
次の状況で、セキュリティ設定を監査します。

• 定期的な監査。セキュリティのベストプラクティスとして、このドキュメントで説明されている手順を
定期的に実行します。
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監査のガイドライン

• 従業員が退職するなど、組織に変更があった場合。
• 1 つ以上の個別の AWS サービスの使用を停止したことで、アカウントのユーザーにとって不要になっ

たアクセス許可を削除したことを検証する場合。
• Amazon EC2 インスタンス上のアプリケーション、AWS OpsWorks スタック、AWS CloudFormation テ

ンプレートなど、アカウントでソフトウェアの追加または削除を行った場合。
• 権限のないユーザーがアカウントにアクセスした疑いがある場合。

監査のガイドライン
アカウントのセキュリティ設定を確認する際は、以下のガイドラインに従います。

• 徹底して行う。ほとんど使用しないものを含め、セキュリティ設定のあらゆる面について調べます。
• 推測しない。セキュリティ設定の一部 (例: 特定のポリシーやロールの存在の背後にある根拠) が不明な

場合は、潜在的リスクを把握するまでビジネスニーズを調査します。
• 作業を単純にする。監査 (および管理) を容易にするために、IAM グループ、IAM ロール、一貫した命名

スキーム、単純なポリシーを使用します。

AWS アカウントの認証情報の確認
AWS アカウント認証情報を監査するときは、次の手順に従います。

1. 使用していないルートユーザーのアクセスキーがある場合は、削除できます。AWS での日常的な作業
には、ルートアクセスキーを使用するのではなく、AWS IAM アイデンティティセンター (AWS Single 
Sign-On の後継) のユーザー などの一時的な認証情報を持つユーザーを使用することを強くお勧めしま
す。

2. アカウントのアクセスキーが必要な場合は、定期的にローテーションします。

IAM ユーザーの確認
既存の IAM ユーザーを監査するときは、以下の手順に従います。

1. ユーザーを一覧表示し、不要なユーザーを削除します。
2. アクセスを必要としないグループからユーザーを削除します。
3. ユーザーが所属するグループにアタッチされたポリシーを確認します。「」を参照してくださいIAM ポ

リシーを確認するためのヒント (p. 932)
4. ユーザーが必要としない場合や公開された可能性がある場合、セキュリティ認証情報を削除します。

例えば、アプリケーションに使用される IAM ユーザーはパスワードを必要としません (パスワードは 
AWS ウェブサイトへのサインインにのみ必要です)。同様に、ユーザーがアクセスキーを使用しない場
合、ユーザーはそのキーを持つ理由がありません。詳細については、「IAM ユーザーのパスワードの管
理」および「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。

アカウント内のすべての IAM ユーザーと、ユーザーの各種認証情報 (パスワード、アクセスキー、MFA 
デバイスなど) のステータスが示された認証情報レポートを生成し、ダウンロードできます。パスワー
ドやアクセスキーでは、パスワードやアクセスキーを最近使用した日時が、認証情報レポートに表示さ
れます。最近使用していない認証情報をアカウントから削除することを検討してください。(緊急アク
セスユーザーを削除しないでください)。詳細については、「AWS アカウントの認証情報レポートの取
得」を参照してください。

5. 長期的な認証情報を必要とするユースケースのために、アクセスキーを定期的にローテーションしてく
ださい。詳細については、「IAM ユーザーのパスワードの管理」および「IAM ユーザーのアクセスキー
の管理」を参照してください。
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IAM グループの確認

6. ベストプラクティスでは、人間のユーザーが一時的な認証情報を使用して AWS にアクセスする際、
アイデンティティプロバイダーとのフェデレーションを使用することが求められます。可能であれ
ば、IAM ユーザーから IAM Identity Center のユーザーなどのフェデレーションユーザーに移行してくだ
さい。アプリケーションに必要な最小限の IAM ユーザー数を保持してください。

IAM グループの確認
IAM グループを監査するときは、次の手順に従います。

1. グループを一覧表示し、使用していないグループを削除します。
2. 各グループのユーザーを確認し、属していないユーザーを削除します。
3. グループにアタッチされるポリシーを確認します。「」を参照してくださいIAM ポリシーを確認するた

めのヒント (p. 932)

IAM ロールの確認
IAM ロールを監査するときは、次の手順に従います。

1. ロールを一覧表示し、使用していないロールを削除します。
2. ロールの信頼ポリシーを確認します。プリンシパルが誰かを把握し、なぜアカウントまたはユーザーが

ロールを引き受けることができるようにする必要があるのかを理解しておいてください。
3. ロールを引き受けるユーザーすべてに適切なアクセス許可を付与できるよう、アクセスポリシーを確

認します。IAM ポリシーを確認するためのヒント (p. 932) を参照してください。

SAML および OpenID Connect (OIDC) 用 IAM プロバ
イダの確認
SAML または OIDC ID プロバイダー (IdP) との信頼を確立するために IAM エンティティを作成した場合
は、以下の手順に従います。

1. 使用していないプロバイダーを削除します。
2. SAML IdP ごとの AWS メタデータドキュメントをダウンロードして確認し、ドキュメントが現在のビ

ジネスニーズを反映していることを確認します。
3. SAML IdP から最新のメタデータドキュメントを取得して、IAM のプロバイダーを更新します。

モバイルアプリの確認
AWS にリクエストを送信するモバイルアプリを作成する場合、以下の手順に従います。

1. 暗号化ストレージ内であっても、モバイルアプリケーションに埋め込みアクセスキーが含まれていない
ことを確認します。

2. その目的のために設計されている API を使用して、アプリケーションの一時的な認証情報を取得しま
す。

Note

Amazon Cognito を使用して、アプリでユーザー ID を管理することをお勧めします。このサー
ビスでは、Login with Amazon、Facebook、Google、または OpenID Connect (OIDC) に対応し
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ている任意の ID プロバイダを使用してユーザーを認証できます。詳細については、「Amazon 
Cognito デベロッパーガイド」の「Amazon Cognito ID プール」を参照してください。

IAM ポリシーを確認するためのヒント
ポリシーは強力かつ微妙であるため、各ポリシーによって付与されるアクセス許可を確認して理解するこ
とが重要です。ポリシーを確認するときは、以下のガイドラインを使用します。

• 個々のユーザーにではなくグループにポリシーをアタッチします。個々のユーザーにポリシーがある場
合、なぜそのユーザーはポリシーを必要としているのかを理解しておいてください。

• IAM ユーザー、グループ、ロールに必要なアクセス許可が付与され、追加のアクセス許可が付与されて
いないことを確認します。

• IAM ポリシーシミュレーターを使用して、ユーザーまたはグループにアタッチされたポリシーをテスト
します。

• ユーザーのアクセス許可は、該当するすべてのポリシー、つまり (ユーザー、グループまたはロールの) 
アイデンティティベースのポリシーと、(Amazon S3 バケット、Amazon SQS キュー、Amazon SNS ト
ピック、および AWS KMS キーなどのリソースに対する) リソースベースのポリシーの結果であること
に注意してください。ユーザーに適用されるすべてのポリシーを調べ、個々のユーザーに付与されるア
クセス許可一式を理解することが重要です。

• IAM ユーザー、グループ、ロール、またはポリシーの作成とそのプリンシパルエンティティへのポリ
シーの付与をユーザーに許可すると、実質的に、お客様のアカウント内のすべてのリソースに対するす
べてのアクセス権限をそのユーザーに付与することになることに注意してください。ポリシーの作成と
ユーザー、グループ、またはロールへのポリシーのアタッチを許可されたユーザーは、すべてのアクセ
ス許可をユーザー自身に付与することができます。通常、信頼できないユーザーまたはロールには、ア
カウントのリソースへのフルアクセスを含む IAM のアクセス許可を付与しないでください。セキュリ
ティ監査を実行する際は、信頼できるアイデンティティに次の IAM アクセス許可が付与されていること
を確認してください。
• iam:PutGroupPolicy
• iam:PutRolePolicy
• iam:PutUserPolicy
• iam:CreatePolicy
• iam:CreatePolicyVersion
• iam:AttachGroupPolicy
• iam:AttachRolePolicy
• iam:AttachUserPolicy

• 使用しないサービスにはポリシーがアクセス許可を付与しないようにします。たとえば、AWS 管理
ポリシーを使用する場合は、アカウントで使用されている AWS 管理ポリシーが、実際に使用する
サービス用であることを確認します。アカウントで使用されている AWS 管理ポリシーを確認するに
は、IAM GetAccountAuthorizationDetails API (AWS CLI コマンド: aws iam get-account-
authorization-details) を使用します。

• ポリシーが、Amazon EC2 インスタンスを起動するアクセス許可をユーザーに付与する場
合、iam:PassRole アクションの実行も許可する可能性があります。この場合、ユーザーが Amazon 
EC2 インスタンスに渡すことができるロールが明示的に一覧表示されます。

• * を含む Action 要素または Resource 要素の値を検証します。可能な場合は、ユーザーが必要とする
個別のアクションおよびリソースへの Allow アクセス許可を付与します。ただし、* をポリシーで使用
するのが適切であることの理由は、以下のとおりです。
• ポリシーは、管理レベルのアクセス許可を付与するように設計されています。
• ワイルドカード文字は、便宜上の理由から、類似するアクションのセット (例: Describe*) に使用し

ます。この方法で全アクションのリストを参照すれば便利です。
• ワイルドカード文字は、リソースのクラスまたはリソースパス (例: arn:aws:iam::account-
id:users/division_abc/*) を表示するために使用します。これは、そのクラスまたはパスのすべ
てのリソースへのアクセス許可を付与する際に便利です。
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• サービスアクションは、リソースレベルのアクセス許可をサポートしないため、リソースの唯一の選
択肢は * です。

• ポリシー名を調べて、ポリシーの機能を反映していることを確認します。たとえば、ポリシーに「読み
取り専用」を含む名前が付いていても、そのポリシーは実際には書き込みや変更を許可することもあり
ます。

セキュリティ監査の計画の詳細については、AWS Architecture Centerの「セキュリティ、アイデンティ
ティ、コンプライアンスのベストプラクティス」を参照してください。

AWS Identity and Access Management でのデータ
保護

AWS責任共有モデルは、AWS Identity and Access Management でのデータ保護に適用されます。このモ
デルで説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラク
チャを保護する責任を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対
する管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ
構成と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくあ
る質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿さ
れた「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 が最低必要であり、TLS 1.3 をお勧めしま

す。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK で 
IAM または他の AWS のサービス を使用する場合も同様です。名前に使用する自由記述のテキストフィー
ルドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへ URL を供
給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含めないことを強くお
勧めします。

IAM および AWS STSでのデータの暗号化
データ暗号化は、通常、保管時の暗号化と転送中の暗号化の 2 つのカテゴリに分類されます。

保管中の暗号化
IAM によって収集および保存されるデータは、保存時に暗号化されます。
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• IAM – IAM 内で収集および保存されるデータには、IP アドレス、顧客アカウントのメタデータ、および
パスワードなどの顧客識別データが含まれます。顧客アカウントメタデータと顧客識別データは、AES 
256 を使用して保管時に暗号化されるか、または SHA 256 を使用してハッシュされます。

• AWS STS – AWS STSは、サービスへの成功、誤り、および障害のリクエストを記録するサービスログ
を除き、お客様のコンテンツを収集しません。

転送中の暗号化
パスワードを含む顧客識別データは、TLS 1.1 および 1.2 を使用して転送中に暗号化されます。すべての 
AWS STS エンドポイントは、転送中のデータを暗号化するために HTTPS をサポートしています。AWS 
STS エンドポイントのリストについては、「リージョンとエンドポイント (p. 395)」を参照してくださ
い。

IAM および AWS STS のキーの管理
IAM または AWS STS を使用して暗号化キーを管理することはできません。暗号化キーの詳細について
は、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの「AWS KMS とは」を参照してください。

IAM および AWS STS のネットワーク間トラフィック
プライバシー
IAM へのリクエストは、Transport Layer Security プロトコル (TLS) を使用して行う必要があります。VPC 
エンドポイントを使用して、AWS STS サービスへの接続を保護できます。詳細については、「AWS STS 
インターフェイス VPC エンドポイントの使用 (p. 396)」を参照してください。

AWS Identity and Access Managementでのログ記
録とモニタリング

モニタリングは、AWS Identity and Access Management（IAM）、AWS Security Token Service (AWS 
STS) およびその他の AWS ソリューションの信頼性、可用性、およびパフォーマンスを維持するための重
要な部分です。AWSは、AWS リソースをモニタリングし、潜在的なインシデントに対応するためのいく
つかのツールを提供します。

• AWS CloudTrail は、IAM および AWS STS のすべての API コールをイベントとしてキャプチャしま
す。これには、コンソールからの呼び出しと API コールからの呼び出しも含まれます。CloudTrail を 
IAM および AWS STS で使用する方法の詳細については、「AWS CloudTrail による IAM および AWS 
STS の API コールのログ記録 (p. 403)」を参照してください。CloudTrail の詳細については、「AWS 
CloudTrail ユーザーガイド」を参照してください。

• AWS Identity and Access Management Access Analyzer の機能は、外部エンティティと共有されている 
Amazon S3 バケットや IAM ロールなど、組織とアカウントのリソースを識別するのに役立ちます。こ
れにより、セキュリティ上のリスクであるリソースやデータへの意図しないアクセスを特定できます。
詳細については、「IAM Access Analyzer とは」を参照してください。

• Amazon CloudWatch は、AWS のリソースおよび AWS で実行しているアプリケーションをリアルタ
イムでモニタリングします。メトリクスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、お
よび指定したメトリクスが指定したしきい値に達したときに通知またはアクションを実行するアラーム
の設定を行うことができます。例えば、CloudWatch で Amazon EC2 インスタンスの CPU 使用率など
のメトリクスを追跡し、必要に応じて新しいインスタンスを自動的に起動できます。詳細については、
「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」を参照してください。

• [Amazon CloudWatch Logs] は、 Amazon EC2 インスタンス、CloudTrail、およびその他のソースから
のログファイルをモニタリング、保存、およびアクセスするのに役立ちます。CloudWatch Logs は、
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ログファイル内の情報をモニタリングし、特定のしきい値が満たされたときに通知します。高い耐久
性を備えたストレージにログデータをアーカイブすることも可能です。詳細については、「Amazon 
CloudWatch Logs ユーザーガイド」を参照してください。

IAM に関するその他のリソースとセキュリティのベストプラクティスについては、「AWS Identity and 
Access Management のセキュリティのベストプラクティスとユースケース (p. 938)」を参照してくださ
い。

AWS Identity and Access Management のコンプラ
イアンス検証

サードパーティーの監査者は、さまざまな AWS Identity and Access Management コンプライアンスプロ
グラムの一環として AWS (IAM) のセキュリティとコンプライアンスを評価します。これらのプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、ISO などがあります。

AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象範囲内にあるかどうかを確認するには、
「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照し、目的のコンプライアン
スプログラムを選択してください。一般的な情報については、「AWS コンプライアンスプログラム」「」
「」を参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services」(アマゾン ウェブ サー
ビスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ) – このホワイトペーパー
は、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス サービスは、AWS 内のセキュリティ状態に関する包括的な
表示を提供します。Security Hub では、お客様の AWS リソースを評価し、セキュリティ業界の標準や
ベストプラクティスへの準拠を確認するために、セキュリティコントロールを使用しています。サポー
トされているサービスとコントロールのリストについては、「Security Hub コントロールリファレン
ス」を参照してください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。
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AWS Identity and Access Management での耐障害
性

AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンは物理的に分離、隔離された複数の可用性ゾーンを持ち、それらは低レイテ
ンシー、高スループット、高冗長のネットワークで接続されています。AWS リージョンとアベイラビリ
ティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラクチャ」を参照してください。

AWS Identity and Access Management (IAM) および AWS Security Token Service (AWS STS) は、自立し
たリージョンベースのサービスで、全世界で利用可能です。

IAM は非常に重要な AWS のサービス です。AWS で行うすべての操作は、IAM によって認証および認可
される必要があります。IAM は各リクエストを、IAM に保存されている ID とポリシーに照らし合わせて
確認し、リクエストが許可されるか拒否されるかを判断します。IAM は、コントロールプレーンとデータ
プレーンを分離して設計されているため、予期しない障害が発生した場合でもサービスが認証されます。
ロールやポリシーなど、認可に使用される IAM リソースは、コントロールプレーンに保存されます。IAM 
のお客様は、DeletePolicy および AttachRolePolicy のような IAM オペレーションを使用して、こ
れらのリソースの設定を変更できます。これらの設定変更のリクエストは、コントロールプレーンに送ら
れます。IAM のコントロールプレーンは、すべての商用 AWS リージョン を対象とし、米国東部 (バージ
ニア北部) リージョンに 1 つ設置されています。次に、IAM システムは、有効化されたすべての AWS リー
ジョン の IAM データプレーンに設定変更を伝達します。IAM データプレーンは、基本的に IAM コント
ロールプレーンの設定データの読み取り専用レプリカです。各 AWS リージョン には、IAM データプレー
ンの完全に独立したインスタンスがあり、同じリージョンからのリクエストに対して認証と認可を実行し
ます。各リージョンでは、IAM データプレーンは少なくとも 3 つのアベイラビリティーゾーンに分散さ
れており、アベイラビリティーゾーンの損失を許容する十分な容量があり、顧客に障害を与えることはあ
りません。IAM のコントロールプレーンとデータプレーンの両方が、ダウンタイムゼロを目指して構築さ
れ、すべてのソフトウェア更新とスケーリング操作が、顧客には見えない方法で実行されます。

AWS STS リクエストはデフォルトで単一のグローバルエンドポイントに送信されます。リージョナル 
AWS STS エンドポイントを使用して、レイテンシーを削減したり、アプリケーションの冗長性を高めた
りすることができます。詳細については、「AWS リージョン での AWS STS の管理 (p. 392)」を参照して
ください。

特定のイベントにより、ネットワークを介した AWS リージョン 間の通信が中断されることがあります。
しかし、グローバル IAM エンドポイントと通信できない場合でも、AWS STS は引き続き IAM プリン
シパルを認証でき、IAM はリクエストを承認できます。通信を中断するイベントの具体的な詳細によっ
て、AWS サービスにアクセスできるかどうかが決まります。ほとんどの場合、ご使用の AWS 環境で IAM 
認証情報を使用し続けることができます。通信を中断させるイベントには、次のような条件が当てはまる
場合があります。

IAM ユーザーのアクセスキー

長期アクセスキーを持つ IAM ユーザーに対して、リージョン内で無期限認証が可能です。AWS 
Command Line Interface および API を使用する場合、AWS アクセスキーを提供することで、AWS が
プログラム上のリクエストで ID を確認することができます。

Important

ベストプラクティス (p. 938)として、長期的なアクセスキーではなく、一時的な認証情報で
サインインすることをお勧めします。

一時的な認証情報

AWS STS リージョン別サービスエンドポイントでは、少なくとも 24 時間、新しい一時的な認証情報
を要求することができます。以下の API オペレーションにより、一時的な認証情報が生成されます。
• AssumeRole
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• AssumeRoleWithWebIdentity
• AssumeRoleWithSAML
• GetFederationToken
• GetSessionToken

プリンシパルおよびアクセス許可
• IAM では、プリンシパルまたは アクセス許可の追加、変更、削除ができない場合があります。
• 認証情報には、最近 IAM で適用したアクセス許可の変更が反映されていない可能性があります。詳

細については、「行った変更がすぐに表示されないことがある (p. 1085)」を参照してください。
AWS Management Console

• IAM userIAM として AWS Management Console にサインインするために、リージョナルのサイン
インエンドポイントを使用できるかもしれません。リージョンのサインインエンドポイントの URL 
形式は以下の通りです。

https://{Account ID}.signin.aws.amazon.com/console?region={Region}

例: https://111122223333.signin.aws.amazon.com/console?region=us-west-2
• ユニバーサル第 2 ファクター (U2F) 多要素認証 (MFA) が完了しない場合があります。

IAM レジリエンスのためのベストプラクティス
AWS は、AWS リージョン およびアベイラビリティゾーンにレジリエンスを組み込んでいます。お客様の
環境と相互作用するシステムにおいて、以下の IAM ベストプラクティスを遵守することで、そのレジリエ
ンスを活用することができるのです。

1. デフォルトのグローバルエンドポイントではなく、AWS STS リージョン別サービスエンドポイントを
使用します。

2. IAM リソースを日常的に作成または変更する重要なリソースの環境設定を確認し、既存の IAM リソース
を使用するフォールバックソリューションを準備します。

AWS Identity and Access Management でのインフ
ラストラクチャセキュリティ

マネージドサービスである AWS Identity and Access Managementは、AWS グローバルネットワークセ
キュリティで保護されています。AWSセキュリティサービスと AWS がインフラストラクチャを保護す
る方法については、「AWS クラウドセキュリティ」を参照してください。インフラストラクチャセキュ
リティのベストプラクティスを使用して AWS 環境を設計するには、「セキュリティの柱 - AWS Well-
Architected Framework」の「インフラストラクチャ保護」を参照してください。

AWS が公開している API コールを使用し、ネットワーク経由で IAM にアクセスします。クライアントは
以下をサポートする必要があります。

• Transport Layer Security (TLS) TLS 1.2 が最低必要であり、TLS 1.3 をお勧めします。
• DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) や ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman) などの Perfect 

Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートです。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほ
とんどのシステムでサポートされています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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サービスに HTTPS リクエストを直接発行できる IAM HTTPS API を使用して、プログラムにより IAM に
アクセスできます。クエリ API は、セキュリティ認証情報を含む機密情報を返します。したがって、すべ
ての API リクエストで HTTPS を使用する必要があります。HTTPS API を使用する場合は、認証情報を使
用してリクエストにデジタル署名するコードを含める必要があります。

これらの API オペレーションは任意のネットワークの場所から呼び出すことができますが、IAM ではリ
ソースベースのアクセスポリシーがサポートされているため、ソース IP アドレスに基づく制限を含めるこ
とができます。また、IAM ポリシーを使用して、特定の Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エ
ンドポイントまたは特定の VPC からのアクセスを制御することもできます。これにより、実質的に AWS 
ネットワーク内の特定の VPC からの特定の IAM リソースへのネットワークアクセスが分離されます。

AWS Identity and Access Management での設定と
脆弱性の分析

AWS は、ゲストオペレーティングシステム (OS) やデータベースへのパッチ適用、ファイアウォール設
定、災害対策などの基本的なセキュリティタスクを処理します。これらの手順は適切な第三者によって確
認され、証明されています。詳細については、以下のリソース を参照してください。

• 責任共有モデル
• Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要 (ホワイトペーパー)

次のリソースは、AWS Identity and Access Management (IAM):の構成と脆弱性の分析にも対処します。

• AWS Identity and Access Management のコンプライアンス検証 (p. 935)
• AWS Identity and Access Management のセキュリティのベストプラクティスとユースケース (p. 938)

AWS Identity and Access Management のセキュリ
ティのベストプラクティスとユースケース

AWS Identity and Access Management (IAM) には、独自のセキュリティポリシーを開発および実装する際
に考慮する必要のあるいくつかのセキュリティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一
般的なガイドラインであり、完全なセキュリティソリューションを提供するものではありません。これら
のベストプラクティスはお客様の環境に必ずしも適切または十分でない可能性があるので、処方箋ではな
く、あくまで有用な検討事項とお考えください。

IAM から最大の利点を得るために、時間をかけて推奨ベストプラクティスを習得してください。この方法
の 1 つとして、実世界のシナリオにおいて他の AWS サービスと連携しながらどのように IAM を活用する
かについて確認します。

トピック
• IAM でのセキュリティのベストプラクティス (p. 938)
• IAM のビジネスユースケース (p. 943)

IAM でのセキュリティのベストプラクティス

AWS Identity and Access Management ベストプラクティスは 2022 年 7 月 14 日に更新されました。
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セキュリティベストプラクティス

AWS のリソースを保護するには、AWS Identity and Access Management (IAM) を使用する際の以下のベ
ストプラクティスに従ってください。

トピック
• 人間のユーザーが一時的な認証情報を使用して AWS にアクセスするには、ID プロバイダーとのフェ

デレーションの使用が必要です (p. 939)
• AWS にアクセスするには、ワークロードが IAM ロールを使用して一時的な資格情報を使用する必要

があります (p. 940)
• 多要素認証 (MFA) が必要です (p. 940)
• 長期的な認証情報を必要とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションす

る (p. 940)
• ルートユーザーの認証情報を保護し、日常的なタスクには使用しない (p. 941)
• 最小特権アクセス許可を適用する (p. 941)
• AWS 管理ポリシーの開始と最小特権のアクセス許可への移行 (p. 941)
• IAM Access Analyzer を使用して、アクセスアクティビティに基づいて最小特権ポリシーを生成す

る (p. 942)
• 未使用のユーザー、ロール、アクセス許可、ポリシー、および認証情報を定期的に確認して削除す

る (p. 942)
• IAM ポリシーで条件を指定して、アクセスをさらに制限する (p. 942)
• IAM Access Analyzer を使用して、リソースへのパブリックアクセスおよびクロスアカウントアクセス

を確認する (p. 942)
• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的なアクセス許可を確保す

る (p. 942)
• 複数のアカウントにまたがるアクセス許可のガードレールを確立する (p. 943)
• アクセス許可の境界を使用して、アカウント内のアクセス許可の管理を委任します。 (p. 943)

人間のユーザーが一時的な認証情報を使用して AWS にアクセス
するには、ID プロバイダーとのフェデレーションの使用が必要
です
人間のユーザーとは、別名人間 ID と呼ばれ、人、管理者、デベロッパー、オペレーター、およびアプリ
ケーションのコンシューマーを指します。人間のユーザーは AWS の環境とアプリケーションにアクセス
するための ID を持っている必要があります。組織のメンバーである人間のユーザーは、ワークフォースア
イデンティティとも呼ばれます。人間のユーザーには、あなたと共同作業を行う外部ユーザーや、あなた
の AWS のリソースを操作する外部ユーザーも含まれます。この操作は、ウェブブラウザ、クライアント
アプリケーション、モバイルアプリ、またはインタラクティブなコマンドラインツールを介して実行でき
ます。

人間のユーザーが AWS にアクセスする際は、一時的な認証情報の使用が必要です。一時的な資格情報を
提供するロールを引き受けることで、人間のユーザーの ID プロバイダーを使用した AWS アカウント へ
のフェデレーションアクセスが可能になります。一元的なアクセス管理を行うには、AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) を使用して、ご自分のアカウントへのア
クセスと、それらのアカウント内でのアクセス許可を管理することをお勧めします。ユーザー ID を、IAM 
Identity Center を使用して管理することも、外部 ID プロバイダーから、IAM Identity Center 内のユー
ザー ID に付与するアクセス許可を管理することもできます。詳細については、AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) とはを参照してください。

ロールの詳細については、「ロールに関する用語と概念 (p. 184)」をご参照ください。
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AWS にアクセスするには、ワークロードが IAM ロールを使用し
て一時的な資格情報を使用する必要があります
ワークロードとは、アプリケーションやバックエンドプロセスなど、ビジネス価値を提供するリソースや
コードの集合体のことです。ワークロードには、AWS のサービス へのリクエスト (データの読み取りリク
エストなど) を行うために ID を必要とするアプリケーション、運用ツール、コンポーネントが含まれてい
る場合があります。これらの ID には、Amazon EC2 インスタンスや AWS Lambda 関数などの AWS 環境
で実行中のマシンが含まれます。

また、アクセスを必要とする外部の関係者のマシン ID を管理することもできます。マシン ID へのアクセ
スを許可するには、IAM ロールを使用できます。IAM ロールは特定のアクセス許可を持ち、ロールセッ
ションで一時的なセキュリティ認証情報に依存することで AWS にアクセスする方法を提供します。さら
に、AWS 環境にアクセスする必要がある AWS の外部のマシンが含まれる場合もあります。AWS の外部
で実行されるマシンには、AWS Identity and Access Management Roles Anywhere.を使用できます。ロー
ルの詳細については、「IAM ロール (p. 183)」をご参照ください。ロールを使用して AWS アカウント へ
のアクセス許可を委任する方法については「IAM チュートリアル: AWS アカウント間の IAM ロールを使用
したアクセスの委任 (p. 35)」を参照してください。

多要素認証 (MFA) が必要です
AWS リソースにアクセスする人間のユーザーとワークロードの IAM ロールを使用して、一時的な認証情
報を使用することをお勧めします。ただし、アカウントに IAM ユーザー またはルートユーザーが必要なシ
ナリオでは、セキュリティを強化するために MFA が必要になります。MFA では、ユーザーは認証チャレ
ンジに対するレスポンスを生成するデバイスを所有します。サインインプロセスを完了するには、各ユー
ザーの認証情報とデバイス生成のレスポンスの両方が必要です。詳細については、AWS での多要素認証 
(MFA) の使用 (p. 115) を参照してください。

IAM Identity Center を使用して人間のユーザーによるアクセスを一元的に管理する場合、ID ソースが IAM 
Identity Center の ID ストア、AWS 管理の Managed Microsoft AD、または AD Connector で設定されてい
れば、 IAM Identity Center の MFA 機能を使用することができます。IAM Identity Center での MFA の詳細
については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「Multi-
factor authentication」(多要素認証) を参照してください。

長期的な認証情報を必要とするユースケースのためにアクセス
キーを定期的にローテーションする
可能であれば、アクセスキーなどの長期的な認証情報を作成する代わりに、一時的な認証情報を使用する
ことをお勧めします。ただし、プログラムによるアクセスや長期的な認証情報を持つ IAM ユーザーが必
要なシナリオでは、アクセスキーをローテーションすることをお勧めします。長期的な認証情報を定期的
にローテーションすることで、プロセスに慣れることができます。これを行うことで、従業員が退職する
ときなど、認証情報をローテーションする必要がある場合に役に立ちます。IAM アクセス最終使用者情報
を利用して、アクセスキーを安全にローテーションして削除することをお勧めします。詳細については、
「アクセスキーの更新 (p. 110)」を参照してください。

AWS の IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがあります。ユースケースには
次のようなものがあります。

• IAM ロールを使用できないワークロード – AWS へのアクセスが必要な場所から、ワークロードを実行
する場合があります。状況によっては、IAM ロールを使用して WordPress プラグインなどに対して一時
的な認証情報を提供することができない場合もあります。このような状況では、そのワークロードに対
して IAM ユーザーの長期的なアクセスキーを使用して、AWS への認証を行います。

• サードパーティー AWS クライアント – IAM Identity Center を使用したアクセスがサポートされていな
いツール (AWS でホストされていないサードパーティー AWS クライアントまたはベンダーなど) を使用
している場合 は、IAM ユーザーの長期的なアクセスキーを使用します。

940

https://docs.aws.amazon.com/rolesanywhere/latest/userguide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/enable-mfa.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/enable-mfa.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
セキュリティベストプラクティス

• AWS CodeCommit アクセス — CodeCommit を使用してコードを保存している場合、CodeCommit の 
SSH キーまたはサービス固有の認証情報を持つ IAM ユーザーを使用して、リポジトリへの認証を行う
ことができます。通常の認証に IAM Identity Center のユーザーを使用することに加えて、これを行うこ
とをお勧めします。IAM Identity Center のユーザーとは、お客様の AWS アカウント またはクラウドア
プリケーションにアクセスする必要がある従業員のことです。IAM ユーザーを設定せずに CodeCommit 
リポジトリへのアクセス許可をユーザーに付与するには、git-remote-codecommit ユーティリティを設
定します。IAM および CodeCommit の詳細については、「CodeCommit での IAM の使用: Git 認証情
報、SSH キー、および AWS アクセスキー (p. 168)」を参照してください。git-remote-codecommit ユー
ティリティの設定についての詳細は、「AWS CodeCommit ユーザーガイド」の「認証情報のローテー
ションを使用した AWS CodeCommit リポジトリへの接続」を参照してください。

• Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) へのアクセス – IAM Identity Center 内のユーザーを使
用できない状況 (Cassandra との互換性をテストする場合など) では、サービス専用の認証情報を持つ 
IAM ユーザーを使用して Amazon Keyspaces で認証できます。IAM Identity Center のユーザーとは、
お客様の AWS アカウント またはクラウドアプリケーションにアクセスする必要がある従業員のことで
す。一時的な認証情報を使用して Amazon Keyspaces に接続することもできます。詳細については、
「Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) デベロッパーガイド」の「Using temporary credentials 
to connect to Amazon Keyspaces using an IAM role and the SigV4 plugin」(一時的な認証情報を使用し
て IAM ロールと SigV4 プラグインを使用して Amazon Keyspaces に接続する) を参照してください。

ルートユーザーの認証情報を保護し、日常的なタスクには使用し
ない
AWS アカウント を作成すると、AWS Management Console にサインするためのルートユーザー名とパス
ワードが設定されます。他の機密性の高い個人情報を保護するのと同じ方法で、ルートユーザーの認証情
報を保護します。これを行うには、ルートユーザーの認証情報に MFA を設定します。ルートユーザーの
アクセスキーを作成すると、請求情報を含むを含むすべての AWS のサービス のリソースへのフルアクセ
スが可能になるため、お勧めしません。ルートユーザーを日常的なタスクに使用しないでください。ルー
トユーザーは、ルートユーザーのみが実行できるタスクに使用します。ルートユーザーとしてサインイン
する必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS Account Management 全般のリファレンスガイ
ド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してください。

追加のベストプラクティスついては、「AWS Account Management ユーザーガイド」の「Best practices 
to protect your account's root user」(アカウントのルートユーザーを保護するためのベストプラクティス) 
を参照してください。

最小特権アクセス許可を適用する
IAM ポリシーでアクセス許可を設定するときは、タスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与します。
これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。これは、
最小特権アクセス許可とも呼ばれています。その際、ワークロードやユースケースに必要なアクセス許可
を検討しながら、大まかなアクセス許可から始めるとよいでしょう。ユースケースが成熟してきたら、最
小特権になるように付与する権限を減らしていくことができます。IAM を使用してアクセス許可を適用す
る方法については、「IAM でのポリシーとアクセス許可 (p. 417)」を参照してください。

AWS 管理ポリシーの開始と最小特権のアクセス許可への移行
ユーザーやワークロードへのアクセス許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースに対して
アクセス許可を付与する AWS マネージドポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用でき
ます。AWS 管理ポリシーは、すべての AWS のユーザーが使用できるため、特定のユースケースに対して
最小特権のアクセス許可が付与されない場合があることに留意してください。そのため、ユースケースに
応じたカスタマー管理ポリシーを定義することで、アクセス許可をさらに減らすことをお勧めします。詳
細については、「AWS マネージドポリシー (p. 427)」を参照してください。特定のジョブ機能用に設計さ
れた AWS 管理ポリシーの詳細については、AWSジョブ機能の 管理ポリシー (p. 1243) を参照してくださ
い。
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IAM Access Analyzer を使用して、アクセスアクティビティに基
づいて最小特権ポリシーを生成する
タスクの実行に必要なアクセス許可のみを付与するには、AWS CloudTrail にログインしているアクセスア
クティビティに基づいてポリシーを生成することができます。IAM Access Analyzer は、IAM ロールが使
用するサービスとアクションを分析し、使用可能な詳細なポリシーを生成します。生成された各ポリシー
をテストしたら、ポリシーを本番環境にデプロイできます。これにより、ワークロードに必要なアクセス
許可のみが付与されます。ポリシー生成の詳細については、「IAM Access Analyzer ポリシーの生成」を
参照してください。

未使用のユーザー、ロール、アクセス許可、ポリシー、および認
証情報を定期的に確認して削除する
AWS アカウント には、必要なくなった IAM ユーザー、ロール、アクセス許可、ポリシー、または認証情
報がある可能性があります。IAM から提供される最後にアクセスした情報をもとに、この情報から不要に
なったユーザー、ロール、アクセス許可、ポリシー、および認証情報を特定し、削除できます。これによ
り、監視する必要のあるユーザー、ロール、アクセス許可、ポリシー、および認証情報の数を減らすこと
ができます。この情報をもとに、最小特権のアクセス許可により適切に準拠できるように IAM ポリシー
を調整することもできます。詳細については、「最終アクセス情報を使用した AWS のアクセス許可の調
整 (p. 551)」を参照してください。

IAM ポリシーで条件を指定して、アクセスをさらに制限する
ポリシーステートメントが有効になる条件を指定することができます。これにより、アクションやリソー
スへのアクセスを許可することができますが、これは、アクセスのリクエストが特定の条件を満たしてい
る場合に限られます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを SSL を使用して送信する
ように指定することができます。また、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可すること
もできますが、これは、AWS CloudFormation などの特定の AWS のサービス を介して使用する場合に限
られます。詳細については、「IAM JSON ポリシー要素Condition (p. 1193)」を参照してください。

IAM Access Analyzer を使用して、リソースへのパブリックアク
セスおよびクロスアカウントアクセスを確認する
AWS でパブリックアクセスまたはクロスアカウントアクセスのアクセス許可を付与する前に、そのアク
セス許可が必要かどうかを確認することをお勧めします。IAM Access Analyzer を使用すると、サポート
されているリソースタイプのパブリックアクセスとクロスアカウントアクセスをプレビューおよび分析で
きます。これを行うには、IAM Access Analyzer が生成する調査結果を確認します。これらの調査結果か
ら、リソースアクセス制御が期待した通りにアクセスを許可しているかどうかを確認できます。さらに、
パブリックおよびクロスアカウントのアクセス許可を更新すると、リソースに新しいアクセス制御をデプ
ロイする前に、変更の効果を検証できます。また、IAM Access Analyzer は、サポートされているリソー
スタイプを継続的に監視し、パブリックアクセスまたはクロスアカウントアクセスを許可するリソース
の調査結果を生成します。詳細については、「Previewing access with IAM Access Analyzer APIs」(IAM 
Access Analyzer API を使用したアクセスのプレビュー) を参照してください。

IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で
機能的なアクセス許可を確保する
作成したポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (p. 422) (JSON) と IAM のベストプラクティ
スに準拠していることを確認します。IAM Access Analyzer ポリシーチェックを使用して、ポリシーを検
証できます。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェックと実用的な推奨事項を提供し、安
全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。コンソールで新しいポリシーをの作成や、既
存のポリシーの編集を行う際に、IAM Access Analyzer は、ポリシーが保存される前にポリシーを調整し
て検証するのに役立つ推奨事項を提供します。既存のポリシーをすべて見直し、検証することをお勧め
します。詳細については、「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。IAM Access 
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Analyzer が提供するポリシーチェックの詳細については、「IAM Access Analyzer ポリシーチェックリ
ファレンス」を参照してください。

複数のアカウントにまたがるアクセス許可のガードレールを確立
する
ワークロードをスケールするときは、AWS Organizations で管理されている複数のアカウントを使用して
ワークロードを分離します。Organizations のサービスコントロールポリシー (SCP) を使用して、アカウ
ント全体のすべてのIAMユーザーとロールのアクセスを制御するためのアクセス許可ガードレールを確立
することをお勧めします SCP は組織ポリシーの一種で、AWS 組織、OU、またはアカウントレベルで組
織内のアクセス許可を管理するために使用することができます。確立したアクセス許可のガードレール
は、対象となるアカウント内のすべてのユーザーとロールに適用されます。しかし、組織のアカウントに
アクセス許可を付与するには、SCP だけでは不十分です。管理者は、アイデンティティベースのポリシー
またはリソースベースのポリシー (p. 444)を IAM ユーザー、IAM ロール、またはアカウント内のリソース
にアタッチする必要があります。詳細については、「AWS Organizations、アカウント、および IAM ガー
ドレール」を参照してください。

アクセス許可の境界を使用して、アカウント内のアクセス許可の
管理を委任します。
シナリオによっては、アカウント内のアクセス許可の管理を他の人に委任する場合があります。例えば、
デベロッパーが自分のワークロードのロールを作成および管理できるようにすることができます。アクセ
ス許可を他のユーザーに委任するときは、アクセス権限の境界を使用して、委任する権限の上限を設定し
ます。アクセス許可の境界は、管理ポリシーを使用してアイデンティティベースのポリシーが IAM ロール
に付与できるアクセス許可の上限を設定する高度な機能です。アクセス許可の境界自体は、アクセス許可
を付与しません。詳細については、「IAM エンティティのアクセス許可境界 (p. 433)」を参照してくださ
い。

IAM のビジネスユースケース
IAM の簡単なビジネスユースケースを紹介します。お客様のユーザーが持っている AWS アカウントをコ
ントロールするサービスを実装できる基本的な方法を解説します。ユースケースでは、お客様が求めてい
る結果を得るために IAM API を使用する方法を、一般的に説明しています。

このユースケースでは、Example Corp という架空の企業が IAM を使用する典型的な 2 つの方法を検討
します。最初のシナリオは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) です。2 つ目は、Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) です。

IAM と AWS の他のサービスとの連携の詳細については、「IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)」
を参照してください。

トピック
• Example Corp の初期設定 (p. 943)
• Amazon EC2 での IAM ユースケース (p. 944)
• Amazon S3 での IAM のユースケース (p. 945)

Example Corp の初期設定
Nikki Wolf と Mateo Jackson は Example Corp の創設者です。彼らは、同社の設立時に AWS アカウン
ト を作成し、さらに AWS リソースで使用する管理者アカウントを作成するために、AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) をセットアップします。管理ユーザー
のアカウントへのアクセス権をセットアップすると、対応する IAM ロールが IAM Identity Center によ
り作成されます。この、IAM Identity Center が制御するロールは、関連する AWS アカウント に作成さ
れ、[AdministratorAccess] アクセス許可セットで指定されたポリシーがアタッチされています。
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現在、Nikki と Mateo は管理用アカウントが使用できるようになったので、ルートユーザーにより AWS ア
カウント にアクセスする必要がなくなりました。ルートユーザーは、ルートユーザーのみが実行可能なタ
スク用だけに使用する予定です。セキュリティ上のベストプラクティスを見直した後、彼らはルートユー
ザーの認証情報のために多要素認証 (MFA) を設定し、ルートユーザーの保護方法を確立します。

会社が成長するにつれ、彼らは、開発者、管理者、テスト担当、マネージャー、そしてシステム管理者と
して働く従業員を招き入れます。運用を担当するのは Nikki で、Mateo はエンジニアリングチームを指揮
します。従業員のアカウントの管理と、社内リソースへのアクセス管理には、Active Directory ドメイン
サーバーをセットアップします。

従業員に AWS リソースへのアクセス権を付与するためには、IAM Identity Center を使用して、会社の 
Active Directory を AWS アカウント に接続しています。

Active Directory が IAM Identity Center が接続されているため、ユーザー、グループ、およびグループのメ
ンバーシップを定義し同期することができます。AWS リソースへのアクセス権限を適切なレベルでユーザ
に付与するには、許可セットとロールをさまざまなグループに割り当てる必要があります。これらの許可
セットを作成するためには、AWS Management Console から AWSジョブ機能の 管理ポリシー (p. 1243)
を使用します。

• 管理者
• 請求
• 開発者
• ネットワーク管理者
• データベース管理者
• システム管理者
• サポートユーザー

次に、これらの許可セットを、自社の Active Directory グループに割り当てられたロールに割り当てます。

IAM Identity Center の初期設定についてのステップバイステップガイドは、「AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「Getting started」(使用開始) で確認してく
ださい。IAM Identity Center ユーザーアクセスのプロビジョニングの詳細については、「AWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「Single sign-on access to AWS 
accounts」(AWS アカウントへのシングルサインオンアクセス) を参照してください。

Amazon EC2 での IAM ユースケース
一般的に、Example Corp のような会社は IAM を使用して Amazon EC2 などのサービスとやり取りしま
す。ユースケースの当該部分を理解するには、Amazon EC2 の基本的な理解が必要となります。Amazon 
EC2 の詳細については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」を参照してください。

ユーザーグループの Amazon EC2 アクセス許可

「境界」の制御を構築するため、John は AllUsers ユーザーグループにポリシーをアタッチします。この
ポリシーは、元の IP アドレスが Example Corp の企業ネットワークの外部にある場合、ユーザーからの 
AWS 要求を拒否します。

Example Corp では、ユーザーグループごとに異なるアクセス許可が必要です。

• システム管理者 – AMI、インスタンス、スナップショット、ボリューム、セキュリティグループなどの
作成および管理のアクセス許可が必要です。Nikki は、ユーザーグループのメンバーがすべての Amazon 
EC2 アクションを使用できるように許可する AWS マネージドポリシー AmazonEC2FullAccess
を、SysAdmins ユーザーグループにアタッチします。

• デベロッパー – インスタンスを使用する機能のみが必要です。従って Mateo 
は、DescribeInstances、RunInstances、StopInstances、StartInstances、TerminateInstances
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の呼び出し許可を開発者に与えるためにポリシーを作成し、それを Developers ユーザーグループにア
タッチします。

Note

Amazon EC2 は SSH キー、Windows パスワードおよびセキュリティグループを使用して、特
定の Amazon EC2 インスタンスのオペレーティングシステムへのアクセス許可を持つユーザー
を制御します。IAM システムには、特定のインスタンスのオペレーティングシステムへのアク
セスを許可または拒否するメソッドは存在しません。

• サポートユーザー – 現在使用可能な Amazon EC2 リソースの一覧表示を除き、いずれの Amazon EC2 
アクションも実行することはできません。そのため、Nikki は Amazon EC2 の「Describe」API オペ
レーションのみを呼び出せるようにするポリシーを作成してサポートユーザーグループにアタッチしま
す。

これらのポリシーの記述例については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド の「IAM アイ
デンティティベースのポリシーの例 (p. 459)」および「AWS Identity and Access Management の使用」を
参照してください。

ユーザーのジョブ関数の変更

ある時点において、開発者の 1 人である Paulo Santos の職務機能が変更され、マネージャーになりまし
た。マネージャーである Paulo は、サポートユーザーグループの一員となり、開発者のためのサポート
ケースを開けるようになります。Mateo は、Paulo を Developers ユーザーグループからサポートユーザー
グループに移動します。この移動の結果、Amazon EC2 インスタンスを操作する際の彼の権限は制限さ
れます。Don はインスタンスの起動や開始をすることができません。また Don がインスタンスを起動ま
たは開始させた人物だったとしても、既存のインスタンスの停止や終了をすることができません。Don 
は、Example Corp のユーザーが起動するインスタンスを表示することのみできます。

Amazon S3 での IAM のユースケース
Example Corp のような会社では、IAM と Amazon S3 も使用するのが一般的です。John は aws-s3-bucket
という会社用の Amazon S3 バケットを作成しました。

その他のユーザーおよびユーザーグループの作成

Zhang Wei と Mary Major は、従業員として会社のバケットに自分用のデータを作成する必要がありま
す。また、すべての開発者が作業する共有データを読み取りや書き込みをする必要があります。これを可
能にするため、Mateo は次の図のように Amazon S3 キープレフィックススキームを使用して、「aws-s3-
bucket」にあるデータを論理的に配置します。

/aws-s3-bucket 
    /home 
        /zhang 
        /major 
    /share 
        /developers 
        /managers

Mateo は、/aws-s3-bucket を、各従業員用の一連のホームディレクトリと、開発者グループおよびマ
ネージャーグループ用の共有エリアに分割します。

そして、Mateo はユーザーおよびユーザーグループにアクセス許可を割り当てるための一連のポリシーを
作成します。

• Zhang のホームディレクトリアクセス – Mateo は、Amazon S3 キープレフィックス /aws-s3-
bucket/home/zhang/ の付いたすべてのオブジェクトの読み取り、書き込み、一覧表示を許可するポ
リシーを Wei にアタッチします。
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• Major のホームディレクトリアクセス – Mateo は、Amazon S3 キープレフィックス /aws-s3-bucket/
home/major/ の付いたすべてのオブジェクトの読み取り、書き込み、一覧表示を許可するポリシーを 
Mary にアタッチします。

• 開発者ユーザーグループによる共有ディレクトリへのアクセス – Mateo は、/aws-s3-bucket/
share/developers/ 内のすべてのオブジェクトの読み取り、書き込み、一覧表示を開発者に許可する
ポリシーを、このユーザーグループにアタッチします。

• マネージャーユーザーグループの共有ディレクトリアクセス – Mateo は、/aws-s3-bucket/share/
managers/ 内のオブジェクトの読み取り、書き込み、一覧表示をマネージャーに許可するポリシー
を、このユーザーグループにアタッチします。

Note

Amazon S3はバケットまたはオブジェクトを作成するユーザーに、そのバケットまたはオブジェ
クトに対してその他のアクションを実行するアクセス許可を自動的に付与することはありませ
ん。したがって、IAM ポリシーでは、作成する Amazon S3 リソースを使用する明示的なアクセ
ス許可をユーザーに付与する必要があります。

これらのポリシーの例については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「アクセスコント
ロール」を参照してください。ランタイムでのポリシーの評価方法の詳細については、「ポリシーの評価
論理 (p. 1220)」を参照してください。

ユーザーのジョブ関数の変更

ある時点において、開発者の 1 人である Zhang Wei の職務機能が変更され、マネージャーに変わります。
彼は、share/developers ディレクトリ内のドキュメントにアクセスする必要がなくなったとみなされ
ます。管理者である Mateo は、Wei を Developers ユーザーグループから外し Managers ユーザーグ
ループへ移動させます。この簡単な再割り当てだけで、Wei には自動的に Managers ユーザグループへの
すべてのアクセス許可が与えられますが、share/developers ディレクトリ内のデータにはアクセスで
きなくなります。

サードパーティービジネスとの統合

組織は、頻繁に提携会社、コンサルタント、請負業者と組んで仕事をすることがあります。Example Corp 
は Widget Company と提携しています。Widget Company の従業員である Shirley Rodriguez は、Example 
Corp の使用しているバケットにデータを入力する必要があります。Nikki は、WidgetCo というユーザーグ
ループ、そして Shirley というユーザーを作成し、この WidgetCo ユーザーグループに Shirley を追加し
ます。また、Nikki は Shirley が使用するための特別なバケット、aws-s3-bucket1 も作成します。

Nikki は、パートナーの Widget Company に提供するために、既存のポリシーの更新または新規ポリシー
の追加を行います。例えば、Nikki は WidgetCo ユーザーグループのメンバーに対し、書き込み以外のいか
なるアクションも拒否するという新規ポリシーを作成することができます。このポリシーは、広範囲にわ
たる一連の Amazon S3 アクションへのアクセス許可をすべてのユーザーに与えるような広義のポリシー
が存在する場合にのみ必要となります。

AWS Access Analyzer 用の AWS Identity and 
Access Management 管理ポリシー

ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネー
ジドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージド
ポリシーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージ
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ドポリシーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めてお
り、AWS アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、
すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上
げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリ
シーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しない
ため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS は、複数のサービスにまたがるジョブ機能の特徴に対するマネージドポリシーもサポートし
ています。例えば、AWS 管理ポリシー ReadOnlyAccess では、すべての AWS のサービスおよびリソース
への、読み取り専用アクセスを許可します。サービスが新しい機能を起動する場合、AWS は、新たなオペ
レーションとリソース用に、読み取り専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明につ
いては、IAM ユーザーガイドの「AWSジョブ関数のマネージドポリシー」を参照してください。

IAMReadOnlyAccess
IAM リソースへの読み取り専用アクセスを許可するには、IAMReadOnlyAccess 管理ポリシーを使用し
ます。このポリシーは、すべての IAM リソースを取得して一覧表示するアクセス許可を付与します。これ
により、ユーザー、グループ、ロール、ポリシー、ID プロバイダー、および MFA デバイスについての詳
細と、アクティビティレポートを表示できます。リソースを作成または削除したり、IAM Access Analyzer 
リソースにアクセスしたりする機能は含まれません。このポリシーがサポートしているサービスとアク
ションの、詳細なリストに対するポリシーを表示します。

IAMUserChangePassword
この IAMUserChangePassword 管理ポリシーを使用して、パスワード変更を IAM ユーザーに許可しま
す。

IAM ユーザーが IAM アカウントのパスワードを変更できるように、IAM のアカウント設定とパスワードポ
リシーを設定します。このアクションを許可すると、IAM は次のポリシーを各ユーザーに添付します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ChangePassword" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
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}

IAMAccessAnalyzerFullAccess
IAMAccessAnalyzerFullAccess AWS管理ポリシーを使用して、管理者が IAM Access Analyzer にア
クセスできるようにします。

アクセス権限のグループ化
このポリシーは、提供された一連の許可に基づくステートメントごとにグループ化されます。

• IAM Access Analyzer — IAM Access Analyzer のすべてのリソースに対する完全な管理アクセス許可を
許可します。

• サービスリンクロールの作成 — 管理者がサービスにリンクされたロールを作成できるようにします。こ
れにより、IAM AccessAnalyzer がユーザーに代わって他のサービスのリソースを分析できるようになり
ます。このアクセス許可では、IAM Access Analyzer が使用するサービスリンクロールのみを作成でき
ます。

• AWS Organizations — 管理者による AWS Organizations の組織への IAM Access Analyzer の使用を許可
します。AWS Organizations でIAM Access Analyzer の信頼できるアクセスを有効にすると、管理アカ
ウントのメンバーは組織全体の調査結果を表示できます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "access-analyzer:*" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "iam:AWSServiceName": "access-analyzer.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "organizations:DescribeAccount", 
        "organizations:DescribeOrganization", 
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
        "organizations:ListAccounts", 
        "organizations:ListAccountsForParent", 
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
        "organizations:ListChildren", 
        "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
        "organizations:ListParents", 
        "organizations:ListRoots" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
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}

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess
IAM Access Analyzer に対して読み取り専用アクセスを許可するに
は、IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーを使用します。

AWS Organizations 用の IAM Access Analyzer への読み取り専用アクセスも許可するには、
IAMAccessAnalyzerFullAccess (p. 948) AWS 管理ポリシーからの Describe および List アクションを許
可するカスタマー管理ポリシーを作成します。

サービスレベルのアクセス許可
このポリシーは IAM Access Analyzer ーへの読み取り専用アクセスを提供します。このポリシーには、他
のサービス権限は含まれていません。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "access-analyzer:Get*", 
        "access-analyzer:List*", 
        "access-analyzer:ValidatePolicy" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

AccessAnalyzerServiceRolePolicy
IAM エンティティに AccessAnalyzerServiceRolePolicy をアタッチすることはできません。このポリシー
は、ユーザーに代わって IAM Access Analyzer がアクションを実行することを許可する、サービスにリン
クされたロールにアタッチされます。詳細については、「AWS Identity and Access Management Access 
Analyzer」の「サービスにリンクされたロールの使用」を参照してください。

アクセス許可グルーピング
このポリシーは、複数の AWS のサービス からのリソースメタデータを分析するための IAM Access 
Analyzer へのアクセスを許可します。

• Amazon Elastic Compute Cloud – IP アドレス、スナップショット、および VPC を記述するためのアク
セス許可を許可します。

• Amazon Elastic Container Registry – イメージリポジトリを記述し、リポジトリポリシーを取得するため
のアクセス許可を許可します。

• Amazon Elastic File System – Amazon EFS ファイルシステムの記述と、Amazon EFS ファイルシステ
ムのリソースレベルのポリシーを表示するためのアクセス許可を許可します。

• AWS Identity and Access Management – 指定されたロールに関する情報を取得して、指定されたパスプ
レフィックスを持つ IAM ロールをリストするためのアクセス許可を許可します。

• AWS Key Management Service – KMS キー、およびそのキーポリシーとグラントに関する詳細情報を表
示するためのアクセス許可を許可します。

• AWS Lambda – Lambda のエイリアス、関数、およびレイヤーに関する情報を表示するためのアクセス
許可を許可します。
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• AWS Organizations – Organizations に対するアクセス許可を許可し、AWS 組織内での信頼ゾーンとし
てのアナライザーの作成を許可します。

• Amazon Relational Database Service – Amazon RDS DB スナップショットと Amazon RDS DB クラス
タースナップショットに関する詳細情報を表示するアクセス許可を許可します。

• Amazon Simple Storage Service – Amazon S3 のアクセスポイントとバケットに関する詳細情報を表示
するアクセス許可を許可します。

• AWS Secrets Manager – シークレットと、シークレットにアタッチされているリソースポリシーに関す
る詳細情報を表示するためのアクセス許可を許可します。

• Amazon Simple Notification Service – トピックに関する詳細情報を表示するためのアクセス許可を許可
します。

• Amazon Simple Queue Service – 指定されたキューに関する詳細情報を表示するためのアクセス許可を
許可します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:DescribeAddresses", 
        "ec2:DescribeByoipCidrs", 
        "ec2:DescribeSnapshotAttribute", 
        "ec2:DescribeSnapshots", 
        "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
        "ec2:DescribeVpcs", 
        "ecr:DescribeRepositories", 
        "ecr:GetRepositoryPolicy", 
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystemPolicy", 
        "elasticfilesystem:DescribeFileSystems", 
        "iam:GetRole", 
        "iam:ListRoles", 
        "kms:DescribeKey", 
        "kms:GetKeyPolicy", 
        "kms:ListGrants", 
        "kms:ListKeyPolicies", 
        "kms:ListKeys", 
        "lambda:GetFunctionUrlConfig", 
        "lambda:GetLayerVersionPolicy", 
        "lambda:GetPolicy", 
        "lambda:ListAliases", 
        "lambda:ListFunctions", 
        "lambda:ListLayers", 
        "lambda:ListLayerVersions", 
        "lambda:ListVersionsByFunction", 
        "organizations:DescribeAccount", 
        "organizations:DescribeOrganization", 
        "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
        "organizations:ListAccounts", 
        "organizations:ListAccountsForParent", 
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
        "organizations:ListChildren", 
        "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
        "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
        "organizations:ListParents", 
        "organizations:ListRoots", 
        "rds:DescribeDBClusterSnapshotAttributes", 
        "rds:DescribeDBClusterSnapshots", 
        "rds:DescribeDBSnapshotAttributes", 
        "rds:DescribeDBSnapshots", 
        "s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation", 
        "s3:GetAccessPoint", 
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        "s3:GetAccessPointPolicy", 
        "s3:GetAccessPointPolicyStatus", 
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
        "s3:GetBucketAcl", 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:GetBucketPolicyStatus", 
        "s3:GetBucketPolicy", 
        "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
        "s3:GetMultiRegionAccessPoint", 
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy", 
        "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus", 
        "s3:ListAccessPoints", 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:ListMultiRegionAccessPoints", 
        "sns:GetTopicAttributes", 
        "sns:ListTopics", 
        "secretsmanager:DescribeSecret", 
        "secretsmanager:GetResourcePolicy", 
        "secretsmanager:ListSecrets", 
        "sqs:GetQueueAttributes", 
        "sqs:ListQueues" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

IAM と IAM Access Analyzer による AWS 管理ポリ
シーの更新

IAM と AWS 管理ポリシーが変更の追跡を開始してからの、更新に関する詳細を表示します。このペー
ジの変更に関する自動通知については、「RSS feed on the IAM and IAM Access Analyzer Document 
history」ページの RSS フィードを購読してください。

変更 説明 日付

AccessAnalyzerServiceRolePolicy
– アクセス許可を追加

IAM Access Analyzer は、以下
のリソースタイプのサポートを
AccessAnalyzerServiceRolePolicy
のサービスレベルアクセス許可
に追加しました。

• Amazon EBS ボリュームス
ナップショット

• Amazon ECR リポジトリ
• Amazon EFS ファイルシステ

ム
• Amazon RDS DB スナップ

ショット
• Amazon RDS DB クラスター

スナップショット
• Amazon SNS トピック

2022 年 10 月 25 日
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変更 説明 日付

AccessAnalyzerServiceRolePolicy
— アクセス許可を追加済み

IAM Access Analyzer 
は、AccessAnalyzerServiceRolePolicy
のサービスレベル権限に対して
lambda:GetFunctionUrlConfig
アクションを追加しました。

2022 年 4 月 6 日

AccessAnalyzerServiceRolePolicy
— アクセス許可を追加済み

IAM Access Analyzer には、マル
チリージョンアクセスポイント
に関連付けられたメタデータを
分析する新しい Amazon S3 アク
ションが追加されました。

2021 年 9 月 2 日

IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess (p. 949)
– アクセス許可を追加

IAM Access Analyzer は、検証
にポリシーチェックを使用でき
るようにする ValidatePolicy
アクセス許可を付与する新しい
アクションを追加しました。

このアクセス許可は、IAM 
Access Analyzer でポリシー
チェックを実行するために必要
です。

2021 年 3 月 16 日

IAM Access Analyzer は変更の追
跡を開始しました

IAM Access Analyzer が AWS 管
理ポリシーの変更の追跡を開始
しました。

2021 年 3 月 1 日
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AWS Identity and Access 
Management Access Analyzer を使用
する

AWS IAM Access Analyzer には、次の機能があります。

• IAM Access Analyzer の機能は、外部エンティティと共有されている組織とアカウントのリソースを識
別する (p. 953)のに役立ちます。

• IAM Access Analyzer は、ポリシーの文法およびベストプラクティスに対して IAM ポリシー (p. 954)を
検証します。

• IAM Access Analyzer は、AWS CloudTrail ログでのアクセスアクティビティに基づいた IAM ポリシーを
生成 (p. 954)します。

外部エンティティと共有されているリソースを識別
する

IAM Access Analyzer の機能は、外部エンティティと共有されている Amazon S3 バケットや IAM ロール
など、組織とアカウントのリソースを識別するのに役立ちます。これにより、セキュリティ上のリスクで
あるリソースやデータへの意図しないアクセスを特定できます。IAM Access Analyzer は、ロジックベー
スの推論を使用して AWS 環境のリソースベースのポリシーを分析することにより、外部プリンシパルと
共有されているリソースを識別します。アカウントの外部で共有されているリソースのインスタンスごと
に、IAM Access Analyzer は結果を生成します。結果には、アクセスと付与される外部プリンシパルに関
する情報が含まれます。結果を確認して、アクセスが意図的で安全なものであるか、またはアクセスが意
図しないものでセキュリティ上のリスクがあるかを判断できます。IAM Access Analyzer の結果を使用す
ると、外部エンティティと共有されているリソースを識別できるだけでなく、リソースのアクセス許可を
展開する前に、ポリシーがリソースへのパブリックアクセスおよびクロスアカウントアクセスにどのよう
に影響するかをプレビューできます。

Note

外部エンティティとは、別の AWS アカウント、ルートユーザー、IAM ユーザーまたはロール、
フェデレーティッドユーザー、AWS のサービス、匿名ユーザー、その他フィルターの作成に使用
できるエンティティです。詳細については、「AWS IAM JSON ポリシーエレメント: Principal」
を参照してください。

IAM Access Analyzer を有効にしたら、組織全体またはアカウントのアナライザーを作成します。選択し
た組織またはアカウントは、アナライザーの信頼ゾーンと呼ばれます。アナライザーは、信頼ゾーン内
でサポートされているすべてのリソース (p. 964)をモニタリングします。信頼ゾーン内のプリンシパル
によるリソースへのアクセスは、信頼できると見なされます。有効にすると、IAM Access Analyzer は信
頼ゾーン内のすべてのサポートされているリソースに適用されているポリシーを分析します。最初の分析
後、IAM Access Analyzer はこれらのポリシーを定期的に分析します。新しいポリシーが追加されるか、
既存のポリシーが変更されると、IAM Access Analyzer は約 30 分以内に新しいポリシーまたは更新された
ポリシーを分析します。

IAM Access Analyzer は、ポリシーの分析時に、信頼ゾーン外の外部プリンシパルに対してアクセスを許
可するポリシーを見つけると、結果を生成します。各結果には、適切なアクションを実行できるように、
リソース、リソースにアクセスできる外部エンティティ、および付与されているアクセス許可に関する詳
細が含まれています。結果に含まれている詳細を表示して、リソースへのアクセスが意図的であるか、解
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決すべき潜在的なリスクであるかを判断できます。リソースにポリシーを追加するか、既存のポリシーを
更新すると、IAM Access Analyzer はポリシーを分析します。また、IAM Access Analyzer は、すべてのリ
ソースベースのポリシーを定期的に分析します。

特定の条件下でまれに、IAM Access Analyzer がポリシーの追加や更新の通知を受信しないことがありま
す。S3 バケットに関連付けられた複数リージョンアクセスポイントを作成または削除する場合、または複
数リージョンアクセスポイントのポリシーを更新する場合、IAM Access Analyzer は結果を生成または解
決するのに最大 6 時間かかる場合があります。また、AWS CloudTrail ログ配信で配信の問題がある場合、
ポリシーを変更しても、検出結果でレポートされたリソースの再スキャンはトリガーされません。このよ
うな場合、IAM Access Analyzer は、次の定期スキャン時 (24 時間以内) に新しいポリシーまたは更新され
たポリシーを分析します。結果でレポートされたアクセスの問題が、ポリシーを変更することで解決され
ることを確認する場合は、結果の詳細ページの [Rescan] (再スキャン) リンクを使用するか、IAM Access 
Analyzer API の StartResourceScan オペレーションを使用して、結果でレポートされたリソースを再
スキャンできます。詳細については、「結果の解決 (p. 963)」を参照してください。

Important

IAM Access Analyzer は、それが有効になっている AWS リージョンでのみ、リソースに適用され
ているポリシーを分析します。AWS 環境のすべてのリソースをモニタリングするには、サポー
トされている AWS リソースを使用している各リージョンでアナライザーを作成して IAM Access 
Analyzer を有効にする必要があります。

IAM Access Analyzer は、以下のリソースタイプを分析します。

• Amazon Simple Storage Service バケット (p. 964)
• AWS Identity and Access Management ロール (p. 965)
• AWS Key Management Service キー (p. 965)
• AWS Lambda の関数とレイヤー (p. 966)
• Amazon Simple Queue Service キュー (p. 966)
• AWS Secrets Manager シークレット (p. 966)
• Amazon Simple Notification Service トピック (p. 966)
• Amazon Elastic Block Store ボリュームスナップショット (p. 967)
• Amazon Relational Database Service DB スナップショット (p. 967)
• Amazon Relational Database Service DB クラスタースナップショット (p. 967)
• Amazon Elastic Container Registry リポジトリ (p. 967)
• Amazon Elastic File System ファイルシステム (p. 968)

ポリシーの検証
IAM Access Analyzer ポリシーチェックを使用してポリシーを検証できます。IAM コンソールの AWS 
CLI、AWS API、または JSON ポリシーエディタを使用して、ポリシーを作成または編集できます。IAM 
Access Analyzer は、IAM ポリシーの文法 (p. 1237)およびベストプラクティス (p. 938)に対してポリシー
を検証します。セキュリティ警告、エラー、一般的な警告、ポリシーの提案を含むポリシー検証チェック
の結果を表示できます。これらの結果により、機能的でセキュリティのベストプラクティスに準拠したポ
リシーの作成に役立つ実用的な推奨事項が示されます。IAM Access Analyzer を使用したポリシーの検証
の詳細については、「IAM Access Analyzer ポリシーの検証 (p. 989)」を参照してください。

ポリシーの生成
IAM Access Analyzer は AWS CloudTrail ログを分析して、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) が
使用しているアクションとサービスを特定します。次に、そのアクセスアクティビティに基づく IAM ポ
リシーを生成します。生成されたポリシーを使用して、エンティティのアクセス許可を IAM ユーザーま
たはロールにアタッチすることで、そのエンティティのアクセス許可を絞り込むことができます。IAM 
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Access Analyzer を使用したポリシーの生成の詳細については、「IAM Access Analyzer ポリシーの生
成 (p. 1065)」を参照してください。

パブリックアクセスおよびクロスアカウントアクセ
スの結果

IAM Access Analyzer は、信頼ゾーン内のリソースへのアクセスを信頼ゾーン内にないプリンシパルに許
可する、リソースベースのポリシーの各インスタンスの結果を生成します。アナライザーを作成すると
きは、分析する組織または AWS アカウントを選択します。アナライザー用に選択した組織またはアカウ
ント内のプリンシパルは、信頼済みと見なされます。同じ組織またはアカウント内のプリンシパルは信
頼されるため、組織またはアカウント内のリソースとプリンシパルは、アナライザーの信頼ゾーンを構成
します。信頼ゾーン内での共有は安全と見なされるため、IAM Access Analyzer は結果を生成しません。
たとえば、アナライザーの信頼ゾーンとして組織を選択した場合、その組織内のすべてのリソースとプ
リンシパルは信頼ゾーン内にあります。組織メンバーアカウントの 1 つに含まれる S3 バケットへのアク
セス許可を、別の組織メンバーアカウントのプリンシパルに付与した場合、IAM Access Analyzer は結果
を生成しません。ただし、組織のメンバーではないアカウントのプリンシパルにアクセス許可を付与する
と、IAM Access Analyzer によって結果が生成されます。

トピック
• IAM Access Analyzer の結果 (p. 955)
• AWS Identity and Access Management Access Analyzer の結果の使用開始 (p. 956)
• 結果を使用する (p. 958)
• 調査結果を確認する (p. 959)
• 検出結果のフィルタリング (p. 961)
• 結果のアーカイブ (p. 963)
• 結果の解決 (p. 963)
• IAM Access Analyzer リソースタイプ (p. 964)
• IAM Access Analyzer の設定 (p. 968)
• アーカイブルール (p. 969)
• Amazon EventBridge を使用した AWS Identity and Access Management Access Analyzer のモニタリ

ング (p. 970)
• AWS Security Hub との統合 (p. 975)
• AWS CloudTrail を使用した IAM Access Analyzer API コールのログ記録 (p. 978)
• IAM Access Analyzer フィルターキーにアクセスする (p. 980)
• AWS Identity and Access Management Access Analyzer のサービスにリンクされたロールの使

用 (p. 984)

IAM Access Analyzer の結果
このトピックでは、AWS リソースへのアクセスを IAM Access Analyzer でモニタリングする方法の理解に
役立つ IAM Access Analyzer の概念と用語について説明します。

AWS Identity and Access Management Access Analyzer は Zelkova 上に構築されており、IAM ポリシーを
同等の論理ステートメントに変換し、問題に対して汎用および特殊な論理ソルバー (充足可能性モジュロ
理論) のスイートを実行します。IAM Access Analyzer は、ポリシーが許可する動作のクラスの特徴を明確
にするクエリを使用して Zelkova を繰り返しポリシーに適用します。充足可能性モジュロ理論の詳細につ
いては、「Satisfiability Modulo Theories」を参照してください。

IAM Access Analyzer は、外部エンティティが信頼ゾーン内のリソースにアクセスしたかどうかを確認す
るためにアクセスログを調べることはありません。リソースベースのポリシーがリソースへのアクセスを
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許可している場合は、リソースが外部エンティティからアクセスされていなくても、Access Analyzer は
検出結果を生成します。また、IAM Access Analyzer は、外部アカウントの状態を決定する際に考慮しま
せん。つまり、アカウント 11112222333 が S3 バケットにアクセスできることを示していても、そのア
カウントのユーザー、ロール、サービスコントロールポリシー (SCP)、その他の関連設定の状態について
は一切関知しません。これは、顧客のプライバシーのためです (IAM Access Analyzer は誰が他のアカウン
トを所有しているかについて関知しません)。また、セキュリティのためでもあります。アカウントが IAM 
Access Analyzer の顧客によって所有されていない場合、リソースにアクセスできるプリンシパルがアカ
ウント内に現在なくても、外部エンティティがリソースにアクセスできることを知っておくことは依然と
して重要です。

IAM Access Analyzer が考慮する IAM 条件キーは、外部ユーザーが直接影響を与えることができないもの
か、それ以外の方法で承認に影響を及ぼすものに限られます。IAM Access Analyzer が考慮する条件キー
の例については、「IAM Access Analyzer フィルターキーにアクセスする (p. 980)」を参照してくださ
い。

現在、IAM Access Analyzer は AWS のサービスプリンシパルまたは内部サービスアカウントからの結果
を報告しません。まれに IAM Access Analyzer がポリシーステートメントが外部エンティティにアクセ
スを許可するかどうかを十分に判断できない場合は、誤検知結果を宣言する側でエラーになります。IAM 
Access Analyzer は、アカウント内のリソース共有の包括的なビューを提供するように設計されており、
偽陰性は最小限に抑えられます。

AWS Identity and Access Management Access 
Analyzer の結果の使用開始
このトピックでは、AWS Identity and Access Management Access Analyzer を使用および管理するために
必要な条件と、IAM Access Analyzer を有効にする方法について説明します。IAM Access Analyzer のサー
ビスにリンクされたロールの詳細については、「AWS Identity and Access Management Access Analyzer 
のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 984)」を参照してください。

IAM Access Analyzer を使用するために必要なアクセス許可
IAM Access Analyzer を正常に設定して使用するには、お使いのアカウントに対して必要なアクセス許可
が付与されている必要があります。

IAM Access Analyzer の AWS 管理ポリシー
AWS Identity and Access Management Access Analyzer で提供される AWS 管理ポリシーを使用して、す
ぐに作業を開始できます。

• IAMAccessAnalyzerFullAccess - 管理者に IAM Access Analyzer へのフルアクセスを許可します。また、
このポリシーによって、IAM Access Analyzer がアカウント内または AWS 組織のリソースを分析できる
ようにするために必要なサービスリンクされたロールを作成することもできます。

• IAMAccessAnalyzerReadOnlyAccess - IAM Access Analyzer への読み取り専用アクセスを許可しま
す。IAM ID (ユーザー、ユーザーのグループ、またはロール) にポリシーを追加して、それらが表示でき
るようにする必要があります。

AWS Identity and Access Management Access Analyzer で定義したリソース
Access Analyzer で定義したリソースを表示するには、サービス認証リファレンスの「AWS Identity and 
Access Management Access Analyzer IAM Access Analyzer で定義されるリソースタイプ」を参照してく
ださい。

必要な IAM Access Analyzer サービスの許可
IAM Access Analyzer は、AWSServiceRoleForAccessAnalyzer という名前のサービスにリンクされ
たロールを使用することで、ユーザーに代わってリソースベースのポリシーを使用して AWS リソースを
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分析するための読み取り専用アクセスをサービスに付与します。アカウントを信頼ゾーンとして持つアナ
ライザーを作成すると、サービスによってアカウントのロールが作成されます。詳細については、「AWS 
Identity and Access Management Access Analyzer のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 984)」を
参照してください。

Note

IAM Access Analyzer はリージョンに基づきます。IAM Access Analyzer は、各リージョンで個別
に有効にする必要があります。

IAM Access Analyzer を有効にしても、[Findings] (結果) ページに何も表示されない場合があります。これ
は、コンソールで結果の反映が遅延しているためと考えられます。必要に応じてブラウザを手動で更新し
て結果を表示してください。それでも結果が表示されない場合は、外部エンティティからアクセスできる
サポート対象のリソースがアカウント内にないことが原因です。外部エンティティにアクセスを許可する
ポリシーをリソースに適用すると、IAM Access Analyzer で結果が生成されます。

Note

IAM Access Analyzer がリソースを分析して、新しい結果を生成するか、リソースへのアクセス
に関する既存の結果を更新するまで、最大で 30 分かかる場合があります。

IAM Access Analyzer の有効化
リージョンで IAM Access Analyzer を有効にするには、そのリージョンでアナライザーを作成する必要が
あります。アナライザーは、リソースへのアクセスをモニタリングするリージョンごとに作成する必要が
あります。

アカウントを信頼ゾーンとして持つアナライザーを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Access analyzer] (アクセスアナライザー) を選択します。
3. [Create analyzer] (アナライザーの作成) を選択します。
4. [Create analyzer] (アナライザーの作成) ページで、表示されているリージョンが、IAM Access 

Analyzer を有効にするリージョンであることを確認します。
5. アナライザーの名前を入力します。
6. アナライザーの信頼ゾーンとしてアカウントを選択します。

Note

アカウントが AWS Organizations 管理アカウントまたは代理管理者 (p. 968)アカウントで
ない場合は、アカウントを信頼ゾーンとして持つアナライザーは 1 つだけ作成できます。

7. オプション。アナライザーに適用するタグを追加します。
8. [Create analyzer] (アナライザーの作成) を選択します。

アナライザーを作成して IAM Access Analyzer, を有効にする
と、AWSServiceRoleForAccessAnalyzer という名前のサービスにリンクされたロールがアカウント
内に作成されます。

組織を信頼ゾーンとして持つアナライザーを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Access analyzer] (アクセスアナライザー) を選択します。
3. [Create analyzer] (アナライザーの作成) を選択します。
4. [Create analyzer] (アナライザーの作成) ページで、表示されているリージョンが、IAM Access 

Analyzer を有効にするリージョンであることを確認します。
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5. アナライザーの名前を入力します。
6. アナライザーの信頼ゾーンとして組織を選択します。
7. オプション。アナライザーに適用するタグを追加します。
8. [Create analyzer] (アナライザーの作成) を選択します。

組織を信頼ゾーンとして持つアナライザーを作成すると、AWSServiceRoleForAccessAnalyzer とい
う名前のサービスリンクロールが組織の各アカウントで作成されます。

IAM Access Analyzer のステータス
アナライザーのステータスを表示するには、[アナライザー] を選択します。組織またはアカウント用に作
成されたアナライザーは、次のステータスを持つことができます。

ステータス 説明

[Active] (アクティブ) アナライザーは、信頼ゾーン内のリソースをアク
ティブに監視しています。アナライザーは、新し
い結果をアクティブに生成し、既存の結果を更新
します。

[Creating] (作成中) アナライザーの作成はまだ進行中です。作成が完
了すると、アナライザーがアクティブになりま
す。

無効 AWS Organizations 管理者が実行したアクション
により、アナライザーは無効になっています。た
とえば、IAM Access Analyzer の代理管理者として
アナライザーのアカウントが削除されています。
アナライザーが無効な状態の場合、新しい結果は
生成されず、既存の結果は更新されません。

[Failed] (失敗) 設定の問題により、アナライザーの作成に失敗し
ました。アナライザーにより結果が生成されませ
ん。アナライザーを削除し、新しいアナライザー
を作成します。

結果を使用する
結果は、信頼ゾーン外で共有されているリソースのインスタンスごとに 1 回だけ生成されます。リソース
ベースのポリシーが変更されるたびに、IAM Access Analyzer はポリシーを分析します。更新されたポリ
シーが共有しているリソースが、結果内で識別済みであっても、アクセス許可や条件が異なっている場合
は、そのリソース共有のインスタンスに対して新しい結果が生成されます。最初の結果でアクセスが削除
されると、その結果のステータスは解決済みに更新されます。

すべての結果のステータスは、結果をアーカイブするか、結果を生成したアクセスを削除するまで、アク
ティブのままになります。アクセスを削除すると、結果のステータスは解決済みに更新されます。

Note

ポリシーが変更されてから IAM Access Analyzer がリソースを分析して結果を更新するまで、最
大で 30 分かかる場合があります。

アカウントのすべての結果を確認して、共有が想定および承認されているかどうかを判断する必要があ
ります。結果で識別された共有が想定されたものである場合は、その結果をアーカイブできます。結果を
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アーカイブすると、そのステータスがアーカイブ済みに変更され、結果は [Active findings (アクティブな結
果)] リストから除外されます。結果は削除されません。アーカイブした結果はいつでも表示できます。ア
クティブな結果がゼロになるまで、アカウント内のすべての結果を処理してください。結果がゼロになる
と、新しく生成されたアクティブな結果は、環境内の最近の変更によるものであることがわかります。

調査結果を確認する
IAM Access Analyzer を有効化 (p. 957)したら、次のステップとして結果を確認し、結果で識別されたア
クセスが意図的なものであるか、意図的なものでないかを判断します。また、結果を確認して、意図的な
アクセスに関する一般的な結果を特定し、これらの結果を自動的にアーカイブするためのアーカイブルー
ルを作成 (p. 969)することもできます。アーカイブ済みの結果と解決済みの結果を確認することもできま
す。

結果を確認するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Access analyzer] (アクセスアナライザー) を選択します。

Note

結果が表示されるのは、アナライザーの結果を表示するアクセス許可がある場合だけです。

アナライザーのすべてのアクティブな結果が表示されます。アナライザーによって生成されたその他の結
果を表示するには、該当するタブを選択します。

• [Active (アクティブ)] を選択すると、アナライザーによって生成されたすべてのアクティブな結果が表示
されます。

• [Archived (アーカイブ済み)] を選択すると、アナライザーによって生成された結果のうち、アーカイブ
済みの結果のみが表示されます。詳細については、「結果のアーカイブ (p. 963)」を参照してくださ
い。

• [Resolved (解決済み)] を選択すると、アナライザーによって生成された結果のうち、解決済みの結果の
みが表示されます。結果を生成した問題を修正すると、結果のステータスが解決済みに変更されます。

Important

解決済みの結果は、結果の最終更新から 90 日後に削除されます。アクティブな結果とアーカイ
ブ済みの結果は、これらを生成したアナライザーを削除しない限り、削除されません。

• [All (すべて)] を選択すると、アナライザーによって生成されたすべての結果が、ステータスを問わず、
表示されます。

[Findings (結果)] ページには、結果を生成した共有リソースおよびポリシーステートメントに関する以下の
詳細が表示されます。

結果 ID

結果に割り当てられた一意の ID。結果 ID を選択すると、その結果を生成したリソースとポリシース
テートメントに関する追加の詳細が表示されます。

[Resource] (リソース)

信頼ゾーン内にない外部エンティティに対してアクセスを許可するポリシーが適用されているリソー
スのタイプと部分的な名。

リソース所有者のアカウント

この列は、信頼ゾーンとして組織を使用している場合にのみ表示されます。結果で報告されたリソー
スを所有する組織内のアカウント。
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外部プリンシパル

分析されたポリシーからアクセス許可を付与されている、信頼ゾーン外のプリンシパル。有効な値を
次に示します。
• AWS アカウント – リストされた AWS アカウント内のすべてのプリンシパルは、そのアカウントの

管理者から付与されたアクセス許可を使用して、リソースにアクセスできます。
• 任意のプリンシパル – Conditions (条件) 列に示されている条件を満たしている任意の AWS アカウ

ント内のすべてのプリンシパルは、リソースへのアクセス許可を持ちます。たとえば、VPC がリス
トされている場合は、このリストされた VPC へのアクセス許可を持つ任意のアカウント内のすべて
のプリンシパルがリソースにアクセスできることを意味します。

• 正規ユーザー - リストされた正規ユーザー ID を持つ AWS アカウント内のすべてのプリンシパル
は、リソースへのアクセス許可を持ちます。

• IAM ロール - リストされた IAM ロールは、リソースへのアクセス許可を持ちます。
• IAM ユーザー - リストされた IAM ユーザーは、リソースへのアクセス許可を持ちます。

条件

アクセスを許可するポリシーステートメントの条件。たとえば、[Condition (条件)] フィールドに 
[Source VPC (ソース VPC)] が含まれている場合は、リソースが、リストされた VPC にアクセスで
きるプリンシパルと共有されていることを意味します。条件は、グローバルまたはサービス固有で
す。グローバル条件キーには aws: プレフィックスが付きます。

共有方法

[共有方法] フィールドは、結果を生成したアクセスの許可方法を示します。有効な値を次に示しま
す。
• バケットポリシー — Amazon S3 バケットにアタッチされているバケットポリシーです。
• アクセスコントロールリスト – Amazon S3 バケットにアタッチされているアクセスコントロールリ

スト (ACL)。
• アクセスポイント — Amazon S3 バケットに関連付けられたアクセスポイントまたはマルチリー

ジョンのアクセスポイント。アクセスポイントの ARN が [結果] の詳細に表示されます。
アクセスレベル

リソースベースのポリシーのアクションによって外部エンティティに許可されるアクセスのレベル。
詳細については、結果の詳細を参照してください。アクセスレベルには、以下の値が含まれます。
• リスト - オブジェクトが存在するかどうかを判断するためにサービス内のリソースをリストするた

めのアクセス許可。このレベルのアクセス権を持つアクションはオブジェクトをリストできます
が、リソースのコンテンツは表示されません。

• 読み取り - サービス内のリソースのコンテンツと属性を読み取るためのアクセス許可。ただし、こ
れらを編集することはできません。

• 書き込み - サービス内のリソースを作成、削除、または変更するためのアクセス許可。
• アクセス許可 - サービス内のリソースに対するアクセス許可を付与または変更するためのアクセス

許可。
• タグ付け - リソースタグの状態のみを変更するアクションを実行するためのアクセス許可。

Updated

結果のステータスに対する最終更新のタイムスタンプ、または更新が行われていない場合は結果が生
成された日時。

Note

ポリシーが変更されてから IAM Access Analyzer がリソースを再度分析して結果を更新する
までに、最大で 30 分かかる場合があります。

ステータス

結果のステータス。[Active (アクティブ)]、[Archived (アーカイブ済み)]、または [Resolved (解決済み)] 
のいずれかです。
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検出結果のフィルタリング
ページのデフォルトのフィルタリングでは、すべてのアクティブな結果が表示されます。アーカイブ済み
の結果を表示するには、[Archived (アーカイブ済み)] タブを選択します。IAM Access Analyzer を初めて使
用した時点では、アーカイブ済み結果はありません。

特定のリソース、アカウント、プリンシパル、その他の値の結果のみを表示するには、フィルターを使
用します。フィルターを作成するには、フィルターを適用するプロパティを選択し、フィルターを適用
するプロパティ値を選択します。例えば、特定の AWS アカウントの結果のみを表示するフィルターを作
成するには、プロパティの [AWS Account]を選択し、結果を表示する AWS アカウントのアカウント番号
を入力します。パブリックアクセスを許可するリソースの結果のみを表示するフィルターを作成するに
は、[Public access (パブリックアクセス)] プロパティを選択し、[Public access: true (パブリックアクセス: 
true)] を選択します。

アーカイブルールの作成または更新に使用できるフィルターキーのリストについては、「IAM Access 
Analyzer フィルターキーにアクセスする (p. 980)」を参照してください。

表示された結果をフィルターするには

1. [Filter active findings (アクティブな結果をフィルター)] フィールドを選択します。
2. 表示された結果をフィルターするために使用するプロパティを選択します。
3. プロパティと一致させる値を選択します。すべての結果のうち、この値を持つ結果のみが表示されま

す。

例えば、プロパティとして [Resource (リソース)] を選択した場合は、バケットの名前の一部または
全部を入力し、Enter キーを押します。ファイルの基準に一致するバケットの結果のみが表示されま
す。

他のプロパティを追加して、表示された結果をさらに絞り込むことができます。他のプロパティを追加す
ると、フィルターのすべての条件に一致する結果のみが表示されます。1 つのプロパティまたは別のプロ
パティの OR 条件を満たす結果を表示するフィルターの定義は、サポートされていません。

一部のフィールドは、組織を信頼ゾーンとして持つアナライザーの結果を表示している場合にのみ表示さ
れます。

フィルターを定義するには、以下のプロパティを使用できます。

• Public access (パブリックアクセス) - パブリックアクセスを許可するリソースの結果でフィルタリング
するには、[Public access (パブリックアクセス)] でフィルタリングした後、[Public access: true (パブ
リックアクセス: true)] を選択します。

• リソース - リソースでフィルターするには、リソース名の全部または一部を入力します。
• リソースタイプ - リソースタイプでフィルターするには、表示されたリストからタイプを選択します。
• AWS アカウント このプロパティを使用して、ポリシーステートメントの [プリンシパル] セクション

でアクセスを許可された AWS アカウントでフィルターします。AWS アカウントでフィルターするに
は、12 桁の AWS アカウント ID のすべてまたは一部、あるいは現在のアカウントのリソースにアクセ
スできる外部 AWS ユーザーまたはロールのフルアカウント ARN のすべてまたは一部を入力します。

• 正規ユーザー - 正規ユーザーでフィルターするには、S3 バケットに定義されている正規ユーザー ID を
入力します。詳細については、「AWS Account 識別子」を参照してください。

• フェデレーティッドユーザー - フェデレーティッドユーザーでフィルターするには、フェデレーティッ
ド ID の ARN の全部または一部を入力します。詳細については、「ID プロバイダーとフェデレーショ
ン」を参照してください。

• プリンシパル ARN - このプロパティを使用して、aws:PrincipalArn 条件キーで使用されるプリンシパル 
(IAM ユーザー、ロール、またはグループ) の ARN をフィルターします。プリンシパル ARN でフィル
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ターするには、結果で報告された外部 AWS アカウントの IAM ユーザー、ロール、グループの ARN の
全部または一部を入力します。

• プリンシパルの組織 ID - プリンシパルの組織 ID でフィルターするには、結果の条件として指定された 
AWS 組織に属する外部プリンシパルに関連付けられている組織 ID の全部または一部を入力します。詳
細については、「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照してください。

• プリンシパルの組織パス AWS プリンシパルの組織パスでフィルターするには、ポリシーの条件とし
て、指定した組織または組織単位 (OU) のアカウントメンバーであるすべての外部プリンシパルにアク
セスを許可する 組織または OU の ID の全部または一部を入力します。詳細については、「AWS グロー
バル条件コンテキストキー」を参照してください。

• ソースアカウント - ソースアカウントでフィルターするには、AWS のクロスサービスのアクセス許可で
使用されるリソースに関連付けられた AWS アカウント ID の全部または一部を入力します。

• ソース ARN - ソース ARN でフィルターするには、結果の条件として指定された ARN の全部または一部
を入力します。プリンシパルの組織パスでフィルターするには、ポリシー内の条件として、指定した組
織または組織単位 (OU) のアカウントメンバーであるすべての外部プリンシパルへのアクセスを許可す
る AWS 組織または OU の ID の全部または一部を入力します。詳細については、「AWS グローバル条
件コンテキストキー」を参照してください。

• ソース IP - ソース IP でフィルターするには、指定した IP アドレスを使用するときに、現在のアカウン
ト内のリソースへのアクセスを外部エンティティに許可する IP アドレスの全部または一部を入力しま
す。詳細については、「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照してください。

• ソース VPC - ソース VPC でフィルターするには、指定した VPC を使用するときに、現在のアカウント
内のリソースへのアクセスを外部エンティティに許可する VPC ID の全部または一部を入力します。詳
細については、「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照してください。

• ソース VPCE - ソース VPCE でフィルターするには、指定した VPC エンドポイントを使用するとき
に、現在のアカウント内のリソースへのアクセスを外部エンティティに許可する VPC エンドポイント 
ID の全部または一部を入力します。詳細については、「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参
照してください。

• ユーザー ID - ユーザー ID でフィルターするには、現在のアカウント内のリソースへのアクセスを許可
されている外部 AWS アカウントの IAM ユーザーのユーザー ID の全部または一部を入力します。詳細
については、「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照してください。

• KMS キー ID - KMS キー ID でフィルターするには、現在のアカウントで KMS 暗号化された S3 オブ
ジェクトへのアクセスの条件として指定されている KMS キーのキー ID の全部または一部を入力しま
す。

• Google オーディエンス - Google オーディエンスでフィルターするには、現在のアカウントで IAM ロー
ルへのアクセスの条件として指定されている Google アプリケーション ID の全部または一部を入力しま
す。詳細については、「IAM および AWS STS の条件コンテキストキー」を参照してください。

• Cognito オーディエンス - Cognito オーディエンスでフィルターするには、現在のアカウントで IAM 
ロールへのアクセスの条件として指定されている Amazon Cognito ID プールの ID の全部または一部を
入力します。詳細については、「IAM および AWS STS の条件コンテキストキー」を参照してくださ
い。

• 呼び出し元のアカウント - IAM ロール、ユーザー、アカウントルートユーザーなど、呼び出し元のエン
ティティを所有または含有するアカウントの AWS アカウント ID。これは、KMS を呼び出すサービスに
よって使用されます。呼び出し元のアカウントでフィルターするには、AWS アカウント ID の全部また
は一部を入力します。

• Facebook アプリ ID - Facebook アプリ ID でフィルターするには、現在のアカウントで IAM ロールへの 
Login with Facebook フェデレーションアクセスを許可する条件として指定されている Facebook アプリ
ケーション ID (またはサイト ID) の全部または一部を入力します。詳細については、「IAM および AWS 
STS 条件コンテキストキー」の ID のセクションを参照してください。

• Amazon アプリ ID - Amazon アプリ ID でフィルターするには、現在のアカウントで IAM ロールへの 
Login with Amazon フェデレーションアクセスを許可する条件として指定されている Amazon アプリ
ケーション ID (またはサイト ID) の全部または一部を入力します。詳細については、「IAM および AWS 
STS 条件コンテキストキー」の ID のセクションを参照してください。

• Lambda イベントソーストークン - Alexa 統合で渡された Lambda イベントソーストークンでフィル
ターするには、トークン文字列の全部または一部を入力します。
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結果のアーカイブ
承認されたワークフローで複数のユーザーによって使用される IAM ロールなど、リソースへの意図的な
アクセスに関する結果を取得したら、その結果をアーカイブできます。アーカイブした結果は、[Active 
findings (アクティブな結果)] リストから消去されるため、解決する必要がある結果に集中できます。アー
カイブされた検出結果は削除されません。[Findings (結果)] ページをフィルターして、いつでもアーカイブ
済み結果を表示したり、アーカイブを解除したりできます。

[Findings (結果)] ページの結果をアーカイブするには

1. アーカイブする 1 つ以上の結果の横にあるチェックボックスをオンにします。
2. [Archive] (アーカイブ) を選択します。

画面上部に確認メッセージが表示されます。

[Findings Details (結果の詳細)] ページの結果をアーカイブするには

1. アーカイブする結果の [Finding ID (結果 ID)] を選択します。

2. [Archive] (アーカイブ) を選択します。

画面上部に確認メッセージが表示されます。

検索結果のアーカイブを解除するには、上記の手順を繰り返します。ただし、[Unarchive] (アーカイブ) で
はなく、[Unarchive] (アーカイブを解除) を選択します。結果のアーカイブを解除すると、ステータスがア
クティブに設定されます。

結果の解決
許可していないアクセスから生成された結果を解決するには、ポリシーステートメントを変更して、該当
するリソースへのアクセスを許可するアクセス権限を削除します。たとえば、S3 バケットに関する結果
の場合、Amazon S3 コンソールを使用してバケットに対するアクセス許可を設定します。IAM ロールの場
合、IAM コンソールを使用して、リストされた IAM ロールの信頼ポリシーを変更します。その他のサポー
トされているリソースの場合は、コンソールを使用して、結果を生成したポリシーステートメントを変更
します。

IAM ロールに適用されているポリシーを変更するなど、結果を解決するための変更を行うと、IAM Access 
Analyzer はリソースを再度スキャンします。リソースが信頼ゾーン外で共有されなくなると、結果のス
テータスは [Resoved (解決済み)] に変更されます。結果は [Active findings (アクティブな結果)] テーブルに
表示されなくなり、代わりに [Resolved findings (解決済みの結果)] テーブルに表示されます。

Note

これは、エラー結果には適用されません。IAM Access Analyzer がリソースにアクセスできない
ときは、エラー検出が生成されます。IAM Access Analyzer がリソースにアクセスできない問題
を解決すると、解決された結果に変更されるのではなく、エラー検出が完全に削除されます。

変更に伴って、プリンシパルやアクセス許可が異なるなど、異なる方法でリソースが信頼ゾーン外で共有
されるようになった場合、IAM Access Analyzer は新しいアクティブな結果を生成します。

Note

ポリシーが変更されてから IAM Access Analyzer がリソースを再度分析して結果を更新するまで
に、最大で 30 分かかる場合があります。解決済みの結果は、検出結果のステータスの最終更新か
ら 90 日後に削除されます。
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IAM Access Analyzer リソースタイプ
IAM Access Analyzer は、IAM Access Analyzer を有効にしたリージョンで AWS リソースに適用されてい
るリソースベースのポリシーを分析します。分析されるのは、リソースベースのポリシーのみです。IAM 
Access Analyzer が各リソースタイプの結果を生成する方法の詳細については、各リソースに関する情報
を参照してください。

サポートされているリソースタイプは以下のとおりです。
• Amazon Simple Storage Service バケット (p. 964)
• AWS Identity and Access Management ロール (p. 965)
• AWS Key Management Service キー (p. 965)
• AWS Lambda の関数とレイヤー (p. 966)
• Amazon Simple Queue Service キュー (p. 966)
• AWS Secrets Manager シークレット (p. 966)
• Amazon Simple Notification Service トピック (p. 966)
• Amazon Elastic Block Store ボリュームスナップショット (p. 967)
• Amazon Relational Database Service DB スナップショット (p. 967)
• Amazon Relational Database Service DB クラスタースナップショット (p. 967)
• Amazon Elastic Container Registry リポジトリ (p. 967)
• Amazon Elastic File System ファイルシステム (p. 968)

Amazon Simple Storage Service バケット
IAM Access Analyzer が Amazon S3 バケットを分析するときは、バケットに適用された Amazon S3 バ
ケットポリシー、ACL、またはアクセスポイント (マルチリージョンアクセスポイントを含む) が外部
エンティティにアクセス権を付与する場合に結果を生成します。外部エンティティは、フィルタの作
成 (p. 961)に使用できる、信頼ゾーン外のプリンシパルや他のエンティティです。例えば、バケットポ
リシーが別のアカウントにアクセスを許可したり、パブリックアクセスを許可したりすると、IAM Access 
Analyzer は結果を生成します。ただし、バケットでパブリックアクセスのブロックを有効にすると、アカ
ウントレベルまたはバケットレベルでアクセスをブロックできます。

Note

IAM Access Analyzer は、クロスアカウントアクセスポイントにアタッチされたアクセスポイン
トポリシーを分析しません。これは、対象のアクセスポイントとポリシーが、アナライザーの
アカウント外にあるためです。IAM Access Analyzer は、バケットからクロスアカウントアクセ
スポイントへのアクセスが委任され、そのバケットまたはアカウントでパブリックアクセスのブ
ロックが有効になっていない場合に、結果を生成し公開します。パブリックアクセスのブロック
を有効にしている場合、この公開結果は解決されます。また、IAM Access Analyzer により、ク
ロスアカウントアクセスポイントでのアカウント間の結果が生成されます。

Amazon S3 でのパブリックアクセスのブロック設定は、バケットに適用されているバケットポリシーより
優先されます。また、この設定は、バケットのアクセスポイントに適用されているアクセスポイントポリ
シーを上書きします。IAM Access Analyzer は、ポリシーが変更されるたびに、パブリックアクセスのブ
ロックの設定を、バケットレベルで分析します。また、6 時間ごとに 1 回のみアカウントレベルで、パブ
リックアクセスのブロックに関する設定の評価を行います。つまり、最大 6 時間、IAM Access Analyzer 
はバケットへのパブリックアクセスに関する結果を生成または解決しない場合があります。例えば、パブ
リックアクセスを許可するバケットポリシーがある場合、IAM Access Analyzer はそのアクセスに関する
結果を生成します。その後、パブリックアクセスのブロックを有効化し、バケットへのすべてのパブリッ
クアクセスを (アカウントレベルで) ブロックすると、パブリックアクセスがまったくない状態であって
も、IAM Access Analyzer は、そのバケットのポリシーに関する結果を最大 6 時間解決しません。アカウ
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ントレベルでパブリックアクセスのブロックを有効化した後は、クロスアカウントアクセスポイントで公
開された結果の解決にも、最大6時間かかる場合があります。

マルチリージョンアクセスポイントの場合、IAM Access Analyzer は、結果の生成に確立されたポリシー
を使用します。IAM Access Analyzer は、マルチリージョンアクセスポイントに対する変更を 6 時間ごと
に 1 回評価します。つまり、マルチリージョンアクセスポイントの作成もしくは削除、またはそのポリ
シーの更新を行った場合でも、IAM Access Analyzer は結果の生成または解決を最大 6 時間実行しないこ
とになります。

AWS Identity and Access Management ロール
IAM ロールの場合、IAM Access Analyzer は信頼ポリシーを分析します。ロールの信頼ポリシーでは、
ロールを引き受けるために信頼するプリンシパルを定義します。ロールの信頼ポリシーは、IAM のロール
に添付される必須のリソースベースのポリシーです。IAM Access Analyzer は、信頼ゾーン外の外部エン
ティティからアクセスできる信頼ゾーン内のロールに関する結果を生成します。

Note

IAM ロールはグローバルリソースです。ロールの信頼ポリシーが外部エンティティにアクセスを
許可すると、IAM Access Analyzer は有効な各リージョンで結果を生成します。

AWS Key Management Service キー
AWS KMS keys の場合、IAM Access Analyzer はキーポリシーとキーに適用された許可を分析しま
す。IAM Access Analyzer は、外部エンティティに対してキーへのアクセスを許可すると、結果を生成し
ます。例えば、ポリシーステートメントで km:CallerAccount 条件キーを使用して、特定の AWS アカウン
トですべてのユーザーへのアクセスを許可し、現在のアカウント (現在のアナライザーの信頼ゾーン) 以外
のアカウントを指定すると、IAM Access Analyzer は結果を生成します。AWS KMS IAM ポリシーステー
トメントにおける条件キーの詳細については、「AWS KMS 条件キー」を参照してください。

IAM Access Analyzer は、KMS キーを分析することで、キーポリシーや許可のリストなど、キーのメタ
データを読み取ります。キーポリシーが IAM Access Analyzer ロールに対してキーのメタデータの読み取
りを許可しない場合、結果としてアクセス拒否エラーが生成されます。例えば、以下のポリシーステート
メント例がキーに適用されている唯一のポリシーである場合は、IAM Access Analyzer でアクセス拒否エ
ラーの結果が生成されることになります。

{ 
    "Sid": "Allow access for Key Administrators", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
       "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin" 
    }, 
    "Action": "kms:*", 
    "Resource": "*"
}

このステートメントでは、AWS アカウント 111122223333 の「Admin」という名前のロールのみがキー
へのアクセスを許可されるため、IAM Access Analyzer はキーを完全には分析できず、結果としてアクセ
ス拒否エラーが生成されます。エラーの結果は、[Findings (結果)] テーブルに赤いテキストで表示されま
す。結果は以下のようになります。

{ 
    "error": "ACCESS_DENIED", 
    "id": "12345678-1234-abcd-dcba-111122223333", 
    "analyzedAt": "2019-09-16T14:24:33.352Z", 
    "resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:1234567890:key/1a2b3c4d-5e6f-7a8b-9c0d-1a2b3c4d5e6f7g8a", 
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    "resourceType": "AWS::KMS::Key", 
    "status": "ACTIVE", 
    "updatedAt": "2019-09-16T14:24:33.352Z"
}

KMS キーを作成する場合、キーにアクセスするために付与されるアクセス許可は、キーの作成方法によっ
て異なります。キーリソースへのアクセス拒否エラーが結果として返された場合は、次のポリシーステー
トメントをキーリソースに適用して、キーへのアクセス許可を IAM Access Analyzer に付与します。

{ 
    "Sid": "Allow IAM Access Analyzer access to key metadata", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/access-
analyzer.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAccessAnalyzer" 
        }, 
    "Action": [ 
        "kms:DescribeKey", 
        "kms:GetKeyPolicy", 
        "kms:List*" 
    ], 
    "Resource": "*"
},

KMS キーリソースへのアクセス拒否が結果として返された場合、キーポリシーを更新して結果を解決する
と、結果は解決済みの状態に更新されます。外部エンティティに対してキーへのアクセスを許可するポリ
シーステートメントやキー付与がある場合、キーリソースに関する追加の結果が表示されることがありま
す。

AWS Lambda の関数とレイヤー
AWS Lambda 関数の場合、IAM Access Analyzer は、外部エンティティに対して関数へのアクセスを許
可するポリシー (ポリシー内の条件ステートメントを含む) を分析します。IAM Access Analyzerは、AWS 
Lambda API の AddPermission オペレーションを EventSourceToken で使用するときに付与されたアク
セス許可も分析します。

Amazon Simple Queue Service キュー
Amazon SQS キューの場合、IAM Access Analyzer は外部エンティティに対してキューへのアクセスを許
可するポリシー (ポリシー内の条件ステートメントを含む) を分析します。

AWS Secrets Manager シークレット
AWS Secrets Manager シークレットの場合、IAM Access Analyzer は外部エンティティにシークレットへ
のアクセスを許可するポリシー (ポリシー内の条件ステートメントを含む) を分析します。

Amazon Simple Notification Service トピック
IAM Access Analyzer は、Amazon SNS トピックにアタッチされたリソースベースのポリシーを分析し
ます。これには、外部からのトピックへのアクセスを許可するポリシー内の条件ステートメントが含ま
れます。リソースベースのポリシーを使用して、トピックのサブスクライブや発行などの Amazon SNS 
アクションの実行を外部アカウントに許可できます。信頼ゾーン外のアカウントからのプリンシパルが 
Amazon SNS トピックに対して操作を実行できる場合、そのトピックは外部からのアクセスが可能で
す。Amazon SNS トピックの作成時にポリシーで Everyone を選択すると、そのトピックは一般公開
されます。AddPermission は、外部アクセスを許可するリソースベースのポリシーを Amazon SNS ト
ピックに追加するもう 1 つの方法です。
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Amazon Elastic Block Store ボリュームスナップショット
Amazon Elastic Block Store ボリュームスナップショットにリソースベースのポリシーはありません。ス
ナップショットは Amazon EBS の共有アクセス許可を通じて共有されます。Amazon EBS ボリュームス
ナップショットの場合、IAM Access Analyzer は外部エンティティによるスナップショットへのアクセス
を許可するアクセスコントロールリストを分析します。Amazon EBS ボリュームスナップショットは、暗
号化されている場合に外部アカウントと共有できます。暗号化されていないボリュームスナップショット
は、外部アカウントと共有してパブリックアクセス権を付与することができます。共有設定は、スナップ
ショットの CreateVolumePermissions 属性にあります。お客様が Amazon EBS スナップショットの
外部アクセスをプレビューするときは、スナップショットが暗号化されていることを示すものとして、暗
号化キーを指定することができます。これは、IAM Access Analyzer プレビューが Secrets Manager シー
クレットを処理する方法に似ています。

Amazon Relational Database Service DB スナップショット
Amazon RDS DB スナップショットにリソースベースのポリシーはありません。DB スナップショットは 
Amazon RDS データベースのアクセス許可を通じて共有され、共有できるのは手動の DB スナップショッ
トのみです。Amazon RDS DB スナップショットの場合、IAM Access Analyzer は外部エンティティによ
るスナップショットへのアクセスを許可するアクセスコントロールリストを分析します。暗号化されてい
ない DB スナップショットはパブリックにすることができます。暗号化された DB スナップショットをパ
ブリック共有することはできませんが、最大 20 個の他のアカウントと共有できます。詳細については、
「DB スナップショットの作成」を参照してください。IAM Access Analyzer は、データベースの手動ス
ナップショットを Amazon S3 バケットなどにエクスポートする機能を、信頼できるアクセスと見なしま
す。

Note

IAM Access Analyzer は、データベース自体に直接設定されたパブリックまたはクロスアカウン
トアクセスを識別しません。IAM Access Analyzer は、Amazon RDS DB スナップショットに設
定されたパブリックまたはクロスアカウントアクセスの結果のみを識別します。

Amazon Relational Database Service DB クラスタースナップ
ショット
Amazon RDS DB クラスタースナップショットにリソースベースのポリシーはありません。スナップ
ショットは Amazon RDS DB クラスターのアクセス許可を通じて共有されます。Amazon RDS DB クラス
ターの場合、IAM Access Analyzer は外部エンティティによるスナップショットへのアクセスを許可する
アクセスコントロールリストを分析します。暗号化されていないクラスタースナップショットはパブリッ
クにすることができます。暗号化されたクラスタースナップショットをパブリック共有することはできま
せん。暗号化されていないクラスタースナップショットと暗号化されたクラスタースナップショットは、
どちらも最大 20 個の他のアカウントと共有できます。詳細については、「DB クラスタースナップショッ
トの作成」を参照してください。IAM Access Analyzer は、DB クラスタースナップショットを Amazon 
S3 バケットなどにエクスポートする機能を、信頼できるアクセスと見なします。

Note

IAM Access Analyzer の結果には、AWS Resource Access Manager を使用した Amazon RDS DB 
クラスターおよびクローンの別の AWS アカウントまたは組織との共有のモニタリングは含まれ
ません。IAM Access Analyzer は、Amazon RDS DB クラスタースナップショットに設定された
パブリックまたはクロスアカウントアクセスの結果のみを識別します。

Amazon Elastic Container Registry リポジトリ
Amazon ECR リポジトリの場合、IAM Access Analyzer はリソースベースのポリシーを分析します。これ
には、外部エンティティによるリポジトリへのアクセスを許可するポリシー内の条件ステートメントが含
まれます (Amazon SNS トピックおよび Amazon EFS ファイルシステムといった他のリソースタイプと同
様です)。Amazon ECR リポジトリの場合、外部からの利用が可能であるとみなされるには、プリンシパ
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ルがアイデンティティベースのポリシーを通じて ecr:GetAuthorizationToken へのアクセス許可を
持っている必要があります。

Amazon Elastic File System ファイルシステム
Amazon EFS ファイルシステムの場合、IAM Access Analyzer はポリシーを分析します。これには、外部
エンティティによるファイルシステムへのアクセスを許可するポリシーの条件ステートメントが含まれ
ます。信頼ゾーン外のアカウントからのプリンシパルが Amazon EFS ファイルシステムに対して操作を
実行できる場合、そのファイルシステムは外部からのアクセスが可能です。アクセス権は、IAM を使用
するファイルシステムポリシー、およびファイルシステムのマウント方法によって定義されます。例え
ば、Amazon EFS ファイルシステムを別のアカウントにマウントすると、そのアカウントが組織内にあ
り、その組織を信頼ゾーンとして定義した場合を除き、外部からのアクセスが可能であると見なされま
す。パブリックサブネットを持つ仮想プライベートクラウドからファイルシステムをマウントする場合、
そのファイルシステムは外部からのアクセスが可能です。Amazon EFS を AWS Transfer Family で使用す
る場合、ファイルシステムがパブリックアクセスを許可していると、ファイルシステムとは異なるアカウ
ントが所有する Transfer Family サーバーから受信したファイルシステムのアクセス要求がブロックされま
す。

IAM Access Analyzer の設定
AWS Organizations 管理アカウントで AWS Identity and Access Management Access Analyzer を設定して
いる場合は、組織の IAM Access Analyzer を管理するための代理管理者として組織内のメンバーアカウン
トを追加できます。代理管理者は、 組織を信頼ゾーンとして持つアナライザーを作成および管理するため
のアクセス許可を持っています。管理アカウントのみが代理管理者を追加できます。

IAM Access Analyzer の代理管理者
IAM Access Analyzer の代理管理者は、組織を信頼ゾーンとして持つアナライザーを作成および管理する
ためのアクセス許可を持つ組織内のメンバーアカウントです。代理管理者を追加、削除、または変更でき
るのは、管理アカウントのみです。

代理管理者を追加した場合は、後で代理管理者のアカウントを別のものに変更できます。これを行うと、
以前の代理管理者アカウントは、そのアカウントを使用して作成された信頼ゾーンとして組織を持つす
べてのアナライザーに対するアクセス許可を失います。これらのアナライザーは、無効状態に移行し、
新しい結果を生成したり、既存の結果を更新したりしなくなります。これらのアナライザーの既存の調
果にもアクセスできなくなります。後で、このアカウントを代理管理者として設定することで、アナライ
ザーと結果に再度アクセスできます。同じアカウントを代理管理者として使用しないことがわかっている
場合は、代理管理者を変更する前にアナライザーを削除することもできます。これにより、すべての生成
された結果が削除されます。新しい代理管理者で新しいアナライザーを作成すると、同じ結果の新しいイ
ンスタンスが生成されます。結果は、失われることなく、別のアカウントの新しいアナライザー用に生成
されます。また、組織の管理アカウントには管理者権限もあるため、このアカウントを使用して組織の結
果に引き続きアクセスできます。新しい代理管理者は、組織内のリソースのモニタリングを開始するため
に、IAM Access Analyzer の新しいアナライザーを作成する必要があります。

代理管理者が AWS 組織から離れると、代理管理権限はアカウントから削除されます。信頼ゾーンとして
組織を持つアカウント内のすべてのアナライザーは、無効状態に移行します。これらのアナライザーの既
存の調果にもアクセスできなくなります。

マスターアカウントでアナライザーを初めて設定するときは、IAM コンソールの IAM Access Analyzer 
ホームページに表示される [Add delegated administrator] (代理管理者の追加) オプションを選択できます。

コンソールを使用して代理管理者を追加するには

1. 組織のマスターアカウントを使用して AWS コンソールにログインします。
2. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
3. [Access Analyzer (アクセスアナライザー)] で、[Settings (設定)] を選択します。
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4. [Add delegated administrator (代理管理者の追加)] を選択します。
5. 代理管理者とする組織のメンバーアカウントのアカウント番号を入力します。

アカウントは、組織のメンバーである必要があります。
6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

AWS CLI または AWS SDK を使用して代理管理者を追加するには

AWS CLI、 AWS API (AWS SDK を使用)、または AWS CloudFormation を使用して、代理管理者アカウン
トの信頼ゾーンとして組織を持つアナライザーを作成する場合、AWS Organizations API を使用して IAM 
Access Analyzer のサービスアクセスを有効にし、メンバーアカウントを代理管理者として登録する必要
があります。

1. AWS Organizations で IAM Access Analyzer の信頼されたサービスアクセスを有効にします。『AWS 
Organizations ユーザーガイド』の「信頼されたアクセスを有効または無効にする方法」を参照してく
ださい。

2. AWS AWS Organizations API オペレーションまたは RegisterDelegatedAdministrator
register-delegated-administrator コマンドを使用して、AWS CLI 組織の有効なメンバーア
カウントを代理管理者として登録します。

代理管理者を変更した場合、新しい管理者は組織内のリソースへのアクセスをモニタリングするために、
まずアナライザーを作成する必要があります。

アーカイブルール
アーカイブルールは、ルールの作成時に定義した基準を満たす新しい結果を自動的にアーカイブします。
また、アーカイブルール基準を満たす既存の結果をアーカイブするために、アーカイブルールを遡及的に
適用することもできます。たとえば、定期的にアクセスを許可する特定の S3 バケットに関する結果を自
動的にアーカイブするアーカイブルールを作成できます。または、特定のプリンシパルに対して複数のリ
ソースへのアクセスを許可する場合は、そのプリンシパルに許可したアクセスに関して生成される新しい
結果を自動的にアーカイブするルールを作成できます。これにより、セキュリティ上のリスクを示してい
る可能性があるアクティブな結果にのみ集中できます。

結果の詳細に示された情報を使用して、ルールの作成時または編集時に使用する特定のリソースや外部
エンティティを識別します。アーカイブルールを作成すると、ルールの基準に一致する新しい結果のみ
が自動的にアーカイブされます。既存の結果は自動的にはアーカイブされません。ルールを作成すると
きは、基準ごとに最大 20 個の値をルールに含めることができます。アーカイブルールの作成または更新
に使用できるフィルターキーのリストについては、「IAM Access Analyzer フィルターキーにアクセスす
る (p. 980)」を参照してください。

Note

アーカイブルールを作成または編集する場合、ルールのフィルターに含めた値は IAM Access 
Analyzer で検証されません。例えば、AWS アカウントに一致するルールを追加すると、IAM 
Access Analyzer はフィールドの任意の値を (有効な AWS アカウント番号でなくても) 受け入れ
ます。

アーカイブルールを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Access analyzer (アクセスアナライザー)]、[Archive rules (アーカイブルール)] の順に選択します。
3. [Create archive rule (アーカイブルールの作成)] を選択します。
4. デフォルト名を変更する場合は、ルールの名前を入力します。
5. [Rule (ルール)] セクションの [Criteria (基準)] で、ルールに一致させるプロパティを選択します。
6. プロパティ値の演算子を選択します (contains など)。
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使用できる演算子は、選択したプロパティによって異なります。
7. 必要に応じて、プロパティに別の値を追加するか、ルールに別の基準を追加します。公開アクセスの

新しい結果がルールによってアーカイブされないようにするには、基準 [Public access (公開アクセ
ス)] も追加し、[false] に設定します。

基準に別の値を追加するには、[Add another value (別の値を追加)] を選択します。ルールに別の基準
を追加するには、[Add (追加)] ボタンを選択します。

8. 基準と値の追加が完了したら、[Create rule (ルールの作成)] を選択して、新しい結果にのみルール
を適用します。ルール基準に基づいて新規および既存の結果をアーカイブするには、[Create and 
archive active findings (アクティブな結果を作成してアーカイブする)] を選択します。[Results (結果)] 
セクションでは、アーカイブルールが適用されるアクティブな結果のリストを確認できます。

たとえば、S3 バケットに関する結果を自動的にアーカイブするルールを作成するには、[Resource type 
(リソースタイプ)] を選択し、演算子として [is] を選択します。次に、[Select resource type] (リソースタイ
プの選択) リストから [S3 bucket] (S3 バケット) を選択し、[Add] (追加) を選択します。

引き続き、環境に応じてルールをカスタマイズするための基準を定義し、[Create archive rule (アーカイブ
ルールの作成)] を選択します。

新しいルールを作成して複数の基準を追加した場合、ルールから 1 つの基準を削除するには、[Remove 
this criterion (この基準を削除)] を選択できます。基準に追加した値を削除するには、[Remove value (値の
削除)] を選択できます。

アーカイブルールを編集するには

1. 編集するルールの名前を [Name (名前)] で選択します。

一度に編集できるアーカイブルールは 1 つだけです。
2. 新しい基準と値の追加、または既存の基準と値の削除を個別に行います。公開アクセスの新しい結果

がルールによってアーカイブされないようにするには、基準 [Public access (公開アクセス)] も追加
し、[false] に設定します。

3. 新しい結果にのみルールを適用するには、[Save changes (変更を保存)] を選択します。ルール基準に
基づいて新規および既存の結果をアーカイブするには、[Save and archive active findings (アクティブ
な結果を保存してアーカイブする)] を選択します。

アーカイブルールを削除するには

1. 削除するルールのチェックボックスをオンにします。

個別のルールに削除したり、複数またはすべてのルールを同時に削除したりできます。
2. [削除] を選択します。
3. [Delete archive rule (アーカイブルールの削除)] 確認ダイアログに「delete」と入力し、[Delete (削

除)] を選択します。

ルールは、現在のリージョンのアナライザーからのみ削除されます。他のリージョンで作成したアーカイ
ブルールは、アナライザーごとに個別に削除する必要があります。

Amazon EventBridge を使用した AWS Identity and 
Access Management Access Analyzer のモニタリング
このトピックでは、Amazon EventBridge を使用した IAM Access Analyzer の結果のモニタリングと、ア
クセスプレビュー方法について説明します。EventBridge は、Amazon CloudWatch Events の新しいバー
ジョンです。
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結果のイベント
IAM Access Analyzer は、各結果の生成時、既存の結果の状態の変更時、および結果の削除時に 
EventBridge にイベントに送信します。結果および結果に関する通知を受信するには、Amazon 
EventBridge でイベントルールを作成する必要があります。イベントルールを作成するときに、ルールに
基づいてトリガーするターゲットアクションを指定することもできます。例えば、新しい結果のイベント
が IAM Access Analyzer から返されたときに Amazon SNS トピックをトリガーするイベントルールを作成
できます。

アクセスプレビューイベント
IAM Access Analyzer は、アクセスプレビューごとにイベントを EventBridge に送信し、ステータスを変
更します。これには、アクセスプレビューが最初に作成されたとき (ステータス Creating)、アクセスプ
レビューが完了したとき (ステータス Completed)、またはアクセスプレビューの作成が失敗したとき (ス
テータス Failed) が含まれます。Access Preview に関する通知を受信するには、EventBridge でイベント
ルールを作成する必要があります。イベントルールを作成するときに、ルールに基づいてトリガーする
ターゲットアクションを指定することができます。たとえば、完了したアクセスプレビューのイベントが 
IAM Access Analyzer から返されたときに Amazon SNS トピックをトリガーするイベントルールを作成で
きます。

イベントの通知頻度
IAM Access Analyzer は、アカウント内でイベントが発生してから 1 時間以内に新しい結果や、ステータ
ス更新に関するイベントを EventBridge に送信します。IAM Access Analyzer は、保存期間の期限が切れ
たために解決済みの結果が削除されたときにも EventBridge にイベントを送信します。結果を生成したア
ナライザーが削除されたために結果が削除された場合は、アナライザーが削除されてから約 24 時間後に 
Eventbridge にイベントが送信されます。結果が削除されても、結果のステータスは変更されません。代
わりに、isDeleted 属性が true に設定されます。また、IAM Access Analyzer は、新しく作成されたア
クセスプレビューおよびアクセスプレビューステータスの変更に関するイベントを EventBridge に送信し
ます。

結果のイベントの例
次に示すのは、EventBridge に送信される IAM Access Analyzer イベントの例です。表示されている id
は、Eventbridge のイベントの ID です。詳細については、「EventBridge のイベントとイベントパター
ン」を参照してください。

detail オブジェクトでは、accountId 属性と region 属性の値は、結果で報告されたアカウントと
リージョンを参照します。isDeleted 属性は、イベントが削除対象の結果に関連するものであるかどう
かを示します。id は結果 ID です。resources 配列は、結果を生成したアナライザーの ARN を持つシン
グルトンです。

{ 
    "account": "111122223333", 
    "detail": { 
        "accountId": "111122223333", 
        "action": [ 
            "s3:GetObject" 
        ], 
        "analyzedAt": "2019-11-21T01:22:22Z", 
        "condition": {}, 
        "createdAt": "2019-11-20T04:58:50Z", 
        "id": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333", 
        "isDeleted": false, 
        "isPublic": false, 
        "principal": { 
            "AWS": "999988887777" 
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        }, 
        "region": "us-west-2", 
        "resource": "arn:aws:s3:::my-bucket", 
        "resourceType": "AWS::S3::Bucket", 
        "status": "ACTIVE", 
        "updatedAt": "2019-11-21T01:14:07Z", 
        "version": "1.0" 
    }, 
    "detail-type": "Access Analyzer Finding", 
    "id": "11111111-2222-4444-aaaa-333333333333", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer" 
    ], 
    "source": "aws.access-analyzer", 
    "time": "2019-11-21T01:22:33Z", 
    "version": "0"
}

IAM Access Analyzer は、エラー結果に関するイベントも EventBridge に送信します。エラー結果は、IAM 
Access Analyzer が分析対象のリソースにアクセスできない場合に生成されます。エラー結果のイベント
には、次の例に示すように error 属性が含まれます。

{ 
    "account": "111122223333", 
    "detail": { 
        "accountId": "111122223333", 
        "analyzedAt": "2019-11-21T01:22:22Z", 
        "createdAt": "2019-11-20T04:58:50Z", 
        "error": "ACCESS_DENIED", 
        "id": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333", 
        "isDeleted": false, 
        "region": "us-west-2", 
        "resource": "arn:aws:s3:::my-bucket", 
        "resourceType": "AWS::S3::Bucket", 
        "status": "ACTIVE", 
        "updatedAt": "2019-11-21T01:14:07Z", 
        "version": "1.0" 
    }, 
    "detail-type": "Access Analyzer Finding", 
    "id": "11111111-2222-4444-aaaa-333333333333", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer" 
    ], 
    "source": "aws.access-analyzer", 
    "time": "2019-11-21T01:22:33Z", 
    "version": "0"
}

アクセスプレビューイベントの例
次の例では、Access Preview を作成するときに EventBridge に送信された最初のイベントのデー
タを示しています。resources 配列は、アクセスプレビューが関連付けられているアナライザー
の ARN を持つシングルトンです。detail オブジェクトでは、id はアクセスプレビューIDを参照
し、configuredResources はアクセスプレビューが作成されたリソースを参照します。status は
Creating で、アクセスプレビューのステータスを参照します。previousStatus は、アクセスプレ
ビューが作成されたばかりであるため、指定されていません。

{ 
    "account": "111122223333", 
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    "detail": { 
        "accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb", 
        "configuredResources": [ 
            "arn:aws:s3:::example-bucket" 
        ], 
        "createdAt": "2020-02-20T00:00:00.00Z", 
        "region": "us-west-2", 
        "status": "CREATING", 
        "version": "1.0" 
    }, 
    "detail-type": "Access Preview State Change", 
    "id": "aaaabbbb-2222-3333-4444-555566667777", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer" 
    ], 
    "source": "aws.access-analyzer", 
    "time": "2020-02-20T00:00:00.00Z", 
    "version": "0"
}

次の例は、ステータスが Creating から Completed に変更されたアクセスプレビューのために 
EventBridge に送信されるイベントのデータを示しています。詳細オブジェクトでは、idは、アクセスプ
レビュー ID を参照します。status および previousStatus は、以前のステータスが Creating であ
り、現在のステータスは Completed である、アクセスプレビューのステータスを参照します。

{ 
    "account": "111122223333", 
    "detail": { 
        "accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb", 
        "configuredResources": [ 
            "arn:aws:s3:::example-bucket" 
        ], 
        "createdAt": "2020-02-20T00:00:00.000Z", 
        "previousStatus": "CREATING", 
        "region": "us-west-2", 
        "status": "COMPLETED", 
        "version": "1.0" 
    }, 
    "detail-type": "Access Preview State Change", 
    "id": "11112222-3333-4444-5555-666677778888", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer" 
    ], 
    "source": "aws.access-analyzer", 
    "time": "2020-02-20T00:00:00.00Z", 
    "version": "0"
}

次の例は、ステータスが Creating から Failed に変更されたアクセスプレビューのために EventBridge 
に送信されるイベントのデータを示しています。detail オブジェクトでは、id は、アクセスプレビュー 
ID を参照します。status および previousStatus は、以前のステータスが Creating であり、現在の
ステータスは Failed である、アクセスプレビューのステータスを参照します。statusReason フィー
ルドには、無効なリソース構成のためにアクセスプレビューが失敗したことを示す理由コードが表示され
ます。

{ 
    "account": "111122223333", 
    "detail": { 
        "accessPreviewId": "aaaabbbb-cccc-dddd-eeee-ffffaaaabbbb", 
        "configuredResources": [ 
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            "arn:aws:s3:::example-bucket" 
        ], 
        "createdAt": "2020-02-20T00:00:00.00Z", 
        "previousStatus": "CREATING", 
        "region": "us-west-2", 
        "status": "FAILED", 
        "statusReason": { 
            "code": "INVALID_CONFIGURATION" 
        }, 
        "version": "1.0" 
    }, 
    "detail-type": "Access Preview State Change", 
    "id": "99998888-7777-6666-5555-444433332222", 
    "region": "us-west-2", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/MyAnalyzer" 
    ], 
    "source": "aws.access-analyzer", 
    "time": "2020-02-20T00:00:00.00Z", 
    "version": "0"
}

コンソールを使用したイベントルールの作成
次の手順では、コンソールを使用してイベントルールを作成する方法について説明します。

1. Amazon EventBridge コンソール (https://console.aws.amazon.com/events/) を開きます。
2. 次の値を使用して、検索イベントまたはアクセスプレビューイベントをモニタリングする 

EventBridge ルールを作成します。

• [Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を選
択します。

• [Event source] (イベントソース) では、[Other] (その他) を選択します。
• [Event pattern] (イベントパターン) で [Custom patterns (JSON editor)] (カスタムパターン (JSON エ

ディター)) を選択し、次のイベントパターン例のいずれかをテキストエリアに貼り付けます。
• 検索結果イベントに基づいてルールを作成するには、次のパターン例を使用します。

{ 
  "source": [ 
    "aws.access-analyzer" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "Access Analyzer Finding" 
  ]
}

• アクセスプレビューイベントに基づいてルールを作成するには、次のパターン例を使用します。

{ 
  "source": [ 
    "aws.access-analyzer" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "Access Preview State Change" 
  ]
}

• [Target types] (ターゲットタイプ) で [AWS service] AWS Lambda のサービス) を選択し、[Select 
a target] (ターゲットを選択) でターゲット (Amazon SNS のトピックや 関数など) を選択します。
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ターゲットは、ルールで定義したイベントパターンに一致するイベントが返されたときにトリガー
されます。

ルールの作成に関する詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベントに反
応する Amazon EventBridge ルールの作成」を参照してください。

CLI を使用したイベントルールの作成

1. 以下を使用して、AWS CLI を使用した Amazon EventBridge のルールを作成します。ルール名
TestRule を、使用するルールの名前に置き換えます。

aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-analyzer
\"]}"

2. ルールをカスタマイズして、生成された結果のサブセット (特定の属性を持つ結果など) に対してのみ
ターゲットアクションをトリガーできます。次の例は、ステータスが Active の結果に対してのみター
ゲットアクションをトリガーするルールを作成する方法を示しています。

aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-analyzer
\"],\"detail-type\":[\"Access Analyzer Finding\"],\"detail\":{\"status\":[\"ACTIVE
\"]}}"

次の例は、ステータスが Creating から Completed のアクセスプレビューに対してのみターゲット
アクションをトリガーするルールを作成する方法を示しています。

aws events put-rule --name TestRule --event-pattern "{\"source\":[\"aws.access-
analyzer\"],\"detail-type\":[\"Access Preview State Change\"],\"detail\":{\"status\":
[\"COMPLETED\"]}}"

3. 作成したルールのターゲットとして Lambda 関数を定義するには、次のコマンド例を使用します。環
境に応じて、ARN のリージョンと関数名を置き換えます。

aws events put-targets --rule TestRule --targets Id=1,Arn=arn:aws:lambda:us-
east-1:111122223333:function:MyFunction

4. ルールのターゲットを呼び出すために必要なアクセス許可を追加します。次の例は、前述の例に従っ
て、Lambda 関数にアクセス許可を付与する方法を示しています。

aws lambda add-permission --function-name MyFunction --statement-id 1 --action 
 'lambda:InvokeFunction' --principal events.amazonaws.com

AWS Security Hub との統合
AWS Security Hub では、AWS のセキュリティ状態を総合的に把握することができ、セキュリティ業
界標準およびベストプラクティスに照らし合わせて環境をチェックすることができます。Security Hub 
は、AWS アカウント、サービス、およびサポートされているサードパーティーパートナー製品からセキュ
リティデータを収集するため、セキュリティの傾向を分析し、最も優先度の高いセキュリティ問題を特定
するのに役立てることができます。

IAM Access Analyer と Security Hub との統合により、Access Analyzer からSecurity Hub に検出結果を
送信できます。Security Hub では、このような検出結果をセキュリティ体制の分析に含めることができま
す。

目次
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• Access Analyzer が 検出結果を Security Hub に送信する方法 (p. 976)
• Access Analyzer が送信する検出結果のタイプ (p. 976)
• 結果が送信されるまでのレイテンシー (p. 976)
• Security Hub が使用できない場合の再試行 (p. 976)
• Security Hub の既存の 結果を更新する (p. 977)

• Security Hub でのアクセス検出結果の表示 (p. 977)
• アクセスアナライザの解釈 Security Hub 内の名前の検索 (p. 977)

• Access Analyzer の一般的な検出結果 (p. 977)
• 統合の有効化と構成 (p. 978)
• 検出結果の送信を停止する方法 (p. 978)

Access Analyzer が 検出結果を Security Hub に送信する方法
Security Hub では、セキュリティの問題が調査結果として追跡されます。結果の中には、他の AWS の
サービスやサードパーティーのパートナーが検出した問題に由来するものもあります。Security Hub に
は、セキュリティの問題を検出し、調査結果を生成するために使用する一連のルールもあります。

Security Hub には、これらすべてのソースからの結果を管理するためのツールが用意されています。検出
結果の一覧を表示およびフィルタリングして、検出結果の詳細を表示できます。「AWS Security Hub ユー
ザーガイド」の「検出結果の表示」を参照してください。検出結果の調査状況を追跡することもできます 
「AWS Security Hub ユーザーガイド」の「Taking action on findings」(検出結果に対するアクションの実
行) を参照してください。

Security Hub のすべての検出結果で、AWS Security Finding 形式 (ASFF) と呼ばれる標準の JSON 形式が
使用されます。ASFF には、問題のソース、影響を受けるリソース、および検出結果の現在のステータス
に関する詳細が含まれます。 AWS ユーザーガイド の「AWS Security Hub Security Finding 形式 (ASFF)」
を参照してください 。

IAM Access Analyzer は、AWSSecurity Hub に検出結果を送信するサービスの１つです。IAM Access 
Analyzer は、組織またはアカウント内のサポートされているリソース (p. 964)への外部プリンシパル
アクセスを許可するポリシーステートメントを検出すると、結果を生成します。Access Analyzer は、リ
ソースに関するすべての調査結果をグループ化し、単一の検出結果を Security Hub に送信します。

Access Analyzer が送信する検出結果のタイプ
Access Analyzer は、AWS Security Finding Format (ASFF) を使用して結果を Security Hub に送信し
ます。ASFF では、Types フィールドが検出結果タイプを提供します。Access Analyzer の検出結果に
は、Types に対する次の値を指定できます。

• エフェクト/データエクスポサ/外部アクセス許可
• ソフトウェアと構成のチェック/AWS セキュリティのベストプラクティス/外部アクセスの許可

結果が送信されるまでのレイテンシー
Access Analyzer が新しい検出結果を作成すると、通常は 30 分以内に Security Hub へ送信されます。稀
に、特定の条件下で、ポリシーの追加や更新が Access Analyzer に通知されないことがあります。たとえ
ば、Amazon S3 アカウントレベルのブロックパブリックアクセス設定への変更には、最大 12 時間かかる
ことがあります。また、AWS CloudTrail ログ配信で配信の問題がある場合、ポリシーを変更しても、検出
結果でレポートされたリソースの再スキャンはトリガーされません。このような場合、Access Analyzer 
は、次の定期スキャン時 (24 時間以内) に新しいポリシーまたは更新されたポリシーを分析します。

Security Hub が使用できない場合の再試行
Security Hub が使用できない場合、Access Analyzer は定期的に検出結果の送信を再試行します。
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Security Hub の既存の 結果を更新する
検出結果を Security Hub に送信した後、IAM Access Analyzer は検索アクティビティの追加の観測を反映
する更新を Security Hub へ送信します。更新は同じ検出結果に反映されます。

のリソースに対する検出結果のうち少なくとも 1 つがアクティブな場合、Security Hub のリソースに対す
る検出結果が有効になります。リソースに関する Access Analyzer のすべての検出結果がアーカイブまた
は解決された場合、Security Hub の検出結果はアーカイブされます。

パブリックアクセスとクロスアカウントアクセスの間でポリシーアクセスを変更すると、Security Hub の
検出結果も更新されます。この更新には、検出結果の種類、タイトル、説明、および重大度の変更を含め
ることができます。

Security Hub でのアクセス検出結果の表示
Security Hub で Access Analyzer の検出結果を表示するには、概要ページの AWS: IAM Access Analyzer
セクションの [See findings] (検出結果の表示) を選択します。または、ナビゲーションパネルから [検出
結果] を選択することもできます。次に、値が IAM Access Analyzer である [Product name:] (製品名:) 
フィールドを選択して、IAM Access Analyzer の検出結果のみを表示するようにフィルタリングすること
ができます。

アクセスアナライザの解釈 Security Hub 内の名前の検索
IAM Access Analyzer は、AWS Security Finding Format (ASFF) を使用して結果を Security Hub に送信し
ます。ASFF では、[Types] フィールドに検出結果タイプが表示されます。ASFF タイプは、IAM Access 
Analyzer とは異なる命名規則を使用します。次の表に、Security Hub に表示される IAM Access Analyzer 
検出結果に関連付けられたすべての ASFF タイプの詳細を示します。

ASFF 結果タイプ Security Hub 検出結果のタイト
ル

説明

エフェクト/データエクスポサ/外
部アクセス許可

<resource ARN> パブリックアク
セスを許可

リソースにアタッチされたリ
ソースベースのポリシーは、リ
ソースに対するすべての外部プ
リンシパルへのパブリックアク
セスを許可します。

ソフトウェアと構成のチェック/
AWS セキュリティのベストプラ
クティス/外部アクセスの許可

<resource ARN> クロスアカウン
トアクセスを許可

リソースにアタッチされたリ
ソースベースのポリシーは、ア
ナライザーの信頼ゾーン外の外
部プリンシパルへのクロスアカ
ウントアクセスを許可します。

Access Analyzer の一般的な検出結果
Access Analyzer は、AWS 脆弱性レポート形式 (ASFF)を使用して結果を Security Hub に送信します。

以下に、Access Analyzer からの一般的な検出結果の例を示します。

{ 
    "SchemaVersion": "2018-10-08", 
    "Id": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/my-analyzer/
arn:aws:s3:::my-bucket", 
    "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-west-2::product/aws/access-analyzer", 
    "GeneratorId": "aws/access-analyzer", 
    "AwsAccountId": "111122223333", 
    "Types": ["Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/External 
 Access Granted"], 
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    "CreatedAt": "2020-11-10T16:17:47Z", 
    "UpdatedAt": "2020-11-10T16:43:49Z", 
    "Severity": { 
        "Product": 1, 
        "Label": "LOW", 
        "Normalized": 1 
    }, 
    "Title": "AwsS3Bucket/arn:aws:s3:::my-bucket/ allows cross-account access", 
    "Description": "AWS::S3::Bucket/arn:aws:s3:::my-bucket/ allows cross-account access 
 from AWS 444455556666", 
    "Remediation": { 
        "Recommendation": {"Text": "If the access isn't intended, it indicates a potential 
 security risk. Use the console for the resource to modify or remove the policy that grants 
 the unintended access. You can use the Rescan button on the Finding details page in the 
 Access Analyzer console to confirm whether the change removed the access. If the access is 
 removed, the status changes to Resolved."} 
    }, 
    "SourceUrl": "https://console.aws.amazon.com/access-analyzer/home?region=us-west-2#/
findings/details/dad90d5d-63b4-6575-b0fa-ef9c556ge798", 
    "Resources": [ 
        { 
            "Type": "AwsS3Bucket", 
            "Id": "arn:aws:s3:::my-bucket", 
            "Details": { 
                "Other": { 
                    "External Principal Type": "AWS", 
                    "Condition": "none", 
                    "Action Granted": "s3:GetObject,s3:GetObjectVersion", 
                    "External Principal": "444455556666" 
                } 
            } 
        } 
    ], 
    "WorkflowState": "NEW", 
    "Workflow": {"Status": "NEW"}, 
    "RecordState": "ACTIVE"
}

統合の有効化と構成
Security Hub との統合を利用するには、Security Hub を有効にする必要があります。Security Hub を有効
にする方法については、 AWS Security Hub ユーザーガイドの「Security Hub の設定」を参照してくださ
い。

Access Analyzer と Security Hub の両方を有効にすると、統合は自動的に有効になります。Access 
Analyzer は、検出結果を Security Hub に送信します。

検出結果の送信を停止する方法
Security Hub への結果の送信を停止するには、Security Hub コンソールまたは API を使用できます。

「統合からの検出結果のフローの無効化と有効化 (コンソール)」またはAWS Security Hubユーザーガイ
ドの「統合からの検出結果のフローの無効化 (Security Hub API、AWS CLI)」を参照してください 。

AWS CloudTrail を使用した IAM Access Analyzer API 
コールのログ記録
IAM Access Analyzer は、IAM Access Analyzer のユーザー、ロール、または AWS CloudTrail のサービ
スによって実行されたアクションをレコードするサービスである AWS と統合されています。CloudTrail 
は、IAM Access Analyzer のすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた
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呼び出しには、IAM Access Analyzer コンソールからの呼び出しと、IAM Access Analyzer の API オペレー
ションへのコードの呼び出しが含まれます。

証跡を作成する場合は、IAM Access Analyzer のイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イ
ベントの継続的な配信を有効にすることができます 追跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの
Event history (イベント履歴)で最新のイベントを表示できます。

CloudTrail で収集された情報を使用して、IAM Access Analyzer に対するリクエスト、リクエスト元の IP 
アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。

CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

CloudTrail での IAM Access Analyzer 情報
AWS アカウントを作成すると、そのアカウントに対して CloudTrail が有効になります。サポートされ
ているイベントアクティビティが IAM Access Analyzer で発生すると、そのアクティビティは [Event 
history] (イベント履歴) の他の AWS サービスのイベントとともに、CloudTrail イベントにレコードさ
れます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、
「CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してください。

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

• 追跡を作成するための概要
• CloudTrail のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから 

CloudTrail ログファイルを受け取る」

すべての IAM Access Analyzer アクションは CloudTrail によってログに
記録され、IAM Access Analyzer API リファレンスに記録されます。例え
ば、CreateAnalyzer、CreateArchiveRule、ListFindingsの各アクションを呼び出す
と、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、誰がリクエストを生成したかという情報が含まれます。アイデン
ティティ情報は、以下を判別するのに役立ちます。

• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか.

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、[CloudTrail userIdentity Element] (CloudTrail ユーザーアイデンティティ要素) を参照して
ください。

IAM Access Analyzer ログファイルエントリの概要
[トレイル] は、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイベントをログファイルとして
配信するように構成できます。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。
イベントはあらゆるソースからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクション
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の日時、リクエストのパラメータなどの情報が含まれます。CloudTrail ログファイルは、パブリック API 
コールの順序付けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

次の例は、「2021 年 6 月 14 日」に「Alice-tempcreds」という引き受けたロールのセッションによっ
て実行された CreateAnalyzer オペレーションを示す CloudTrail ログエントリです。ロールセッション
は、admin-tempcreds というロールによって発行されました。

{ 
  "eventVersion": "1.05", 
  "userIdentity":   { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AROAIBKEVSQ6C2EXAMPLE:Alice-tempcreds", 
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/admin-tempcreds/Alice-tempcreds", 
    "accountId": "111122223333", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "true", 
        "creationDate": "2021-06-14T22:54:20Z" 
      }, 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/admin-tempcreds", 
        "accountId": "111122223333", 
        "userName": "admin-tempcreds" 
      }, 
     "webIdFederationData": {}, 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2021-06-14T22:57:36Z", 
  "eventSource": "access-analyzer.amazonaws.com", 
  "eventName": "CreateAnalyzer", 
  "awsRegion": "us-west-2", 
  "sourceIPAddress": "198.51.100.179", 
  "userAgent": "aws-sdk-java/1.12.79 Linux/5.4.141-78.230 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.302-
b08 java/1.8.0_302 vendor/Oracle_Corporation cfg/retry-mode/standard", 
  "requestParameters": { 
    "analyzerName": "test", 
    "type": "ACCOUNT", 
    "clientToken": "11111111-abcd-2222-abcd-222222222222", 
        "tags": { 
            "tagkey1": "tagvalue1" 
        } 
  }, 
  "responseElements": { 
    "arn": "arn:aws:access-analyzer:us-west-2:111122223333:analyzer/test" 
  }, 
  "requestID": "22222222-dcba-4444-dcba-333333333333", 
  "eventID": "33333333-bcde-5555-bcde-444444444444", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsApiCall",, 
  "managementEvent": true, 
  "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}

IAM Access Analyzer フィルターキーにアクセスする
以下のフィルタキーを使用して、アーカイブルールの定義 CreateArchiveRule、アーカイブルールの更
新 UpdateArchiveRule、結果の一覧の取得 ListFindings、またはリソースのアクセスプレビューの
一覧の取得 ListAccessPreviewFindings を行うことができます。アーカイブルールを構成するための 
IAM API と AWS CloudFormation の使用に違いはありません。
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Criterion 説明 [Type] (タイ
プ)

アーカイブ
ルール

結果の一覧
表示

アクセスプ
レビューの
結果を一覧
表示

リソース 外部プリンシパルがアクセ
スできるリソースを一意に
識別する ARN。詳細につい
ては、「Amazon リソース
ネーム (ARN)」を参照して
ください。

文字列  はい  はい  はい

resourceType

AWS::IAM::Role
|
AWS::KMS::Key
|
AWS::Lambda::Function
|
AWS::Lambda::LayerVersion
|
AWS::S3::Bucket
|
AWS::SQS::Queue
|
AWS::SecretsManager::Secret

外部プリンシパルがアクセ
スできるリソースのタイ
プ。

文字列  はい  はい  はい

resourceOwnerAccountリソースを所有する 12 桁の 
AWS アカウント ID。詳細
については、「AWS アカウ
ント識別子」を参照してく
ださい。

文字列  はい  はい  はい

isPublic パブリックアクセスを許可
するポリシーを持つリソー
スが結果によって報告され
るかどうかを示します。

ブール値  はい  はい  はい

status

ACTIVE |
ARCHIVED |
RESOLVED

結果の現在のステータス。

文字列  いいえ  はい  はい

error 結果に対して報告されたエ
ラーを示します。 文字列  はい  はい  はい

principal.AWS アカウントの ARN によっ
て、結果の Principal
フィールドにおけるリソー
スへのアクセスが許可され
ました。詳細については、
「AWS アカウント識別子」
を参照してください。

文字列  はい  はい  はい

principal.Federated結果でリソースにアクセス
できるフェデレーション ID 文字列  はい  はい  はい

981

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-arns-and-namespaces.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-arns-and-namespaces.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/acct-identifiers.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/acct-identifiers.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/acct-identifiers.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
IAM Access Analyzer フィルターキーにアクセスする

Criterion 説明 [Type] (タイ
プ)

アーカイブ
ルール

結果の一覧
表示

アクセスプ
レビューの
結果を一覧
表示

の ARN。詳細については、
「ID プロバイダーとフェデ
レーション」を参照してく
ださい。

condition.aws:PrincipalArnリソースアクセスの条件と
して示されたプリンシパル 
(IAM ユーザー、ロール、
またはグループ) の ARN。
詳細については、「AWS 
グローバル条件コンテキス
トキー」を参照してくださ
い。

文字列  はい  はい  はい

condition.aws:PrincipalOrgIDリソースアクセスの条件と
して示されるプリンシパル
の組織 ID。詳細について
は、「AWS グローバル条件
コンテキストキー」を参照
してください。

文字列  はい  はい  はい

condition.aws:PrincipalOrgPathsリソースアクセスの条件と
して示される組織または組
織単位 (OU) ID。詳細につ
いては、「AWS グローバル
条件コンテキストキー」を
参照してください。

文字列  はい  はい  はい

condition.aws:SourceIp指定した IP アドレスを使用
するときに、リソースへの
プリンシパルアクセスを許
可する IP アドレス。詳細に
ついては、「AWS グローバ
ル条件コンテキストキー」
を参照してください。

IP アドレス  はい  はい  はい

condition.aws:SourceVpc指定された VPC を使用する
ときにリソースへのプリン
シパルアクセスを許可する 
VPC ID。詳細については、
「AWS グローバル条件コン
テキストキー」を参照して
ください。

文字列  はい  はい  はい

condition.aws:UserIdリソースへのアクセス条件
として示された外部アカウ
ントからの IAM ユーザーの
ユーザー ID。詳細について
は、「AWS グローバル条件
コンテキストキー」を参照
してください。

文字列  はい  はい  はい
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AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
IAM Access Analyzer フィルターキーにアクセスする

Criterion 説明 [Type] (タイ
プ)

アーカイブ
ルール

結果の一覧
表示

アクセスプ
レビューの
結果を一覧
表示

condition.cognito-
identity.amazonaws.com:aud

検索で IAM ロールアクセ
スの条件として指定された 
Amazon Cognito ID プール
の ID。詳細については、「
IAM および AWS STS の条
件コンテキストキー」を参
照してください。

文字列  はい  はい  はい

condition.graph.facebook.com:app_id[Login with Facebook 
(Facebook でログイン)] 
フェデレーションが結果の 
IAM ロールにアクセスでき
るようにするための条件と
して指定された Facebook 
アプリケーション ID (また
はサイト ID)。詳細につい
ては、「IAM および AWS 
STS の条件コンテキスト
キー」を参照してくださ
い。

文字列  はい  はい  はい

condition.accounts.google.com:audIAM ロールへのアクセス条
件として指定された Google 
アプリケーション ID。詳細
については、「IAM および 
AWS STS の条件コンテキ
ストキー」を参照してくだ
さい。

文字列  はい  はい  はい

condition.kms:CallerAccountAWS を呼び出すサービス
により使用される呼び出し
元エンティティ (IAM ユー
ザー、ロール、またはアカ
ウントルートユーザー) を
所有する AWS KMS アカウ
ント ID。詳細については、
「AWS Key Management 
Service の条件キー」を参照
してください。

文字列  はい  はい  はい

condition.www.amazon.com:app_id[Login with Amazon 
(Amazon でログイン)] フェ
デレーションにロールへの
アクセスを許可するため
の条件として指定された 
Amazon アプリケーション 
ID (またはサイト ID)。詳細
については、次を参照して
ください。

文字列  はい  はい  はい

id 結果の ID。 文字列  いいえ  はい  はい
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AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
サービスにリンクされたロールの使用

Criterion 説明 [Type] (タイ
プ)

アーカイブ
ルール

結果の一覧
表示

アクセスプ
レビューの
結果を一覧
表示

cchangeType アクセスプレビューの結果
と IAM Access Analyzer で
識別された既存のアクセス
との比較に関するコンテキ
ストを提供します。

文字列  いいえ  いいえ  はい

既存の検索Id IAM Access Analyzer での
結果の既存の ID。アクセス
プレビューの既存の結果に
対してのみ提供されます。

文字列  いいえ  いいえ  はい

既存の検索
ステータス

アクセスプレビューの既存
の調査結果に対してのみ提
供される、検索結果の既存
のステータス。

文字列  いいえ  いいえ  はい

AWS Identity and Access Management Access 
Analyzer のサービスにリンクされたロールの使用
AWS Identity and Access Management Access Analyzer は IAM サービスにリンクされたロールを使用しま
す。サービスにリンクされたロールは、Access Analyzer に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロール
です サービスにリンクされたロールは、Access Analyzer によって事前定義されており、ユーザーの代わ
りにサービスから他の AWS サービスを呼び出す必要のあるアクセス許可がすべて含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス権限を手動で追加する必要がなくなる
ため、Access Analyzer の設定が簡単になります。Access Analyzer は、サービスにリンクされたロールの
アクセス許可を定義します。特に定義されている場合を除き、Access Analyzer のみがそのロールを引き
受けることができます。定義されたアクセス許可には、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーが含まれ、
そのアクセス許可ポリシーを他の IAM エンティティに添付することはできません。

サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、「IAM と連携する AWS のサー
ビス」を参照して、[Service-Linked Role] (サービスにリンクされたロール)列がはいになっているサービ
スを探してください。そのサービスに関するサービスにリンクされたロールのドキュメントを表示するに
は、リンクが設定されている [Yes] (はい) を選択します。

AWS Identity and Access Management Access Analyzer のサー
ビスにリンクされたロールの許可
AWS Identity and Access Management Access Analyzer は、AWSServiceRoleForAccessAnalyzer という
名前のサービスにリンクされたロールを使用し、Access Analyzer がリソースメタデータを分析できるよ
うにします。　

サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForAccessAnalyzer は、以下のサービスを信頼してロー
ルを引き受けます。

• access-analyzer.amazonaws.com

AccessAnalyzerServiceRolePolicy (p. 949) という名前のロールのアクセス許可ポリシーを使用する
と、Access Analyzer は特定のリソースに対するアクションを完了できます。
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AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
サービスにリンクされたロールの使用

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「Service-Linked Role Permissions」(サービスにリンクされたロールのアクセス権限) を参照してくださ
い。

Access Analyzer のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console または 
AWS API で Access Analyzer を有効にすると、Access Analyzer によって、サービスにリンクされたロー
ルが作成されます。IAM Access Analyzer を有効にしたすべてのリージョンで、同じサービスにリンクさ
れたロールが使用されます。

Note

IAM Access Analyzer はリージョンに基づきます。IAM Access Analyzer は、各リージョンで個別
に有効にする必要があります。

このサービスにリンクされたロールを削除すると、次回のアナライザーの作成時に、このロールが IAM 
Access Analyzer によって再作成されます。

Access Analyzer ユースケースでサービスにリンクされたロールを作成するには、IAM コンソールを使用
します。AWS CLI または AWS API で、access-analyzer.amazonaws.com サービス名を使用して
サービスリンクロールを作成します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの
作成」を参照してください。このサービスリンクロールを削除する場合、この同じプロセスを使用して、
もう一度ロールを作成できます。

Access Analyzer のサービスにリンクされたロールの編集
Access Analyzer では、サービスにリンクされたロールである 
[AWSServiceRoleForAWSLicenseManagerMasterAccountRole] を編集できません。サービスにリンクさ
れたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可能性があるため、ロール名
を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集はできます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの編集」を参照してください。

Access Analyzer のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、使用していないエンティティがアクティブにモニタリング
またはメンテナンスされることがなくなります。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされた
ロールのリソースをクリーンアップする必要があります。

Note

リソースを削除する際に、Access Analyzer でロールが使用されている場合、削除は失敗すること
があります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してください。

AWSServiceRoleForLogDelivery によって使用されている Access Analyzer リソースを削除するに
は

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. [Access reports (アクセスレポート)] セクションの [Access analyzer (アクセスアナライザー)] で、

[Analyzer (アナライザー)] を選択します。
3. [Analyzers (アナライザー)] テーブルのアナライザーのリストの上にある左上のチェックボックスを選

択して、すべてのアナライザーを選択します。
4. [削除] を選択します。
5. アナライザーを削除することを確定するには、「delete」と入力し、[Delete (削除)] を選択します。
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AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
アクセスのプレビュー

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、サービスにリンクされたロール 
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer を削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービ
スにリンクされたロールの削除」を参照してください。

Access Analyzer サービスにリンクされたロールをサポートする
リージョン
Access Analyzer では、このサービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロー
ルの使用をサポートしています。詳細については、「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してくだ
さい。

アクセスのプレビュー
外部エンティティと共有されているリソースの識別に加えて、AWS IAM Access Analyzer では、リソース
のアクセス許可をデプロイする前に IAM Access Analyzer の結果をプレビューすることもできます。これ
により、ポリシーの変更により、リソースに対する意図したパブリックアクセスとクロスアカウントアク
セスのみが許可されていることを確認できます。これは、リソースへの意図した外部アクセスからスター
トするのに役立ちます。

Amazon S3 コンソールで、AmazonS3 バケットへのパブリックアクセスおよびクロスアカウントアクセス
をプレビューして検証できます。また、IAM Access Analyzer APIを使用して、リソースに提案されたへの
許可を提供することにより、Amazon S3 バケット、AWS KMS キー、IAMロール、Amazon SQSキュー、
および Secrets Manager のシークレットのパブリックアクセスとクロスアカウントアクセスをプレビュー
することもできます。

トピック
• Amazon S3 コンソールでのアクセスのプレビュー (p. 986)
• IAM Access Analyzer API を使用したアクセスのプレビュー (p. 987)

Amazon S3 コンソールでのアクセスのプレビュー
Amazon S3 コンソールでバケットポリシーを完了すると、Amazon S3 バケットへの公開アクセスとクロ
スアカウントアクセスをプレビューできます。変更の保存を選択する前に、ポリシーの変更によって意図
した外部アクセスのみが許可されていることを検証できます。このオプションの手順により、バケットの 
AWS Identity and Access Management Access Analyzer の検出結果のプレビューを実行できます。ポリ
シーの変更によって新しい検出結果が導入されるかどうか、または外部アクセスの既存の検出結果を解決
するかどうかを検証できます。この検証ステップをスキップして、Amazon S3 バケットポリシーをいつで
も保存できます。

バケットへの外部アクセスをプレビューするには、バケットのリージョンに、そのアカウントを信頼ゾー
ンとしてアクティブなアカウントアナライザが必要です。IAM Access Analyzer の使用およびアクセスの
プレビューに必要な許可を持っている必要があります。IAM Access Analyzer の有効化および必要な許可
の詳細については、「IAM Access Analyzer の有効化 (p. 957)」を参照してください。

バケットポリシーを作成または編集する際に Amazon S3 バケットへのアクセスをプレビューする
には

1. バケットポリシーの作成または編集が完了したら、ポリシーが有効な Amazon S3 バケットポリシー
であることを確認します。ポリシー ARN はバケット ARN と一致し、ポリシー要素は有効である必要
があります。

2. ポリシーの下の[Preview external access] (外部アクセスのプレビュー) で、アクティブなアカウント
アナライザーを選択し、[Preview] (プレビュー) を選択します。IAM Access Analyzer の検出結果のプ
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AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
IAM Access Analyzer API を使用したアクセスのプレビュー

レビューがバケットに対して生成されます。プレビューでは、表示された Amazon S3 バケットポリ
シーと、既存のバケットアクセス権限が分析されます。これには、バケットとアカウント BPA 設定、
バケット ACL、バケットにアタッチされた Amazon S3 アクセスポイントとマルチリージョンアクセ
スポイント、およびそれらのポリシーと BPA 設定が含まれます。

3. アクセスプレビューが完了すると、IAM Access Analyzer の検出結果のプレビューが表示されます。
各結果では、ポリシーを保存した後、バケットへのアクセス権を持つアカウントの外部にあるプリン
シパルのインスタンスが報告されます。各結果を確認することで、バケットへのアクセスを検証でき
ます。検出結果のヘッダーではアクセスの概要を知ることができます。また、検出結果を展開して検
出結果の詳細を確認できます。検出結果のバッジにより、バケットポリシーを保存することでバケッ
トへのアクセスがどのように変更されるかについてのコンテキストを知ることができます。たとえ
ば、ポリシーの変更によって新しい調査結果が導入されるのか、外部アクセスの既存の調査結果を解
決するのかを検証するのに役立ちます。

a. 新規 — ポリシーによって導入される新しい外部アクセスの検出を示します。
b. 解決済み— ポリシーによって削除される既存の外部アクセスの結果を示します。
c. アーカイブ済み— 分析結果を意図したとおりにマークするタイミングを定義する分析装置のアー

カイブルールに基づいて、自動的にアーカイブされる新しい外部アクセスの結果を示します。
d. 既存 — 変更されない外部アクセスの既存の検出を示します。
e. 公開 — 検索結果がリソースへのパブリックアクセス用である場合、公開バッジ、上記のいずれか

のバッジに加えて。
4. 導入または削除する予定のない外部アクセスを特定した場合は、ポリシーを修正し、プレビューを再

度実行して、意図した外部アクセスを達成します。公開というラベルの付いた検索結果がある場合
は、変更を保存を選択する前に、公開アクセスを削除するようにポリシーを改訂することをお勧めし
ます。アクセス権のプレビューはオプションの手順で、変更の保存にいつでもアクセスできます。

IAM Access Analyzer API を使用したアクセスのプレ
ビュー
IAM Access Analyzer API を使用して、Amazon S3 バケット、AWS KMS キー、IAM ロール、Amazon 
SQS キュー、および Secrets Manager シークレットの公開アクセスとクロスアカウントアクセスをプレ
ビューできます。所有している既存のリソースまたはデプロイする新しいリソースに対して提案されたア
クセス許可を提供することで、アクセスをプレビューできます。

リソースへの外部アクセスをプレビューするには、リソースのアカウントとリージョンに対してアクティ
ブなアカウントアナライザが必要です。IAM Access Analyzer の使用およびアクセスのプレビューに必
要な許可を持っている必要があります。IAM Access Analyzer の有効化および必要な許可の詳細について
は、「IAM Access Analyzer の有効化 (p. 957)」を参照してください。

リソースのアクセスをプレビューするには、CreateAccessPreviewオペレーションを実行し、アナラ
イザー ARN とリソースのアクセス制御設定を提供します。このサービスは、アクセスプレビューの一意
の ID を返します。これを使用して、GetAccessPreview オペレーションでアクセスプレビューのステー
タスをチェックできます。ステータスが Completed の場合、ListAccessPreviewFindings オペレー
ションを使用して、アクセスプレビュー用に生成された検出結果を取得できます。GetAccessPreview
および ListAccessPreviewFindingsオペレーションは、約 24 時間以内に作成されたアクセスプレ
ビューと検出結果を取得します。

取得された各検出結果には、アクセスを説明する検出結果の詳細が含まれています。検出結果が
Active、Archived、であるかまたは Resolved と、権限のデプロイ後であるか、および changeType
であるかを説明する検出結果のプレビューステータス。changeType では、アクセスプレビューが IAM 
Access Analyzer で識別された既存のアクセスと比較されるコンテキストを提供します。

• 新規 — 検出結果は、新しく導入されたアクセスのためのものです。
• 変更なし — プレビュー検出結果は変更されない既存の検出結果です。
• 変更あり — プレビュー結果は、ステータスが変更された既存の検出結果です。
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status と changeType は、リソース構成によって既存のリソースへのアクセスがどのように変化する
かを理解するのに役立ちます。changeType が Unchanged または変更された場合、検索結果には、IAM 
Access Analyzer の検出結果の既存の ID とステータスも含まれます。たとえば、プレビューステータス
Changed と既存のステータス Resolved のある Active 検出結果は、提案されたアクセス許可の変更の
結果として、リソースの既存の Active 結果が Resolved になることを示します。

ListAccessPreviewsオペレーションを使用して、指定したアナライザーのアクセスプレビューのリス
トを取得します。このオペレーションは、約 1 時間以内に作成されたアクセスプレビューに関する情報を
取得します。

一般に、アクセスプレビューが既存のリソースに対するものであり、設定オプションを指定しない場合、
アクセスプレビューはデフォルトで既存のリソース設定を使用します。アクセスプレビューが新しいリ
ソース用で、設定オプションを指定しない場合、アクセスプレビューはリソースタイプに応じてデフォル
ト値を使用します。各リソースタイプの設定ケースについては、次を参照してください。

Amazon S3 バケットへのアクセスプレビュー機能
新しい Amazon S3 バケットまたは所有している既存の Amazon S3 バケットのアクセスプレビューを作
成するには、バケットに添付された Amazon S3 バケットポリシー、バケット ACL、バケット BPA 設
定、Amazon S3 アクセスポイント（複数リージョンアクセスポイントを含む）を指定して、バケット設定
を提案します。

Note

新しいバケットのアクセスプレビューを作成する前に、Amazon S3 HeadBucket オペレーション
を使用して、指定されたバケットがすでに存在するかどうかを確認することをお勧めします。こ
のオペレーションは、バケットが存在し、そのバケットにアクセスする許可があるかどうかを判
断するのに役立ちます。

バケットポリシー — 設定が既存の Amazon S3 バケット用で、Amazon S3 バケットポリシーを指定しな
い場合、アクセスプレビューではバケットに添付された既存のポリシーが使用されます。アクセスプレ
ビューが新しいリソースに対するもので、Amazon S3 バケットポリシーを指定しない場合、アクセスプレ
ビューではポリシーのないバケットが想定されます。既存のバケットポリシーの削除を提案するには、空
の文字列を指定します。サポートされるバケットポリシーの制限の詳細については、バケットポリシーの
例を参照してください。。

バケットの ACL 付与機能 — バケットごとに最大 100 個の ACL 許可を提案できます。提案された許可設
定が既存のバケット用である場合、アクセスプレビューでは、既存の許可の代わりに提案された許可設定
のリストが使用されます。それ以外の場合、アクセスプレビューはバケットの既存の許可を使用します。

バケットアクセスポイント — この分析では、バケットごとに最大 100 個のアクセスポイント（マルチ
リージョンアクセスポイントを含む）がサポートされます。これには、バケットごとに提案できる新しい
アクセスポイントが 10 個まで含まれます。提案された Amazon S3 アクセスポイント設定が既存のバケッ
ト用である場合、アクセスプレビューでは、既存のアクセスポイントの代わりに提案されたアクセスポイ
ント設定が使用されます。ポリシーのないアクセスポイントを提案するには、アクセスポイントポリシー
として空の文字列を指定します。アクセスポイントポリシーの制限事項の詳細については、アクセスポイ
ントの制約と制限を参照してください。。

公開アクセスブロック設定 — 提案された設定が既存の Amazon S3 バケット用であり、設定を指定しな
い場合、アクセスプレビューでは既存の設定が使用されます。提案された設定が新しいバケット用で、バ
ケット BPA 設定を指定しない場合、アクセスプレビューは false を使用します。提案された設定が新し
いアクセスポイントまたはマルチリージョンアクセスポイント用で、アクセスポイントの BPA 設定を指定
しない場合、アクセスプレビューは true を使用します。

AWS KMS キーへのアクセスプレビュー
新しい AWS KMS キーまたは所有している既存の AWS KMS キーのアクセスプレビューを作成するには、
キーポリシーと AWS KMS 許可設定を指定して、AWS KMS キー設定を提案できます。
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AWS KMSキーポリシー — 既存のキーの設定で、キーポリシーを指定しない場合、アクセスプレビュー
ではキーに既存のポリシーが使用されます。アクセスプレビューが新しいリソースに対するもので、キー
ポリシーを指定しない場合、アクセスプレビューはデフォルトのキーポリシーを使用します。提案された
キーポリシーを空の文字列にすることはできません。

AWS KMS 許可 — 分析では、構成ごとに最大 100 の KMS 許可がサポートされます*。* 提案された許可
設定が既存のキーに対するものである場合、アクセスプレビューでは、既存の許可の代わりに提案された
許可設定のリストが使用されます。それ以外の場合、アクセスプレビューはキーの既存の許可を使用しま
す。

IAM ロールへのアクセスのプレビュー
新しい IAM ロールまたは所有している既存の IAM ロールのアクセスプレビューを作成するには、信頼ポ
リシーを指定して IAM ロール設定を提案できます。

ロールの信頼ポリシー — 設定が新しい IAM ロールの場合は、信頼ポリシーを指定する必要があります。
所有している既存の IAM ロールの設定で、信頼ポリシーを提案しない場合、アクセスプレビューではロー
ルに既存の信頼ポリシーが使用されます。提示された信頼ポリシーを空の文字列にすることはできませ
ん。

Amazon SQS キューへのアクセスのプレビュー
新しい Amazon SQS キューまたはユーザーが所有する既存の Amazon SQS キューのアクセスプレビュー
を作成するには、キューの Amazon SQS ポリシーを指定して Amazon SQS キューの設定を提案します。

Amazon SQS キューポリシー — 設定が既存の Amazon SQS キュー用で、Amazon SQS ポリシーを指定
しない場合、アクセスプレビューでは既存の Amazon SQS ポリシーがキューに使用されます。アクセス
プレビューが新しいリソースに対するもので、ポリシーを指定しない場合、アクセスプレビューはポリ
シーなしの Amazon SQS キューを想定します。既存の Amazon SQS キューポリシーの削除を提案するに
は、Amazon SQS ポリシーに空の文字列を指定します。

Secrets Manager のシークレットへのアクセスプレビュー
新しいSecrets Manager のシークレットまたは所有する既存のSecrets Manager のシークレットのアク
セスプレビューを作成するには、シークレットポリシーとオプションの AWS KMS 暗号化キーを指定し
て、Secrets Manager のシークレット構成を提案できます。。

シークレットポリシー — 設定が既存のシークレット用であり、シークレットポリシーを指定しない場合、
アクセスプレビューはシークレットに既存のポリシーを使用します。アクセスプレビューが新しいリソー
スに対するもので、ポリシーを指定しない場合、アクセスプレビューはポリシーのないシークレットを想
定します。既存のポリシーの削除を提案するには、空の文字列を指定します。

AWS KMS暗号化キー — 提案された構成が新しいシークレット用であり、AWS KMS キー ID を指定しな
い場合、アクセスプレビューは AWS アカウントのデフォルトの KMS キーを使用します。AWS KMS キー 
ID に空の文字列を指定すると、アクセスプレビューは AWS アカウントのデフォルトの KMS キーを使用
します。

IAM Access Analyzer ポリシーの検証
AWS Identity and Access Management Access Analyzer ポリシーチェックを使用してポリシーを検証でき
ます。IAM コンソールの AWS CLI、AWS API、または JSON ポリシーエディタを使用して、ポリシーを
作成または編集できます。IAM Access Analyzer は、IAM ポリシーの文法 (p. 1237)およびベストプラク
ティス (p. 938)に対してポリシーを検証します。セキュリティ警告、エラー、一般的な警告、ポリシーの
提案を含むポリシー検証チェックの結果を表示できます。これらの結果により、機能的でセキュリティの
ベストプラクティスに準拠したポリシーの作成に役立つ実用的な推奨事項が示されます。Access Analyzer 
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によって返される警告、エラー、および提案の一覧を表示するには、「Access Analyzer ポリシーチェッ
クリファレンス (p. 991)」を参照してください。

IAM (コンソール) でのポリシーの検証
IAM コンソールで管理ポリシーを作成または編集するときに、ポリシーチェックによって生成された結果
を表示できます。また、インラインユーザーまたはロールポリシーのこれらの結果を表示することもでき
ます。Access Analyzer では、インライングループポリシーのこれらの結果は生成されません。

IAM JSON ポリシーのポリシーチェックによって生成された結果を表示するには

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

2. 以下のいずれかの方法を使用して、ポリシーの作成または編集を開始します。

a. 新しい管理ポリシーを作成するには、[Policies] (ポリシー) ページを開き、新しいポリシーを作成
します。詳細については、「JSON エディターを使用したポリシーの作成 (p. 515)」を参照して
ください。

b. 既存の管理ポリシーのポリシーチェックを表示するには、[Policies] (ポリシー) ページで、ポリ
シーの名前を選択し、[Edit policy] (ポリシーの編集) を選択します。詳細については、「カスタ
マー管理ポリシーの編集 (コンソール) (p. 544)」を参照してください。

c. ユーザーまたはロールのインラインポリシーのポリシーチェックを表示するには、[Users] (ユー
ザー) または [Roles] (ロール) ページで、ユーザーまたはロールの名前を選択し、[Permissions]
(アクセス許可) タブで [Edit policy] (ポリシーの編集) を選択します。詳細については、「カスタ
マー管理ポリシーの編集 (コンソール) (p. 544)」を参照してください。

3. ポリシーエディターで、[JSON] タブを選択します。
4. ポリシーの下にあるポリシー検証ペインで、次の 1 つ以上のタブを選択します。タブ名は、ポリシー

の各結果タイプの番号も示します。

• [Security] (セキュリティ) — アクセスが過剰に許容されているために、AWS がセキュリティリスク
を考慮するアクセスをポリシーで許可している場合は、警告を表示します。

• [Errors] (エラー) - ポリシーにポリシーが機能しない行が含まれている場合は、エラーを表示しま
す。

• [General] (全般) - ポリシーがベストプラクティスに準拠していないが、セキュリティリスクではな
い場合は、警告を表示します。

• [Suggestions] (提案) — AWS がポリシーのアクセス許可に影響しない改善を推奨する場合は、提案
を表示します。

5. IAM Access Analyzer ポリシーチェックによって提供される結果の詳細を確認します。各結果に
は、報告された問題の場所が示されます。問題の原因とその解決方法の詳細については、結果の
横にある [Learn more] (詳細) リンクを選択してください。また、Access Analyzer ポリシーチェッ
ク (p. 991)リファレンスページで、各結果に関連付けられているポリシーチェックを検索することも
できます。

6. ポリシーを更新して結果を解決します。

Important

新しいポリシーや編集したポリシーを本番ワークフローに実装する前に、徹底的にテストし
ます。

7. 完了したら、[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。ポリシーの検証ツー
ル (p. 521)は、Access Analyzer によって報告されない構文エラーを報告します。

Note

いつでも [Visual editor (ビジュアルエディタ)] タブと [JSON] タブを切り替えることができま
す。ただし、[Visual editor] タブで [Review policy] を変更または選択した場合、IAM はポリ
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シーを再構成してビジュアルエディタに合わせて最適化することがあります。詳細について
は、「ポリシーの再構成 (p. 1091)」を参照してください。

8. [ポリシーの確認] ページで、作成するポリシーの [名前] と [説明] (オプション) を入力します。ポリ
シーの [Summary] (概要) を参照して、ポリシーによって付与された許可を確認します。次に、[Create 
policy] (ポリシーの作成) を選択して作業を保存します。

Access Analyzer (AWS CLI または AWS API) を使用
したポリシーの検証
AWS Command Line Interface (AWS CLI) から、IAM Access Analyzer ポリシーチェックによって生成され
た結果を表示できます。

IAM Access Analyzer ポリシーチェック (AWS CLI または AWS API) によって生成された結果を表示する
には

以下のいずれかを使用します。

• AWS CLI: aws accessanalyzer ポリシーの検証
• AWS API: ポリシーの検証

Access Analyzer ポリシーチェックリファレンス
AWS IAM Access Analyzer ポリシーチェックを使用して、ポリシーを検証できます。IAM コンソールの 
AWS CLI、AWS API、または JSON ポリシーエディタを使用して、ポリシーを作成または編集できま
す。Access Analyzer は、IAM ポリシーの文法 (p. 1237)およびベストプラクティス (p. 938)に対してポ
リシーを検証します。セキュリティ警告、エラー、一般的な警告、ポリシーの提案を含むポリシー検証
チェックの結果を表示できます。これらの結果により、機能的でセキュリティのベストプラクティスに準
拠したポリシーの作成に役立つ実用的な推奨事項が示されます。Access Analyzer を使用したポリシーの
検証の詳細については、「IAM Access Analyzer ポリシーの検証 (p. 989)」を参照してください。

エラー — ARN アカウントは許可されていません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

ARN account not allowed: The service {{service}} does not support specifying an account ID 
 in the resource ARN.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The service {{service}} does not support specifying an account ID in the 
 resource ARN."

エラーの解決

リソース ARN からアカウント ID を削除します。一部の AWS サービスのリソース ARN は、アカウント 
ID の指定をサポートしていません。

たとえば、Amazon S3 では、アカウント ID をバケット ARN の名前空間としてサポートしていませ
ん。Amazon S3 バケット名はグローバルに一意であり、名前空間はすべての AWS アカウントによって共
有されています。Amazon S3 で利用可能なすべてのリソースタイプを表示するには、「サービス認証リ
ファレンス」の「Amazon S3 で定義されたリソースタイプ」を参照してください。
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関連用語

• ポリシーリソース (p. 1190)
• アカウント ID
• リソース ARN (p. 1124)
• ARN 形式の AWS サービスリソース

エラー — ARN リージョンは許可されていません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

ARN Region not allowed: The service {{service}} does not support specifying a Region in the 
 resource ARN.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The service {{service}} does not support specifying a Region in the 
 resource ARN."

エラーの解決

リソース ARN からリージョンを削除します。一部の AWS サービスのリソース ARN は、リージョンの指
定をサポートしていません。

たとえば、IAM はグローバルサービスです。IAM リソース ARN のリージョン部分は常に空白のままで
す。AWS アカウントが今日あるように、IAM リソースはグローバルです。たとえば、IAM ユーザーとし
てサインインすると、あらゆるリージョンの AWS サービスにアクセスできます。

• ポリシーリソース (p. 1190)
• リソース ARN (p. 1124)
• ARN 形式の AWS サービスリソース

エラー — データ型の不一致
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Data type mismatch: The text does not match the expected JSON data type {{data_type}}.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The text does not match the expected JSON data type {{data_type}}."

エラーの解決

サポートされているデータ型を使用するようにテキストを更新します。

たとえば、Version グローバル条件キーには String データ型が必要です。日付または整数を指定する
と、データ型が一致しません。

関連用語
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• グローバル条件キー (p. 1253)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件演算子 (p. 1196)

エラー - 大文字と小文字が違う重複したキー
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Duplicate keys with different case: The condition key {{key}} appears more than once with 
 different capitalization in the same condition block. Remove the duplicate condition keys.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The condition key {{key}} appears more than once with different 
 capitalization in the same condition block. Remove the duplicate condition keys."

エラーの解決

同じ条件ブロック内の同様の条件キーを確認し、すべてのインスタンスで同じ大文字を使用します。

条件ブロックは、ポリシーステートメントの Condition 要素内のテキストです。条件キーの名前は大
文字小文字を区別しません。条件キーの値の大文字と小文字の区別は、使用する条件演算子によって
異なります。条件キーでの大文字と小文字の区別に関する詳細については、IAM JSON ポリシー要素
Condition (p. 1193)を参照してください。

関連用語

• 条件 (p. 1193)
• 条件ブロック (p. 1195)
• グローバル条件キー (p. 1253)
• AWS サービス条件キー

エラー — 無効なアクション
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid action: The action {{action}} does not exist. Did you mean {{valid_action}}?

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The action {{action}} does not exist. Did you mean {{valid_action}}?"

エラーの解決

指定されたアクションが無効です。これは、サービスプレフィックスまたはアクション名を誤って入力し
た場合に発生します。一般的な問題については、ポリシーチェックによって推奨されるアクションが返さ
れます。

関連用語

• ポリシーアクション (p. 1188)
• AWS のサービスアクション

993

https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/reference_policies_actions-resources-contextkeys.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/reference_policies_actions-resources-contextkeys.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ポリシーチェックリファレンス

このエラーが発生した AWS 管理ポリシー
AWS 管理ポリシー (p. 427)を使用すると、一般的な AWS のユースケースに基づいてアクセス許可を割り
当てることにより、AWS の使用を開始できます。

次の AWS 管理ポリシーには、ポリシーステートメントに無効なアクションが含まれています。無効なア
クションは、ポリシーで付与されるアクセス権限には影響しません。AWS 管理ポリシーを参照として使用
して、管理ポリシーを作成する場合、AWS がポリシーから無効なアクションを削除することをお勧めしま
す。

• AmazonEMRFullAccessPolicy_v2
• CloudWatchSyntheticsFullAccess

エラー — 無効な ARN アカウント
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid ARN account: The resource ARN account ID {{account}} is not valid. Provide a 12-
digit account ID.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The resource ARN account ID {{account}} is not valid. Provide a 12-digit 
 account ID."

エラーの解決

リソース ARN のアカウント ID を更新します。アカウント ID は 12 桁の整数です。アカウント ID を表示
する方法については、「AWS アカウント IDの検索」を参照してください。

関連用語

• ポリシーリソース (p. 1190)
• アカウント ID
• リソース ARN (p. 1124)
• ARN 形式の AWS サービスリソース

エラー — 無効な ARN プレフィックス
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid ARN prefix: Add the required prefix (arn) to the resource ARN.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Add the required prefix (arn) to the resource ARN."

エラーの解決

AWS リソースARNには、必要な arn: プレフィックスを含める必要があります。

関連用語
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• ポリシーリソース (p. 1190)
• リソース ARN (p. 1124)
• ARN 形式の AWS サービスリソース

エラー — 無効な ARN リージョン
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid ARN Region: The Region {{region}} is not valid for this resource. Update the 
 resource ARN to include a supported Region.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The Region {{region}} is not valid for this resource. Update the 
 resource ARN to include a supported Region."

エラーの解決

リソースタイプは、指定されたリージョンではサポートされていません。各リージョンでサポートされて
いる AWS サービスの表については、リージョン表リージョン表を参照してください。

関連用語

• ポリシーリソース (p. 1190)
• リソース ARN (p. 1124)
• リージョン名とコード

エラー — 無効な ARN リソース
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid ARN resource: Resource ARN does not match the expected ARN format. Update the 
 resource portion of the ARN.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Resource ARN does not match the expected ARN format. Update the resource 
 portion of the ARN."

エラーの解決

リソース ARN は、既知のリソースタイプの仕様と一致する必要があります。サービスに期待される ARN 
形式を表示するには、「AWS サービスのアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。
サービスの名前を選択して、そのリソースタイプと ARN 形式を表示します。

関連用語

• ポリシーリソース (p. 1190)
• リソース ARN (p. 1124)
• ARN 形式の AWS サービスリソース
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エラー — 無効な ARN サービスのケース
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid ARN service case: Update the service name ${service} in the resource ARN to use all 
 lowercase letters.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Update the service name ${service} in the resource ARN to use all 
 lowercase letters."

エラーの解決

リソース ARN 内のサービスは、サービスプレフィックスの仕様 (大文字化を含む) と一致する必要があり
ます。サービスのプレフィックスについては、「AWS のサービスの アクション、リソース、および条件
キー」を参照してください。サービスの名前を選択し、最初の文でそのプレフィックスを見つけます。

関連用語

• ポリシーリソース (p. 1190)
• リソース ARN (p. 1124)
• ARN 形式の AWS サービスリソース

エラー - 無効な条件データ型
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid condition data type: The condition value data types do not match. Use condition 
 values of the same JSON data type.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The condition value data types do not match. Use condition values of the 
 same JSON data type."

エラーの解決

条件キーと値のペアの値は、条件キーと条件演算子のデータ型と一致する必要があります。サービスの条
件キーのデータ型を表示するには、「AWS サービスのアクション、リソース、および条件キー」を参照し
てください。サービスの名前を選択すると、そのサービスの条件キーが表示されます。

たとえば、CurrentTime (p. 1256) グローバル条件キーは Date 条件演算子を使用します。条件ブロック
の値に文字列または整数を指定すると、データ型は一致しません。

関連用語

• 条件 (p. 1193)
• 条件ブロック (p. 1195)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件演算子 (p. 1196)
• グローバル条件キー (p. 1253)
• AWS サービス条件キー
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エラー - 無効な条件キーの形式
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid condition key format: The condition key format is not valid. Use the format 
 service:keyname.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The condition key format is not valid. Use the format service:keyname."

エラーの解決

条件のキーと値のペアのキーは、サービスの仕様と一致する必要があります。サービスの条件キーを表示
するには、「AWS のサービスのアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。サービス
の名前を選択すると、そのサービスの条件キーが表示されます。

関連用語

• 条件 (p. 1193)
• グローバル条件キー (p. 1253)
• AWS サービス条件キー

エラー - 無効な条件の複数ブール値
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid condition multiple Boolean: The condition key does not support multiple Boolean 
 values. Use a single Boolean value.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The condition key does not support multiple Boolean values. Use a single 
 Boolean value."

エラーの解決

条件キーと値のペアのキーは、単一のブール値を想定しています。複数のブール値を指定すると、条件一
致によって期待どおりの結果が返されないことがあります。

サービスの条件キーを表示するには、「AWS のサービスのアクション、リソース、および条件キー」を参
照してください。サービスの名前を選択すると、そのサービスの条件キーが表示されます。

• 条件 (p. 1193)
• グローバル条件キー (p. 1253)
• AWS サービス条件キー

エラー - 無効な条件演算子
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。
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Invalid condition operator: The condition operator {{operator}} is not valid. Use a valid 
 condition operator.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The condition operator {{operator}} is not valid. Use a valid condition 
 operator."

エラーの解決

条件を更新して、サポートされている条件演算子を使用します。

関連用語

• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件演算子 (p. 1196)
• 条件の要素 (p. 1193)
• JSON ポリシー概要 (p. 422)

エラー — 無効な効果
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid effect: The effect {{effect}} is not valid. Use Allow or Deny.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The effect {{effect}} is not valid. Use Allow or Deny."

エラーの解決

Effect 要素を更新して、有効な効果を使用します。Effect の有効値は、Allow と Deny です。

関連用語

• Effect エレメント (p. 1178)
• JSON ポリシー概要 (p. 422)

エラー — 無効なグローバル条件キー
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid global condition key: The condition key {{key}} does not exist. Use a valid 
 condition key.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The condition key {{key}} does not exist. Use a valid condition key."

エラーの解決
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条件のキーバリューのペアの条件キーを更新して、サポートされているグローバル条件キーを使用しま
す。

グローバル条件キーは、aws: プレフィックスが付いた条件キーです。AWS のサービスは、グローバル
条件キーをサポートするか、サービスプレフィックスを含むサービス固有のキーを提供できます。たとえ
ば、IAM 条件キーには iam: プレフィックスが含まれます。詳細については、「AWS のサービスのアク
ション、リソース、および条件キー」を参照し、キーを表示するサービスを選択します。

関連用語

• グローバル条件キー (p. 1253)

エラー — 無効なパーティション
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid partition: The resource ARN for the service {{service}} does not support the 
 partition {{partition}}. Use the supported values: {{partitions}}

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The resource ARN for the service {{service}} does not support the 
 partition {{partition}}. Use the supported values: {{partitions}}"

エラーの解決

リソース ARN を更新して、サポートされているパーティションを含めます。サポートされているパー
ティションを含めると、サービスまたはリソースは含めたパーティションをサポートしていない可能性が
あります。

パーティションは AWS リージョンのグループです。各 AWS アカウントのスコープは 1 つのパーティ
ションです。クラシックリージョンでは、aws パーティションを使用します。中国リージョンでは、aws-
cn を使用します。

関連用語

• Amazon リソースネーム (ARN) - パーティション

エラー — 無効なポリシー要素
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid policy element: The policy element {{element}} is not valid.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The policy element {{element}} is not valid."

エラーの解決

サポートされている JSON ポリシーの要素のみを含めるようにポリシーを更新します。

関連用語
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• JSON ポリシーの要素 (p. 1175)

エラー - 無効なプリンシパル形式
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid principal format: The Principal element contents are not valid. Specify a key-value 
 pair in the Principal element.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The Principal element contents are not valid. Specify a key-value pair 
 in the Principal element."

エラーの解決

プリンシパルを更新して、サポートされているキーと値のペアの形式を使用します。

リソースベースのポリシーでは、プリンシパルを指定できますが、アイデンティティベースのポリシーで
は指定できません。

たとえば、 AWS アカウント内のすべてのユーザーのアクセスを定義するには、ポリシーで次のプリンシ
パルを使用します。

"Principal": { "AWS": "123456789012" }

関連用語

• JSON ポリシーの要素: プリンシパル (p. 1178)
• アイデンティティベースおよびリソースベースのポリシー (p. 444)

エラー — 無効なプリンシパルキー
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid principal key: The principal key {{principal-key}} is not valid.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The principal key {{principal-key}} is not valid."

エラーの解決

プリンシパルキーバリューのペアのキーを更新して、サポートされているプリンシパルキーを使用しま
す。サポートされているプリンシパルキーは次のとおりです。

• AWS
• CanonicalUser
• Federated
• サービス
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関連用語

• プリンシパル要素 (p. 1178)

エラー — 無効なリージョン
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid Region: The Region {{region}} is not valid. Update the condition value to a 
 suported Region.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The Region {{region}} is not valid. Update the condition value to a 
 suported Region."

エラーの解決

条件キーと値のペアの値を更新し、サポートされているリージョンを含めます。各リージョンでサポート
されている AWS サービスの表については、リージョン表リージョン表を参照してください。

関連用語

• ポリシーリソース (p. 1190)
• リソース ARN (p. 1124)
• リージョン名とコード

エラー — 無効なサービス
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid service: The service {{service}} does not exist. Use a valid service name.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The service {{service}} does not exist. Use a valid service name."

エラーの解決

アクションまたは条件キーのサービスプレフィックスは、サービスプレフィックスの仕様 (大文字化を含
む) と一致する必要があります。サービスのプレフィックスを表示するには、「AWS サービスのアクショ
ン、リソース、条件キー」を参照してください。サービスの名前を選択し、最初の文でそのプレフィック
スを見つけます。

関連用語

• 既知のサービスとそのアクション、リソース、条件キー

エラー — 無効なサービス条件キー
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。
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Invalid service condition key: The condition key {{key}} does not exist in the service 
 {{service}}. Use a valid condition key.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The condition key {{key}} does not exist in the service {{service}}. Use 
 a valid condition key."

エラーの解決

サービスの既知の条件キーを使用するには、条件キーと値のペアのキーを更新します。グローバル条件
キーは、aws プレフィックスを持つ条件キーです。AWS のサービスは、サービスプレフィックスを含む
サービス固有のキーを提供できます。サービスのプレフィックスを表示するには、「AWS サービスのアク
ション、リソース、条件キー」を参照してください。

関連用語

• グローバル条件キー (p. 1253)
• 既知のサービスとそのアクション、リソース、条件キー

エラー — 無効なサービスが動作しています
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid service in action: The service {{service}} specified in the action does not exist. 
 Did you mean {{service2}}?

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The service {{service}} specified in the action does not exist. Did you 
 mean {{service2}}?"

エラーの解決

アクションのサービスプレフィクスは、サービスプレフィクスの仕様 (大文字化を含む) と一致する必要が
あります。サービスのプレフィックスを表示するには、「AWS サービスのアクション、リソース、条件
キー」を参照してください。サービスの名前を選択し、最初の文でそのプレフィックスを見つけます。

関連用語

• アクション要素 (p. 1188)
• 既知のサービスとそのアクション

エラー — 無効な演算子の変数
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid variable for operator: Policy variables can only be used with String and ARN 
 operators.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。
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"findingDetails": "Policy variables can only be used with String and ARN operators."

エラーの解決

Resource 要素のポリシー変数、および Condition 要素の文字列比較を活用できます。条件で
は、文字列演算子または ARN 演算子を使用するときに変数がサポートされます。文字列演算子には
StringEquals、 StringLike、 StringNotLike が含まれます。ARN 演算子には ArnEquals と
ArnLike が含まれます。ポリシー変数は、 数値、日付、ブール値、バイナリ、IPアドレス、Null演算子な
どの他の演算子では使用できません。

関連用語

• 条件要素でのポリシー変数の使用 (p. 1215)
• 条件の要素 (p. 1193)

エラー — 無効なバージョン
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid version: The version ${version} is not valid. Use one of the following versions: 
 ${versions}

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The version ${version} is not valid. Use one of the following versions: 
 ${versions}"

エラーの解決

 Version  ポリシー要素は、AWS このポリシーを処理するために使用される言語構文ルールを指定しま
す。ポリシーの使用可能なすべての機能を使用するには、すべてのポリシーの Statement 要素の前に最
新の Version 要素を含めます。

"Version": "2012-10-17"

関連用語

• バージョン要素 (p. 1176)

エラー - Json 構文エラー
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Json syntax error: Fix the JSON syntax error at index {{index}} line {{line}} column 
 {{column}}.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Fix the JSON syntax error at index {{index}} line {{line}} column 
 {{column}}."

エラーの解決
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ポリシーに構文エラーがあります。JSON 構文を確認してください。

関連用語

• JSON バリデータ
• IAM JSON ポリシーエレメントのリファレンス (p. 1175)
• JSON ポリシー概要 (p. 422)

エラー - Json 構文エラー
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Json syntax error: Fix the JSON syntax error.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Fix the JSON syntax error."

エラーの解決

ポリシーに構文エラーがあります。JSON 構文を確認してください。

関連用語

• JSON バリデータ
• IAM JSON ポリシーエレメントのリファレンス (p. 1175)
• JSON ポリシー概要 (p. 422)

エラー — アクションが見つかりません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Missing action: Add an Action or NotAction element to the policy statement.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Add an Action or NotAction element to the policy statement."

エラーの解決

AWSJSON ポリシーには Action または NotAction 要素を含める必要があります。

関連用語

• アクション要素 (p. 1188)
• NotAction エレメント (p. 1189)
• JSON ポリシー概要 (p. 422)

エラー — ARN フィールドがありません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。
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Missing ARN field: Resource ARNs must include at least {{fields}} fields in the following 
 structure: arn:partition:service:region:account:resource

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Resource ARNs must include at least {{fields}} fields in the following 
 structure: arn:partition:service:region:account:resource"

エラーの解決

リソース ARN のすべてのフィールドは、既知のリソースタイプの仕様と一致する必要があります。サー
ビスに期待される ARN 形式を表示するには、「AWS サービスのアクション、リソース、および条件
キー」を参照してください。サービスの名前を選択して、そのリソースタイプと ARN 形式を表示しま
す。

関連用語

• ポリシーリソース (p. 1190)
• リソース ARN (p. 1124)
• ARN 形式の AWS サービスリソース

エラー — ARN リージョンがありません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Missing ARN Region: Add a Region to the {{service}} resource ARN.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Add a Region to the {{service}} resource ARN."

エラーの解決

ほとんどの AWS サービスのリソース ARN では、リージョンを指定する必要があります。各リージョンで
サポートされている AWS サービスの表については、リージョン表リージョン表を参照してください。

関連用語

• ポリシーリソース (p. 1190)
• リソース ARN (p. 1124)
• リージョン名とコード

エラー — 効果がありません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Missing effect: Add an Effect element to the policy statement with a value of Allow or 
 Deny.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。
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"findingDetails": "Add an Effect element to the policy statement with a value of Allow or 
 Deny."

エラーの解決

AWS JSON ポリシーには Effect および Allow の値を持つ Deny 要素を含める必要があります。

関連用語

• Effect エレメント (p. 1178)
• JSON ポリシー概要 (p. 422)

エラー — プリンシパルが見つかりません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Missing principal: Add a Principal element to the policy statement.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Add a Principal element to the policy statement."

エラーの解決

リソースベースのポリシーには Principal 要素を含める必要があります。

たとえば、 AWS アカウント内のすべてのユーザーのアクセスを定義するには、ポリシーで次のプリンシ
パルを使用します。

"Principal": { "AWS": "123456789012" }

関連用語

• プリンシパル要素 (p. 1178)
• アイデンティティベースおよびリソースベースのポリシー (p. 444)

エラー - 修飾子がありません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Missing qualifier: The request context key ${key} has multiple values. Use the ForAllValues 
 or ForAnyValue condition key qualifiers in your policy.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The request context key ${key} has multiple values. Use the ForAllValues 
 or ForAnyValue condition key qualifiers in your policy."

エラーの解決
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 Condition 要素に、条件演算子 (等しい、より小さい、など) を使用して、ポリシーの条件キーと値をリ
クエストコンテキストのキーと値に一致させる式を構築します。1 つの条件キーに複数の値が含まれるリ
クエストの場合、配列のように条件を角括弧で囲む必要があります ("Key2":["Value2A", "Value2B"])。ま
た、 ForAllValues または ForAnyValue  set 演算子を StringLike 条件演算子とともに使用する必要
もあります。これらの限定子によって条件演算子にセット演算機能が追加されるため、複数のリクエスト
値を複数の条件値と照合できます。

関連用語

• 複数の条件キーと値の使用 (p. 1206)
• 条件の要素 (p. 1193)

このエラーが発生した AWS 管理ポリシー
AWS 管理ポリシー (p. 427)を使用すると、一般的な AWS のユースケースに基づいてアクセス許可を割り
当てることにより、AWS の使用を開始できます。

次の AWS 管理ポリシーでは、ポリシーステートメントに条件キーの修飾子がありません。AWS 管理ポ
リシーを参照として使用してカスタマー管理ポリシーを作成する場合、 AWS は ForAllValues または
ForAnyValue 条件キー修飾子を Condition 要素に追加することをお勧めします。

• AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

エラー — リソースがありません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Missing resource: Add a Resource or NotResource element to the policy statement.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Add a Resource or NotResource element to the policy statement."

エラーの解決

アイデンティティベースのポリシーには Resource または NotResource 要素を含める必要があります。

関連用語

• リソースの要素 (p. 1190)
• 非リソースの要素 (p. 1192)
• アイデンティティベースおよびリソースベースのポリシー (p. 444)
• JSON ポリシー概要 (p. 422)

エラー — ステートメントが見つかりません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Missing statement: Add a statement to the policy

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。
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"findingDetails": "Add a statement to the policy"

エラーの解決

JSON ポリシーには、ステートメントを含める必要があります。

関連用語

• JSON ポリシーの要素 (p. 1175)

エラー — 存在する場合はNULL
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Null with if exists: The Null condition operator cannot be used with the IfExists suffix. 
 Update the operator or the suffix.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The Null condition operator cannot be used with the IfExists suffix. 
 Update the operator or the suffix."

エラーの解決

IfExists 条件演算子を除く任意の条件演算子名の末尾に Null を追加できます。条件キーが承認時に存
在するかどうかを確認するには、Null 条件演算子を使用します。...ifExists を使用して、「ポリシー
キーがリクエストのコンテキストで存在する場合、ポリシーで指定されたとおりにキーを処理します。
キーが存在しない場合、条件要素は true と評価されます。」

関連用語

• ...条件演算子が存在する場合 (p. 1203)
• Null 条件演算子 (p. 1204)
• 条件の要素 (p. 1193)

エラー — SCP 構文エラー処理のワイルドカード
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

SCP syntax error action wildcard: SCP actions can include wildcards (*) only at the end of 
 a string. Update {{action}}.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "SCP actions can include wildcards (*) only at the end of a string. 
 Update {{action}}."

エラーの解決

AWS Organizations サービスコントロールポリシー (SCP) では、Action または NotAction 要素での値
の指定をサポートします。ただし、これらの値には、文字列の末尾にのみワイルドカード (*) を含めること
ができます。つまり、iam:Get* は指定できますが、iam:*role は指定できません。
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複数のアクションを指定するには、AWSは、個別にリストすることをお勧めします。

関連用語

• SCP アクションおよび NotAction 要素
• SCP を使用した戦略
• AWS Organizations サービスコントロールポリシー
• IAM JSON ポリシーエレメント: アクション (p. 1188)

エラー — SCP 構文エラー 条件を許可
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

SCP syntax error allow condition: SCPs do not support the Condition element with effect 
 Allow. Update the element Condition or the effect.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "SCPs do not support the Condition element with effect Allow. Update the 
 element Condition or the effect."

エラーの解決

AWS Organizations サービスコントロールポリシー (SCP) では、Condition を使用する場合にのみ
"Effect": "Deny" 要素に値を指定することをサポートします。

単一のアクションのみを許可するために、...NotEquals バージョンの条件演算子を使用して指定した条
件以外のすべてへのアクセスを拒否できます。これは、演算子によって行われた比較を無効にします。

関連用語

• SCP 条件の要素
• SCP を使用した戦略
• AWS Organizations サービスコントロールポリシー
• ポリシーの例：リクエストされたリージョンに基づいて AWS へのアクセスを拒否する (p. 474)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件演算子 (p. 1196)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件 (p. 1193)

エラー — SCP 構文エラー NotAction を許可
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

SCP syntax error allow NotAction: SCPs do not support NotAction with effect Allow. Update 
 the element NotAction or the effect.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "SCPs do not support NotAction with effect Allow. Update the element 
 NotAction or the effect."

エラーの解決
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AWS Organizationsサービスコントロールポリシー (SCP) は、NotAction での "Effect": "Allow" 要
素の使用をサポートしていません。

アクションのリストを許可するか、またはリストされていないすべてのアクションを拒否するには、ロ
ジックを書き直す必要があります。

関連用語

• SCP アクションおよび NotAction 要素
• SCP を使用した戦略
• AWS Organizations サービスコントロールポリシー
• IAM JSON ポリシーエレメント: アクション (p. 1188)

エラー — SCP 構文エラー リソースを許可
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

SCP syntax error allow resource: SCPs do not support Resource with effect Allow. Update the 
 element Resource or the effect.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "SCPs do not support Resource with effect Allow. Update the element 
 Resource or the effect."

エラーの解決

AWS Organizationsサービスコントロールポリシー (SCP) では、Resource を使用する場合にのみ
"Effect": "Deny" 要素に値を指定することをサポートします。

すべてのリソースを許可するか、リストされているすべてのリソースを拒否するには、ロジックを書き直
す必要があります。

関連用語

• SCP リソースの要素
• SCP を使用した戦略
• AWS Organizations サービスコントロールポリシー
• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)

エラー — SCP 構文エラー NotResource
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

SCP syntax error NotResource: SCPs do not support the NotResource element. Update the 
 policy to use Resource instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "SCPs do not support the NotResource element. Update the policy to use 
 Resource instead."
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エラーの解決

AWS Organizationsサービスコントロールポリシー (SCP) は、NotResource 要素をサポートしていませ
ん。

すべてのリソースを許可するか、リストされているすべてのリソースを拒否するには、ロジックを書き直
す必要があります。

関連用語

• SCP リソースの要素
• SCP を使用した戦略
• AWS Organizations サービスコントロールポリシー
• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)

エラー — SCP 構文エラー プリンシパル
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

SCP syntax error principal: SCPs do not support specifying principals. Remove the Principal 
 or NotPrincipal element.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "SCPs do not support specifying principals. Remove the Principal or 
 NotPrincipal element."

エラーの解決

AWS Organizationsサービスコントロールポリシー (SCP) は、Principal または NotPrincipal 要素を
サポートしていません。

aws:PrincipalArn 要素の Condition グローバル条件キーを使用してAmazon リソースネーム (ARN) 
を指定できます。

関連用語

• SCP 構文
• プリンシパルのグローバル条件キー (p. 1262)

エラー — 一意の Sid が必要です
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Unique Sids required: Duplicate statement IDs are not supported for this policy type. 
 Update the Sid value.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Duplicate statement IDs are not supported for this policy type. Update 
 the Sid value."
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エラーの解決

一部のポリシータイプでは、ステートメント ID は一意である必要があります。Sid (ステートメント ID) 
要素を使用すると、ポリシーステートメントに指定するオプションの識別子を入力できます。SID 要素
を使用して、ステートメント配列内の各ステートメントにステートメントID値を割り当てることができ
ます。SQS や SNS などの エレメントを特定するサービスでは、Sid 値はポリシードキュメント ID のサ
ブ ID に過ぎません。たとえば、IAM では、Sid 値は JSON ポリシー内で固有のものである必要がありま
す。

関連用語

• IAM JSON ポリシーエレメント: Sid (p. 1178)

エラー — ポリシーでサポートされていないアクション
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Unsupported action in policy: The action {{action}} is not supported for the resource-based 
 policy attached to the resource type {{resourceType}}.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The action {{action}} is not supported for the resource-based policy 
 attached to the resource type {{resourceType}}."

エラーの解決

一部のアクションは、異なるリソースタイプに添付された、リソースベースのポリシーの Action エレメ
ントではサポートされていません。例えば、 AWS Key Management Service アクションは、Amazon S3 
バケットのポリシーではサポートされていません。リソースベースのポリシーに添付のリソースタイプで
サポートされているアクションを指定してください。

関連用語

• JSON ポリシーエレメント: Action (p. 1188)

エラー - サポートされていない要素の組み合わせ
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Unsupported element combination: The policy elements ${element1} and ${element2} can not be 
 used in the same statement. Remove one of these elements.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The policy elements ${element1} and ${element2} can not be used in the 
 same statement. Remove one of these elements."

エラーの解決

JSON ポリシーの要素の組み合わせによっては、一緒に使用できないものもあります。たとえば、Action
と NotAction を同じポリシーステートメントで使用することはできません。相互に排他的な他のペアに
は、Principal/NotPrincipal とResource/NotResource が含まれます。
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関連用語

• IAM JSON ポリシーエレメントのリファレンス (p. 1175)
• JSON ポリシー概要 (p. 422)

エラー — サポートされていないグローバル条件キー
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Unsupported global condition key: The condition key aws:ARN is not supported. Use 
 aws:PrincipalArn or aws:SourceArn instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The condition key aws:ARN is not supported. Use aws:PrincipalArn or 
 aws:SourceArn instead."

エラーの解決

AWS は、指定されたグローバル条件キーの使用をサポートしていません。ユースケースに応じ
て、aws:PrincipalArnまたはaws:SourceArnグローバル条件キーを使用できます。たとえ
ば、aws:ARN の代わりに aws:PrincipalArn を使用して、リクエストを行ったプリンシパルの Amazon 
リソースネーム (ARN) をポリシーで指定した ARN と比較します。代わりに、aws:SourceArn グローバ
ル条件キーを使用して、サービス間リクエストを行っているリソースの Amazon リソースネーム (ARN) 
を、ポリシーで指定した ARN と比較します。

関連用語

• AWS グローバル条件コンテキストキー (p. 1253)

エラー — サポートされていないプリンシパル
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Unsupported principal: The policy type ${policy_type} does not support the Principal 
 element. Remove the Principal element.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The policy type ${policy_type} does not support the Principal element. 
 Remove the Principal element."

エラーの解決

Principal 要素は、リソースへのアクセスを許可または拒否するプリンシパルを指定しま
す。Principal エレメントを IAM アイデンティティベースのポリシーで使用することはできません。こ
れは、IAM ロール用の信頼ポリシーおよびリソースベースのポリシーで使用することができます。リソー
スベースのポリシーは、リソースに直接埋め込むポリシーです。たとえば、Amazon S3 バケットあるいは 
AWS KMS キーにポリシーを埋め込むことができます。

関連用語

• AWS JSON ポリシーエレメント: プリンシパル (p. 1178)
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• IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点 (p. 324)

エラー — ポリシーでサポートされていないリソース ARN
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Unsupported resource ARN in policy: The resource ARN is not supported for the resource-
based policy attached to the resource type {{resourceType}}.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The resource ARN is not supported for the resource-based policy attached 
 to the resource type {{resourceType}}."

エラーの解決

ポリシーが異なるリソースタイプに添付されている場合、一部のリソース ARN は、リソースベースのポ
リシーの Resource エレメントではサポートされていません。例えば、 AWS KMS ARN は Amazon S3 
バケットの Resource ポリシーではサポートされていません。リソースベースのポリシーに添付のリソー
スタイプでサポートされているリソース ARN を指定してください。

関連用語

• JSON ポリシーエレメント: Action (p. 1188)

エラー — サポートされていない Sid
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Unsupported Sid: Update the characters in the Sid element to use one of the following 
 character types: [a-z, A-Z, 0-9]

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Update the characters in the Sid element to use one of the following 
 character types: [a-z, A-Z, 0-9]"

エラーの解決

Sid 要素では、大文字、小文字、および数字をサポートしています。

関連用語

• IAM JSON ポリシーエレメント: Sid (p. 1178)

エラー - プリンシパルでサポートされていないワイルドカード
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Unsupported wildcard in principal: Wildcards (*, ?) are not supported with the principal 
 key {{principal_key}}. Replace the wildcard with a valid principal value.
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AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Wildcards (*, ?) are not supported with the principal key 
 {{principal_key}}. Replace the wildcard with a valid principal value."

エラーの解決

Principal 要素構造体は、キーバリューのペアの使用をサポートしています。ポリシーで指定されたプ
リンシパル値には、ワイルドカード (*) が含まれます。指定したプリンシパルキーにワイルドカードを含
めることはできません。たとえば、Principal エレメント内でユーザーを指定する際に、"すべてのユー
ザー" の意味でワイルドカード () を使用することはできません。特定のユーザーに名前を付ける必要があ
ります。同様に、要素で引き受けたロールセッションを指定する場合、ワイルドカードを使用して「す
べてのセッション」を意味することはできません。特定のセッションに名前を付ける必要があります。ま
た、ワイルドカードとして使用して、名前または ARN の一部に一致させることはできません。

この結果を解決するには、ワイルドカードを削除し、より具体的なプリンシパルを指定します。

関連用語

• AWS JSON ポリシーエレメント: プリンシパル (p. 1178)

エラー - 変数に中括弧がありません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Missing brace in variable: The policy variable is missing a closing curly brace. Add } 
 after the variable text.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The policy variable is missing a closing curly brace. Add } after the 
 variable text."

エラーの解決

ポリシー変数構造は、$ プレフィックスとそれに続く中括弧 ({ }) のペアの使用をサポートします。${ }
文字の中に、ポリシーで使用するリクエストの値の名前を含めます。

この結果を解決するには、欠落している中括弧を追加して、中括弧の完全な開閉セットが存在することを
確認します。

関連用語

• IAM ポリシーエレメント: 変数 (p. 1211)

エラー - 変数に引用符がありません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Missing quote in variable: The policy variable default value must begin and end with a 
 single quote. Add the missing quote.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

1015



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ポリシーチェックリファレンス

"findingDetails": "The policy variable default value must begin and end with a single 
 quote. Add the missing quote."

エラーの解決

ポリシーに変数を追加するときに、変数のデフォルト値を指定できます。変数が存在しない場合、AWS で
は、指定されたデフォルトのテキストが使用されます。

変数にデフォルト値を追加するには、デフォルト値を一重引用符 (' ') で囲み、変数テキストとデフォル
ト値をコンマとスペース (, ) で区切ります。

例えば、プリンシパルが team=yellow でタグ付けされている場合、DOC-EXAMPLE-BUCKET-yellow と
いう名前で DOC-EXAMPLE-BUCKET Amazon S3 バケットにアクセスできます。このリソースを使用する
ポリシーでは、チームメンバーが自分のリソースにアクセスすることは許可されますが、他のチームのリ
ソースにアクセスすることはできません。チームタグのないユーザーには、company-wide のデフォルト
値を設定できます。これらのユーザーは DOC-EXAMPLE-BUCKET-company-wide バケットにのみアクセ
スでき、チームへの参加方法などの一般的な情報を確認できます。

"Resource":"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-${aws:PrincipalTag/team, 'company-wide'}"

関連用語

• IAM ポリシーエレメント: 変数 (p. 1211)

エラー — 変数でサポートされていないスペース
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Unsupported space in variable: A space is not supported within the policy variable text. 
 Remove the space.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "A space is not supported within the policy variable text. Remove the 
 space."

エラーの解決

ポリシー変数構造は、$ プレフィックスとそれに続く中括弧 ({ }) のペアの使用をサポートします。${ }
文字の中に、ポリシーで使用するリクエストの値の名前を含めます。デフォルトの変数を指定するときに
スペースを含めることはできますが、変数名にスペースを含めることはできません。

関連用語

• IAM ポリシーエレメント: 変数 (p. 1211)

エラー — 空の変数
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Empty variable: Empty policy variable. Remove the ${ } variable structure or provide a 
 variable within the structure.
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AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Empty policy variable. Remove the ${ } variable structure or provide a 
 variable within the structure."

エラーの解決

ポリシー変数構造は、$ プレフィックスとそれに続く中括弧 ({ }) のペアの使用をサポートします。${ }
文字の中に、ポリシーで使用するリクエストの値の名前を含めます。

関連用語

• IAM ポリシーエレメント: 変数 (p. 1211)

エラー - 要素で変数がサポートされていません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Variable unsupported in element: Policy variables are supported in the Resource and 
 Condition elements. Remove the policy variable {{variable}} from this element.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Policy variables are supported in the Resource and Condition elements. 
 Remove the policy variable {{variable}} from this element."

エラーの解決

Resource 要素のポリシー変数、および Condition 要素の文字列比較を活用できます。

関連用語

• IAM ポリシーエレメント: 変数 (p. 1211)

エラー — 変数はバージョンでサポートされていません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Variable unsupported in version: To include variables in your policy, use the policy 
 version 2012-10-17 or later.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "To include variables in your policy, use the policy version 2012-10-17 
 or later."

エラーの解決

ポリシー変数を使用するには、ステートメントに Version エレメントを含めて、ポリシー変数をサポー
トするバージョンに設定する必要があります。変数はバージョン 2012-10-17 から導入されました。旧
バージョンでのポリシー言語では、ポリシー変数をサポートしていません。Version を 2012-10-17 以
降に設定しない場合、${aws:username} などの変数はポリシーでリテラル文字列として扱われます。
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Version ポリシー要素は、ポリシーバージョンとは異なります。Version ポリシー要素は、ポリシー内
で使用され、ポリシー言語のバージョンを定義します。ポリシーバージョンは、IAM でカスタマーマネー
ジド型ポリシーを変更すると作成されます。変更されたポリシーによって既存のポリシーが上書きされる
ことはありません。代わりに、IAM はマネージド型ポリシーの新しいバージョンを作成します。

関連用語

• IAM ポリシーエレメント: 変数 (p. 1211)
• IAM JSON ポリシーエレメント: バージョン (p. 1176)

エラー — プライベート IP アドレス
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Private IP address: aws:SourceIp works only for public IP address ranges. The values for 
 condition key aws:SourceIp include only private IP addresses and will not have the desired 
 effect. Update the value to include only public IP addresses.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "aws:SourceIp works only for public IP address ranges. The values for 
 condition key aws:SourceIp include only private IP addresses and will not have the desired 
 effect. Update the value to include only public IP addresses."

エラーの解決

グローバル条件キーは、aws:SourceIp パブリック IP アドレス範囲に対してのみ機能します。このエ
ラーは、ポリシーでプライベート IP アドレスのみが許可されている場合に表示されます。この場合、条件
は一致しません。

• aws:SourceIp グローバル条件キー (p. 1279)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件 (p. 1193)

エラー — プライベート通知アドレス
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Private NotIpAddress: The values for condition key aws:SourceIp include only private IP 
 addresses and has no effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. Update 
 the value to include only public IP addresses.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The values for condition key aws:SourceIp include only private IP 
 addresses and has no effect. aws:SourceIp works only for public IP address ranges. Update 
 the value to include only public IP addresses."

エラーの解決

グローバル条件キーは、aws:SourceIp パブリック IP アドレス範囲に対してのみ機能しま
す。NotIpAddress 条件演算子を使用し、プライベートIPアドレスのみをリストすると、このエラーが発
生します。この場合、条件は常に一致し、効果がありません。
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• aws:SourceIp グローバル条件キー (p. 1279)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件 (p. 1193)

エラー — ポリシーのサイズが SCP クォータを超えています
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Policy size exceeds SCP quota: The {{policySize}} characters in the service control policy 
 (SCP) exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for SCPs. We recommend that you use 
 multiple granular policies.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the service control policy (SCP) exceed 
 the {{policySizeQuota}} character maximum for SCPs. We recommend that you use multiple 
 granular policies."

エラーの解決

AWS Organizations サービスコントロールポリシー (SCP) では、Action または NotAction 要素での値
の指定をサポートします。ただし、これらの値には、文字列の末尾にのみワイルドカード (*) を含めること
ができます。つまり、iam:Get* は指定できますが、iam:*role は指定できません。

複数のアクションを指定するには、AWSは、個別にリストすることをお勧めします。

関連用語

• AWS Organizationsのクォータ
• AWS Organizations サービスコントロールポリシー

エラー — 無効なサービスプリンシパルの形式
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid service principal format: The service principal does not match the expected format. 
 Use the format {{expectedFormat}}.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The service principal does not match the expected format. Use the format 
 {{expectedFormat}}."

エラーの解決

条件のキーバリューのペアの値は、定義されたサービスプリンシパルの形式と一致する必要があります。

サービスプリンシパルは、サービスにアクセス許可を付与するために使用される識別子です。Principal
エレメントか、一部のグローバル条件キーとサービス固有のキーの値で、サービスプリンシパルを指定で
きます。サービスプリンシパルは各サービスによって定義されます。

サービスプリンシパルの識別子にはサービス名が含まれ、通常はすべて小文字で、次の形式になります。

service-name.amazonaws.com
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サービス固有のキーによっては、サービスプリンシパルの形式が異なる場合があります。例え
ば、kms:ViaService 条件キーには、サービスプリンシパルは小文字で、次の形式になっている必要が
あります。

service-name.AWS_region.amazonaws.com

関連用語

• サービスプリンシパル
• AWS グローバル条件キー (p. 1253)
• kms:ViaService 条件キー

エラー — 条件にタグキーがありません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Missing tag key in condition: The condition key {{conditionKeyName}} must include a tag key 
 to control access based on tags. Use the format {{conditionKeyName}}tag-key and specify a 
 key name for tag-key.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The condition key {{conditionKeyName}} must include a tag key to control 
 access based on tags. Use the format {{conditionKeyName}}tag-key and specify a key name 
 for tag-key."

エラーの解決

タグに基づいてアクセスを制御するには、ポリシーの条件要素 (p. 1193)でタグ情報を提供します。

たとえば、AWS リソースへのアクセスをコントロールするには、aws:ResourceTag 条件キーを含めま
す。このキーには、形式 aws:ResourceTag/tag-key が必要です。条件でタグキー owner とタグ値
JaneDoe を指定するには、次の形式を使用します。

"Condition": { 
    "StringEquals": {"aws:ResourceTag/owner": "JaneDoe"}
}

関連用語

• タグを使用したアクセス制御 (p. 455)
• 条件 (p. 1193)
• グローバル条件キー (p. 1253)
• AWS サービス条件キー

エラー — VPC 形式が無効です
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid vpc format: The VPC identifier in the condition key value is not valid. Use the 
 prefix 'vpc-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.
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AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The VPC identifier in the condition key value is not valid. Use the 
 prefix 'vpc-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters."

エラーの解決

aws:SourceVpc 条件キーにはプレフィックスとして vpc- を使用し、続けて 8 文字または 17 文字の英
数字を使用する必要があります。例えば、vpc-11223344556677889 または vpc-12345678 のように
なります。

関連用語

• AWS グローバル条件キー: aws:SourceVpc

エラー — VPCE 形式が無効です
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid vpce format: The VPCE identifier in the condition key value is not valid.  Use the 
 prefix 'vpce-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The VPCE identifier in the condition key value is not valid.  Use the 
 prefix 'vpce-' followed by 8 or 17 alphanumeric characters."

エラーの解決

aws:SourceVpce 条件キーにはプレフィックスとして vpce- を使用し、続けて 8 文字または 17 文字の
英数字を使用する必要があります。例えば、vpce-11223344556677889 または vpce-12345678 のよ
うになります。

関連用語

• AWS グローバル条件キー: aws:SourceVpce

エラー — フェデレーティッドプリンシパルはサポートされてい
ません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Federated principal not supported: The policy type does not support a federated identity 
 provider in the principal element. Use a supported principal.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The policy type does not support a federated identity provider in the 
 principal element. Use a supported principal."

エラーの解決
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Principal エレメントは、IAM ロールに添付された信頼ポリシーにはフェデレーティッドプリンシパル
を使用し、ID フェデレーションを通じてアクセスを提供します。ID ポリシー、およびその他のリソース
ベースのポリシーは、Principal エレメントでフェデレーティッド ID プロバイダーをサポートしていま
せん。例えば、Amazon S3 バケットポリシーでは、SAML プリンシパルを使用できません。Principal
エレメントを、サポートされているプリンシパルタイプに変更します。

関連用語

• ID フェデレーション用のロールの作成 (p. 264)
• JSON ポリシーの要素: プリンシパル (p. 1178)

エラー — 条件キーでサポートされていないアクション
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Unsupported action for condition key: The following actions: {{actions}} are not supported 
 by the condition key {{key}}. The condition will not be evaluated for these actions. We 
 recommend that you move these actions to a different statement without this condition key.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The following actions: {{actions}} are not supported by the condition 
 key {{key}}. The condition will not be evaluated for these actions. We recommend that you 
 move these actions to a different statement without this condition key."

エラーの解決

ポリシーステートメントの Condition エレメントにある条件キーが、Action エレメントのそれぞれの
アクションに適用されていることを確認してください。指定したアクションが、ポリシーによってしっか
りと許可または拒否されるようにするには、サポートされないアクションを、条件キーが含まれない別の
ステートメントに移動する必要があります。

Note

このエラーのために、Action エレメントにワイルドカード付きのアクションがある場合は、IAM 
Access Analyzer がこれらのアクションを評価しません。

関連用語

• JSON ポリシーエレメント: Action (p. 1188)

エラー — ポリシーでサポートされていないアクション
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Unsupported action in policy: The action {{action}} is not supported for the resource-based 
 policy attached to the resource type {{resourceType}}.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The action {{action}} is not supported for the resource-based policy 
 attached to the resource type {{resourceType}}."
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エラーの解決

一部のアクションは、異なるリソースタイプに添付された、リソースベースのポリシーの Action エレメ
ントではサポートされていません。例えば、 AWS Key Management Service アクションは、Amazon S3 
バケットのポリシーではサポートされていません。リソースベースのポリシーに添付のリソースタイプで
サポートされているアクションを指定してください。

関連用語

• JSON ポリシーエレメント: Action (p. 1188)

エラー — ポリシーでサポートされていないリソース ARN
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Unsupported resource ARN in policy: The resource ARN is not supported for the resource-
based policy attached to the resource type {{resourceType}}.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The resource ARN is not supported for the resource-based policy attached 
 to the resource type {{resourceType}}."

エラーの解決

ポリシーが異なるリソースタイプに添付されている場合、一部のリソース ARN は、リソースベースのポ
リシーの Resource エレメントではサポートされていません。例えば、 AWS KMS ARN は Amazon S3 
バケットの Resource ポリシーではサポートされていません。リソースベースのポリシーに添付のリソー
スタイプでサポートされているリソース ARN を指定してください。

関連用語

• JSON ポリシーエレメント: Action (p. 1188)

エラー — サービスプリンシパルでサポートされていない条件
キー
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Unsupported condition key for service principal: The following condition keys are not 
 supported when used with the service principal: {{conditionKeys}}.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The following condition keys are not supported when used with the 
 service principal: {{conditionKeys}}."

エラーの解決

サービスの識別子であるサービスプリンシパルを使用して、リソースベースのポリシーの AWS の
サービス エレメントで Principal を指定できます。一部の条件キーは、特定のサービスプリン
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シパルでは使用できません。例えば、サービスプリンシパル cloudfront.amazonaws.com で
は、aws:PrincipalOrgID 条件キーは使用できません。Principal エレメントのサービスプリンシパ
ルに適用されない条件キーは、削除する必要があります。

関連用語

• サービスプリンシパル
• JSON ポリシーの要素: プリンシパル (p. 1178)

エラー — ロール信頼ポリシー構文エラー notprincipal
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Role trust policy syntax error notprincipal: Role trust policies do not support 
 NotPrincipal. Update the policy to use a Principal element instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Role trust policies do not support NotPrincipal. Update the policy to 
 use a Principal element instead."

エラーの解決

ロール信頼ポリシーは、IAM ロールにアタッチされているリソースベースのポリシーです。信頼ポリシー
では、ロールを引き受けることができるプリンシパルエンティティ (アカウント、ユーザー、ロール、
フェデレーティッドユーザー) を定義します。ロール信頼ポリシーは、NotPrincipal をサポートしてい
ません。ポリシーを更新して、代わりに Principal 要素を使用します。

関連用語

• JSON ポリシーの要素: プリンシパル (p. 1178)
• JSON ポリシーエレメント: NotPrincipal (p. 1186)

エラー - ロール信頼ポリシーはプリンシパルでワイルドカードを
サポートしていません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Role trust policy unsupported wildcard in principal: "Principal:" "*" is not supported in 
 the principal element of a role trust policy. Replace the wildcard with a valid principal 
 value.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": ""Principal:" "*" is not supported in the principal element of a role 
 trust policy. Replace the wildcard with a valid principal value."

エラーの解決

ロール信頼ポリシーは、IAM ロールにアタッチされているリソースベースのポリシーです。信頼ポリシー
は、ロールを引き受けることができるプリンシパルエンティティ (アカウント、ユーザー、ロール、フェ
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デレーティッドユーザー) を定義します。"Principal:" "*" は、ロール信頼ポリシーの Principal 要
素ではサポートされていません。ワイルドカードを有効なプリンシパル値に置き換えてください。

関連用語

• JSON ポリシーの要素: プリンシパル (p. 1178)

エラー — ロール信頼ポリシー構文エラー リソース
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Role trust policy syntax error resource: Role trust policies apply to the role that 
 they are attached to. You cannot specify a resource. Remove the Resource or NotResource 
 element.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Role trust policies apply to the role that they are attached to. You 
 cannot specify a resource. Remove the Resource or NotResource element."

エラーの解決

ロール信頼ポリシーは、IAM ロールにアタッチされているリソースベースのポリシーです。信頼ポリシー
では、ロールを引き受けることができるプリンシパルエンティティ (アカウント、ユーザー、ロール、
フェデレーティッドユーザー) を定義します。ロール信頼ポリシーは、アタッチされているロールに適
用されます。ロール信頼ポリシーで、Resource または NotResource 要素を指定することはできませ
ん。Resource または NotResource 要素を削除します。

• JSON ポリシーエレメント: Resource (p. 1190)
• JSON ポリシーエレメント: NotResource (p. 1192)

エラー — 条件キーのアクションがありません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Missing action for condition key: The {{actionName}} action must be in the action block to 
 allow setting values for the condition key {{keyName}}. Add {{actionName}} to the action 
 block.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The {{actionName}} action must be in the action block to allow setting 
 values for the condition key {{keyName}}. Add {{actionName}} to the action block."

エラーの解決

ポリシーステートメントの Condition 要素の条件キーは、指定されたアクションが Action 要素内にな
い限り、評価されません。指定した条件キーが、ポリシーによってしっかりと許可または拒否されるよう
にするには、Action 要素にアクションを追加します。

関連用語

• JSON ポリシーエレメント: Action (p. 1188)
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エラー — ロール信頼ポリシー内のフェデレーションプリンシパ
ル構文が無効です
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid federated principal syntax in role trust policy: The principal value specifies 
 a federated principal that does not match the expected format. Update the federated 
 principal to a domain name or a SAML metadata ARN.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The principal value specifies a federated principal that does not match 
 the expected format. Update the federated principal to a domain name or a SAML metadata 
 ARN."

エラーの解決

プリンシパル値はが、期待される形式と一致しないフェデレーションプリンシパルを指定しています。
フェデレーションプリンシパルの形式を有効なドメイン名または SAML メタデータ ARN に更新します。

関連用語

• フェデレーティッドユーザーとロール

エラー — プリンシパルのアクションが一致しません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Mismatched action for principal: The {{actionName}} action is invalid with the 
 following principal(s): {{principalNames}}. Use a SAML provider principal with 
 the sts:AssumeRoleWithSAML action or use an OIDC provider principal with the 
 sts:AssumeRoleWithWebIdentity action. Ensure the provider is Federated if you use either 
 of the two options.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The {{actionName}} action is invalid with the following principal(s): 
 {{principalNames}}. Use a SAML provider principal with the sts:AssumeRoleWithSAML action 
 or use an OIDC provider principal with the sts:AssumeRoleWithWebIdentity action. Ensure 
 the provider is Federated if you use either of the two options."

エラーの解決

ポリシーステートメントの Action 要素で指定されたアクションが、Principal 要
素で指定されたプリンシパルで無効です。例えば、SAML プロバイダーのプリンシ
パルを sts:AssumeRoleWithWebIdentity アクションで使用することはできませ
ん。sts:AssumeRoleWithSAML アクションで SAML プロバイダー プリンシパルを使用する
か、sts:AssumeRoleWithWebIdentity アクションで OIDC プロバイダー プリンシパルを使用する必
要があります。

関連用語

• AssumeRoleWithSAML
• AssumeRoleWithWebIdentity
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エラー — ロールエニウェア信頼ポリシーのアクションが見つか
りません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Missing action for roles anywhere trust policy: The rolesanywhere.amazonaws.com service 
 principal requires the sts:AssumeRole, sts:SetSourceIdentity, and sts:TagSession 
 permissions to assume a role. Add the missing permissions to the policy.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The rolesanywhere.amazonaws.com service principal requires the 
 sts:AssumeRole, sts:SetSourceIdentity, and sts:TagSession permissions to assume a role. 
 Add the missing permissions to the policy."

エラーの解決

IAM Roles Anywhere がロールを引き受けて一時的に AWS 認証情報を配信できるようにするには、ロール
が IAM Roles Anywhere のサービスプリンシパルを信頼する必要があります。IAM Roles Anywhere のサー
ビスプリンシパルに sts:AssumeRole、sts:SetSourceIdentity、およびロールを引き受けるための
sts:TagSession 許可が必要です。いずれかの許可が見つからない場合、ポリシーに追加する必要があ
ります。

関連用語

• AWS Identity and Access Management Roles Anywhere の信頼モデル

一般的な警告 — NotResource で SLR を作成する
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Create SLR with NotResource: Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with NotResource 
 can allow creation of unintended service-linked roles for multiple resources. We recommend 
 that you specify resource ARNs instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with NotResource can allow 
 creation of unintended service-linked roles for multiple resources. We recommend that you 
 specify resource ARNs instead."

一般的な警告の解決

アクション iam:CreateServiceLinkedRole は AWS のサービスがユーザーに代わって
アクションを実行できるようにする IAM ロールを作成する許可を付与します。ポリシーで
iam:CreateServiceLinkedRole 要素を使用して NotResource を使用すると、複数のリソー
スに対して意図しないサービスリンクロールを作成できる可能性があります。 代わりに、AWS で
は、Resource 要素で許可されたARNを指定することをお勧めします。

• CreateServiceLinkedRole オペレーション
• IAM JSON ポリシーエレメント: 非リソース (p. 1192)
• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)
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一般的な警告 — スターインアクションで NotResource の SLR 
を作成する
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Create SLR with star in action and NotResource: Using an action with a wildcard(*) and 
 NotResource can allow creation of unintended service-linked roles because it can allow 
 iam:CreateServiceLinkedRole permissions on multiple resources. We recommend that you 
 specify resource ARNs instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using an action with a wildcard(*) and NotResource can allow creation 
 of unintended service-linked roles because it can allow iam:CreateServiceLinkedRole 
 permissions on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead."

一般的な警告の解決

アクション iam:CreateServiceLinkedRole は AWS のサービスがユーザーに代わってアクションを
実行できるようにする IAM ロールを作成する許可を付与します。Action にワイルドカード (*) が含ま
れ、NotResource 要素を含むポリシーにより、複数のリソースに対して意図しないサービスリンクロー
ルを作成できる場合があります。AWSでは、 代わりに Resource 要素で許可された ARN を指定すること
をお勧めします。

• CreateServiceLinkedRole オペレーション
• IAM JSON ポリシーエレメント: 非リソース (p. 1192)
• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)

一般的な警告 — NotAction および NotResource を使用した SLR 
の作成
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Create SLR with NotAction and NotResource: Using NotAction with NotResource can allow 
 creation of unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole 
 permissions on multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using NotAction with NotResource can allow creation of unintended 
 service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions on multiple 
 resources. We recommend that you specify resource ARNs instead."

一般的な警告の解決

アクション iam:CreateServiceLinkedRole は AWS のサービスがユーザーに代わってアクションを実
行できるようにする IAM ロールを作成する許可を付与します。NotAction 要素を NotResource 要素と
ともに使用すると、複数のリソースに対して意図しないサービスリンクロールを作成できる可能性があり
ます。AWS では、代わりに iam:CreateServiceLinkedRole 要素の ARN の限定リストで Resource
を許可するようにポリシーを書き直すことをお勧めします。iam:CreateServiceLinkedRole 要素に
NotAction を追加することもできます。
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• CreateServiceLinkedRole オペレーション
• IAM JSON ポリシーエレメント: 非アクション (p. 1189)
• IAM JSON ポリシーエレメント: アクション (p. 1188)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 非リソース (p. 1192)
• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)

一般的な警告 — リソースにスター付き SLR を作成する
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Create SLR with star in resource: Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with 
 wildcards (*) in the resource can allow creation of unintended service-linked roles. We 
 recommend that you specify resource ARNs instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using the iam:CreateServiceLinkedRole action with wildcards (*) in the 
 resource can allow creation of unintended service-linked roles. We recommend that you 
 specify resource ARNs instead."

一般的な警告の解決

アクション iam:CreateServiceLinkedRole は AWS のサービスがユーザーに代わってアクションを実
行できるようにする IAM ロールを作成する許可を付与します。iam:CreateServiceLinkedRole 要素
にワイルドカード (*) を使用してポリシーで Resource を使用すると、複数のリソースに対して意図しな
いサービスリンクロールを作成できる可能性があります。AWSでは、 代わりに Resource 要素で許可さ
れたARNを指定することをお勧めします。

• CreateServiceLinkedRole オペレーション
• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)

AWSこの一般的な警告を伴う管理ポリシー
AWS 管理ポリシー (p. 427)を使用すると、一般的な AWS のユースケースに基づいてアクセス許可を割り
当てることにより、AWS の使用を開始できます。

これらのユースケースには、アカウント内のパワーユーザー向けのものが含まれています。次の AWS 
管理ポリシーは、パワーユーザーアクセスを提供し、任意のAWS サービスのサービスリンクロー
ル (p. 244)を作成するためのアクセス許可を付与します。AWSでは、パワーユーザーと見なす IAM ID にの
み、次の AWS 管理対象ポリシーを添付することをお勧めします。

• PowerUserAccess
• AlexaForBusinessFullAccess
• AWSOrganizationsServiceTrustPolicy – この AWS 管理ポリシーは、AWS Organizations サービスにリン

クされたロールで使用するための許可を提供します。このロールを使用すると、Organizationsは、AWS 
組織内の他のサービスに対してサービスにリンクされた追加のロールを作成できます。

一般的な警告 — アクションとリソースにスター付き SLR を作成
する
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。
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Create SLR with star in action and resource: Using wildcards (*) in the action and 
 the resource can allow creation of unintended service-linked roles because it allows 
 iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you specify 
 resource ARNs instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using wildcards (*) in the action and the resource can allow creation of 
 unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions 
 on all resources. We recommend that you specify resource ARNs instead."

一般的な警告の解決

アクション iam:CreateServiceLinkedRole は AWS のサービスがユーザーに代わってアクションを実
行できるようにする IAM ロールを作成する許可を付与します。Action 要素とResource 要素にワイルド
カード (*) が含まれるポリシーでは、複数のリソースに対して意図しないサービスリンクロールを作成でき
ます。これにより"Action": "*"、"Action": "iam:*"、"Action": "iam:Create*"、またはを
指定したときにサービスにリンクされたロールを作成できます。AWS では、代わりに Resource 要素で
許可されたARNを指定することをお勧めします。

• CreateServiceLinkedRole オペレーション
• IAM JSON ポリシーエレメント: アクション (p. 1188)
• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)

AWSこの一般的な警告を伴う管理ポリシー
AWS 管理ポリシー (p. 427)を使用すると、一般的な AWS のユースケースに基づいてアクセス許可を割り
当てることにより、AWS の使用を開始できます。

これらのユースケースの中には、アカウント内の管理者向けのものがあります。次の AWS 管理ポリシー
は、管理者アクセスを提供し、任意の AWS サービスのサービスリンクロール (p. 244)を作成するためのア
クセス許可を付与します。AWS では、次の AWS 管理ポリシーを、管理者と見なす IAM ID にのみ添付す
ることをお勧めします。

• AdministratorAccess
• IAMFullAccess

一般的な警告 — リソースにスターがあり、NotAction で SLR を
作成する
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Create SLR with star in resource and NotAction: Using a resource with wildcards (*) 
 and NotAction can allow creation of unintended service-linked roles because it allows 
 iam:CreateServiceLinkedRole permissions on all resources. We recommend that you specify 
 resource ARNs instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using a resource with wildcards (*) and NotAction can allow creation of 
 unintended service-linked roles because it allows iam:CreateServiceLinkedRole permissions 
 on all resources. We recommend that you specify resource ARNs instead."
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一般的な警告の解決

アクション iam:CreateServiceLinkedRole は AWS のサービスがユーザーに代わってアクション
を実行できるようにする IAM ロールを作成する許可を付与します。ポリシーで NotAction 要素を使用
し、Resource 要素にワイルドカード (*) を使用すると、複数のリソースに対して意図しないサービスリ
ンクロールを作成できるようになります。AWS では、代わりに Resource 要素で許可された ARN を指定
することをお勧めします。iam:CreateServiceLinkedRole 要素に NotAction を追加することもでき
ます。

• CreateServiceLinkedRole オペレーション
• IAM JSON ポリシーエレメント: 非アクション (p. 1189)
• IAM JSON ポリシーエレメント: アクション (p. 1188)
• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)

一般的な警告 — 非推奨のグローバル条件キー
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Deprecated global condition key: We recommend that you update aws:ARN to use the newer 
 condition key aws:PrincipalArn.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "We recommend that you update aws:ARN to use the newer condition key 
 aws:PrincipalArn."

一般的な警告の解決

ポリシーには、非推奨のグローバル条件キーが含まれています。条件キーと値のペアの条件キーを更新し
て、サポートされているグローバル条件キーを使用します。

• グローバル条件キー (p. 1253)

一般的な警告 - 無効な日付値
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid date value: The date {{date}} might not resolve as expected. We recommend that you 
 use the YYYY-MM-DD format.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The date {{date}} might not resolve as expected. We recommend that you 
 use the YYYY-MM-DD format."

一般的な警告の解決

Unix エポック時間は、1970 年 1 月 1 日から経過した時点からうるう秒を引いた時点を記述します。エ
ポック時間は、予想される正確な時間に解決されない場合があります。AWS では、日付と時刻の書式に 
W3C 標準を使用することをお勧めします。たとえば、YYYY-MM-DD (1997-07-16) のように完全な日付を
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指定したり、YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (1997-07-16T19:20:30+01:00) のように 2 番目の日付に時刻を
追加することもできます。

• W3C 日付と時刻の形式
• IAM JSON ポリシーエレメント: バージョン (p. 1176)
• aws:CurrentTime グローバル条件キー (p. 1256)

一般的な警告 - 無効なロールリファレンス
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid role reference: The Principal element includes the IAM role ID {{roleid}}. We 
 recommend that you use a role ARN instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The Principal element includes the IAM role ID {{roleid}}. We recommend 
 that you use a role ARN instead."

一般的な警告の解決

AWSでは、IAM ロールには、プリンシパル ID ではなく Amazon リソースネーム (ARN) を指定すること
をお勧めします。IAM がポリシーを保存すると、ARN が既存のロールのプリンシパル ID に変換されま
す。AWS には、安全上の注意事項が含まれています。ロールを削除して再作成すると、そのロールには新
しい ID が割り当てられ、ポリシーは新しいロールの ID と一致しません。

• プリンシパルの指定:IAM ロール (p. 1180)
• IAM ARN (p. 1124)
• IAM 一意の ID (p. 1129)

一般的な警告 — 無効なユーザーリファレンス
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Invalid user reference: The Principal element includes the IAM user ID {{userid}}. We 
 recommend that you use a user ARN instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The Principal element includes the IAM user ID {{userid}}. We recommend 
 that you use a user ARN instead."

一般的な警告の解決

AWSでは、IAM ユーザーに対して、プリンシパルIDではなく Amazon リソースネーム (ARN) を指定する
ことをお勧めします。IAM がポリシーを保存すると、ARN が既存のユーザーのプリンシパル ID に変換さ
れます。AWS には、安全上の注意事項が含まれています。誰かがユーザーを削除して再作成すると、その
ユーザーには新しい ID が割り当てられ、ポリシーは新しいユーザーの ID と一致しません。

• プリンシパルの指定:IAM ユーザー (p. 1183)
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• IAM ARN (p. 1124)
• IAM 一意の ID (p. 1129)

一般的な警告-バージョンがありません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Missing version: We recommend that you specify the Version element to help you with 
 debugging permission issues.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "We recommend that you specify the Version element to help you with 
 debugging permission issues."

一般的な警告の解決

AWS ではポリシーにオプションの Version パラメータを含めることをお勧めします。Version 要素を含
めない場合、デフォルト値は 2012-10-17 ですが、ポリシー変数などの新しい機能はポリシーでは機能し
ません。たとえば、${aws:username} などの変数は変数として認識されず、代わりにポリシー内のリテ
ラル文字列として扱われます。

• IAM JSON ポリシーエレメント: バージョン (p. 1176)

一般的な警告 — 固有の Sid を推奨
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Unique Sids recommended: We recommend that you use statement IDs that are unique to your 
 policy. Update the Sid value.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "We recommend that you use statement IDs that are unique to your policy. 
 Update the Sid value."

一般的な警告の解決

AWS では、一意のステートメント ID を使用することをお勧めします。Sid (ステートメントID) 要素を
使用すると、ポリシーステートメントに指定するオプションの識別子を入力できます。SID 要素を使用し
て、ステートメント配列内の各ステートメントにステートメントID値を割り当てることができます。

関連用語

• IAM JSON ポリシーエレメント: Sid (p. 1178)

一般的な警告 – 演算子のようなもののないワイルドカード
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。
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Wildcard without like operator: Your condition value includes a * or ? character. If you 
 meant to use a wildcard (*, ?), update the condition operator to include Like.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Your condition value includes a * or ? character. If you meant to use a 
 wildcard (*, ?), update the condition operator to include Like."

一般的な警告の解決

Condition 要素構造では、条件演算子とキーと値のペアを使用する必要があります。ワイルドカード 
(*、？) を使用する条件値を指定する場合は、Like バージョンの条件演算子を使用する必要があります。
たとえば、StringEquals 文字列条件演算子の代わりに、StringLike を使用します。

"Condition": {"StringLike": {"aws:PrincipalTag/job-category": "admin-*"}}

• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件演算子 (p. 1196)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件 (p. 1193)

AWSこの一般的な警告を伴う管理ポリシー

AWS 管理ポリシー (p. 427)を使用すると、一般的な AWS ユースケースに基づいてアクセス許可を割り当
てることにより、AWS の使用を開始できます。

次の AWS 管理ポリシーでは、パターンマッチング用の Like を含む条件演算子を使用せずに、条件値に
ワイルドカードが含まれています。AWS 管理ポリシーを参照として使用して顧客管理ポリシーを作成する
場合、AWS では、StringLike などのワイルドカード (*、？) とのパターンマッチングをサポートする条
件演算子を使用することをお勧めします。

• AWSGlueConsoleSageMakerNotebookFullAccess

一般的な警告 — ポリシーのサイズが ID ポリシーのクォータを超
えています
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Policy size exceeds identity policy quota: The {{policySize}} characters in the identity 
 policy, excluding whitespace, exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for inline 
 and managed policies. We recommend that you use multiple granular policies.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the identity policy, excluding 
 whitespace, exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for inline and managed 
 policies. We recommend that you use multiple granular policies."

一般的な警告の解決

最大 10 のマネージド型ポリシーを IAM ID (ユーザー、ユーザーのグループ、ロール) にアタッチできま
す。ただし、各管理ポリシーのサイズは、デフォルトのクォータである 6,144 文字を超えることはでき
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ません。IAM では、このクォータに対するポリシーのサイズを計算する際にスペースはカウントしませ
ん。AWS のクォータ (制限とも呼ばれます) は、AWS アカウントのリソース、アクション、および制限の
最大値です。

さらに、IAM アイデンティティに必要な数のインラインポリシーを追加できます。ただし、アイデンティ
ティごとのすべてのインラインポリシーの合計サイズは、指定されたクォータを超えることはできませ
ん。

ポリシーがクォータより大きい場合は、ポリシーを複数のステートメントに整理し、ステートメントを複
数のポリシーにグループ化できます。

関連用語

• IAM および AWS STS 文字クォータ (p. 1131)
• 複数のステートメントと複数のポリシー (p. 424)
• IAM カスタマーマネージド型ポリシー (p. 428)
• JSON ポリシー概要 (p. 422)
• IAM JSON ポリシー文法 (p. 1237)

AWSこの一般的な警告を伴う管理ポリシー

AWS 管理ポリシー (p. 427)を使用すると、一般的な AWS のユースケースに基づいてアクセス許可を割り
当てることにより、AWS の使用を開始できます。

次の AWS 管理ポリシーは、多くの AWS サービスにわたるアクションにアクセス許可を付与し、最大ポ
リシーサイズを超えています。管理ポリシーを作成するための参照として AWS 管理ポリシーを使用する
場合は、ポリシーを複数のポリシーに分割する必要があります。

• ReadOnlyAccess
• AWSSupportServiceRolePolicy

一般的な警告 — ポリシーのサイズが リソースポリシーのクォー
タを超えています
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Policy size exceeds resource policy quota: The {{policySize}} characters in the resource 
 policy exceed the {{policySizeQuota}} character maximum for resource policies. We 
 recommend that you use multiple granular policies.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The {{policySize}} characters in the resource policy exceed the 
 {{policySizeQuota}} character maximum for resource policies. We recommend that you use 
 multiple granular policies."

一般的な警告の解決

リソースベースのポリシーは、Amazon S3 バケットなどのリソースにアタッチする JSON ポリシード
キュメントです。これらのポリシーでは、そのリソースに対して特定のアクションを実行するために指定
されたプリンシパルのアクセス許可を付与するとともに、このアクセス許可が適用される条件を定義しま
す。リソースベースのポリシーのサイズは、そのリソースに設定されたクォータを超えることができませ
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ん。AWS のクォータ (制限とも呼ばれます) は、AWS アカウントのリソース、アクション、および制限の
最大値です。

ポリシーがクォータより大きい場合は、ポリシーを複数のステートメントに整理し、ステートメントを複
数のポリシーにグループ化できます。

関連用語

• リソースベースのポリシー (p. 418)
• Amazon S3 バケットポリシー
• 複数のステートメントと複数のポリシー (p. 424)
• JSON ポリシー概要 (p. 422)
• IAM JSON ポリシー文法 (p. 1237)

一般的な警告-タイプの不一致
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Type mismatch: Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}} for the 
 condition key {{key}}.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Use the operator type {{allowed}} instead of operator {{operator}} for 
 the condition key {{key}}."

一般的な警告の解決

サポートされている条件演算子データ型を使用するようにテキストを更新します。

たとえば、aws:MultiFactorAuthPresent グローバル条件キーには、Boolean データ型の条件演算子
が必要です。日付または整数を指定すると、データ型が一致しません。

関連用語

• グローバル条件キー (p. 1253)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件演算子 (p. 1196)

一般的な警告 — 型の不一致ブール値
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Type mismatch Boolean: Add a valid Boolean value (true or false) for the condition operator 
 {{operator}}.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Add a valid Boolean value (true or false) for the condition operator 
 {{operator}}."
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一般的な警告の解決

true または false などのブール条件演算子データ型を使用するようにテキストを更新します。

たとえば、aws:MultiFactorAuthPresent グローバル条件キーには、Boolean データ型の条件演算子
が必要です。日付または整数を指定すると、データ型が一致しません。

関連用語

• ブール条件演算子 (p. 1199)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件演算子 (p. 1196)

一般的な警告-タイプが一致しない日付
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Type mismatch date: The date condition operator is used with an invalid value. Specify a 
 valid date using YYYY-MM-DD or other ISO 8601 date/time format.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The date condition operator is used with an invalid value. Specify a 
 valid date using YYYY-MM-DD or other ISO 8601 date/time format."

一般的な警告の解決

YYYY-MM-DD または他のISO8601 日時形式で、日付条件演算子のデータ型を使用するようにテキストを更
新します。

関連用語

• 日付条件演算子 (p. 1199)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件演算子 (p. 1196)

一般的な警告：IP 範囲のタイプが一致しません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Type mismatch IP range: The condition operator {{operator}} is used with an invalid IP 
 range value. Specify the IP range in standard CIDR format.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The condition operator {{operator}} is used with an invalid IP range 
 value. Specify the IP range in standard CIDR format."

一般的な警告の解決

CIDR 形式の IP アドレス条件演算子のデータタイプを使用するようにテキストを更新します。

関連用語
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• IP アドレス条件演算子 (p. 1200)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件演算子 (p. 1196)

一般的な警告 - タイプ不一致番号
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Type mismatch number: Add a valid numeric value for the condition operator {{operator}}.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Add a valid numeric value for the condition operator {{operator}}."

一般的な警告の解決

数値条件演算子のデータ型を使用するようにテキストを更新します。

関連用語

• 数値条件演算子 (p. 1198)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件演算子 (p. 1196)

一般的な警告-型が一致しない文字列
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Type mismatch string: Add a valid base64-encoded string value for the condition operator 
 {{operator}}.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Add a valid base64-encoded string value for the condition operator 
 {{operator}}."

一般的な警告の解決

文字列条件演算子のデータ型を使用するようにテキストを更新します。

関連用語

• 文字列条件演算子 (p. 1196)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件演算子 (p. 1196)

一般的な警告 — 特定の github リポジトリとブランチを推奨
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Specific github repo and branch recommended: Using a wildcard (*) in 
 token.actions.githubusercontent.com:sub can allow requests from more sources than you 
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 intended. Specify the value of token.actions.githubusercontent.com:sub with the repository 
 and branch name.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using a wildcard (*) in token.actions.githubusercontent.com:sub 
 can allow requests from more sources than you intended. Specify the value of 
 token.actions.githubusercontent.com:sub with the repository and branch name."

一般的な警告の解決

GitHub を OIDC IdP として使用する場合、ベストプラクティスは、IAM IdP に関連付けられたロー
ルを引き受けることができるエンティティを制限することです。ロール信頼ポリシーに Condition
ステートメントを含めると、ロールを特定の GitHub Organization、リポジトリ、またはブランチ
に制限できます。条件キー token.actions.githubusercontent.com:sub を使用してアクセ
スを制限できます。条件を特定のリポジトリまたはブランチのセットに制限することをお勧めしま
す。token.actions.githubusercontent.com:sub でワイルドカード (*) を使用する場合、管理外の 
Organization またはリポジトリの GitHub Actions は、AWS アカウントで GitHub IAM IdP に関連付けられ
たロールを引き受けることができます。

関連用語

• GitHub OIDC ID プロバイダーのロールの設定

一般的な警告 — ポリシーのサイズが信頼ポリシーのクォータを
超えています
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Policy size exceeds role trust policy quota: The characters in the role trust policy, 
 excluding whitespace, exceed the character maximum. We recommend that you request a role 
 trust policy length quota increase using Service Quotas and AWS Support Center. If the 
 quotas have already been increased, then you can ignore this warning.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The characters in the role trust policy, excluding whitespace, exceed 
 the character maximum. We recommend that you request a role trust policy length quota 
 increase using Service Quotas and AWS Support Center. If the quotas have already been 
 increased, then you can ignore this warning."

一般的な警告の解決

IAM と AWS STS に、ロール信頼ポリシーのサイズを制限するクォータがあります。ロール信頼ポリシー
内の文字数 (空白を除く) が最大文字数を超えています。Service Quotas と AWS Support Center Console 
を使用して、ロール信頼ポリシーの長さのクォータの増加をリクエストすることをお勧めします。

関連用語

• IAM クォータおよび AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限

セキュリティ警告 — NotPrincipal で許可する
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。
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Allow with NotPrincipal: Using Allow with NotPrincipal can be overly permissive. We 
 recommend that you use Principal instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using Allow with NotPrincipal can be overly permissive. We recommend 
 that you use Principal instead."

セキュリティ警告を解決する

"Effect": "Allow" で NotPrincipal を使用することは過度に許容される可能性があります たとえ
ば、これにより匿名プリンシパルにアクセス許可を付与できます。AWS では、Principal 要素を使用し
てアクセスする必要があるプリンシパルを指定することをお勧めします。または、広範なアクセスを許可
し、NotPrincipal および要素 “Effect”: “Deny” 使用して別のステートメントを追加することもで
きます。

• AWS JSON ポリシーエレメント: プリンシパル (p. 1178)
• AWS JSON ポリシーエレメント: 非プリンシパル (p. 1186)

セキュリティ警告 - 単一の値キーを持つ ForAllValues
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

ForAllValues with single valued key: Using ForAllValues qualifier with the single-
valued condition key {{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove 
 ForAllValues:.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using ForAllValues qualifier with the single-valued condition key 
 {{key}} can be overly permissive. We recommend that you remove ForAllValues:."

セキュリティ警告を解決する

AWS では、複数値の条件でのみ ForAllValues を使用することをお勧めします。ForAllValues 集合
演算子は、リクエストセットのすべてのメンバーの値が条件キーセットのサブセットであるかどうかをテ
ストします。リクエストのすべてのキーバリューがポリシーの 1 つ以上の値と一致する場合、条件は true 
を返します。また、リクエストにキーがない場合、またはキーバリューが空の文字列などの null データ
セットに解決される場合は true を返します。

条件が 単一の値または複数の値をサポートしているかどうかを確認するには、サービスのアクション、リ
ソース、および条件キーのページをご確認ださい。ArrayOf データタイプのプレフィックスを持つ条件
キーは、複数の値を持つ条件キーです。例えば、Amazon SES は単一の値 (String) を持つキーと、複数
の値を持つ ArrayOfString のデータタイプをサポートしています。

• 複数のキーと値の使用 (p. 1206)

セキュリティ警告 — NotResource でロールを渡す
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。
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Pass role with NotResource: Using the iam:PassRole action with NotResource can be overly 
 permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We 
 recommend that you specify resource ARNs instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using the iam:PassRole action with NotResource can be overly permissive 
 because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We recommend that you 
 specify resource ARNs instead."

セキュリティ警告を解決する

多くの AWS サービスを設定するには、そのサービスに IAM ロールを渡す必要があります。これを許可
するには、ID (ユーザー、ユーザーのグループ、またはロール) に iam:PassRole アクセス許可を付与す
る必要があります。ポリシーで iam:PassRole 要素を使用して NotResource を使用すると、プリンシ
パルが意図したよりも多くのサービスまたは機能にアクセスできるようになります。AWS では、代わり
に、Resource 要素で許可されたARNを指定することをお勧めします。さらに、iam:PassedToService
条件キーを使用して、単一のサービスへのアクセス許可を減らすことができます。

• サービスにロールを渡す (p. 284)
• iam:PassedToService (p. 1284)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 非リソース (p. 1192)
• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)

セキュリティ警告 — スター付きアクションで NotResource で
ロールを渡す
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Pass role with star in action and NotResource: Using an action with a wildcard (*) and 
 NotResource can be overly permissive because it can allow iam:PassRole permissions on 
 multiple resources. We recommend that you specify resource ARNs instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using an action with a wildcard (*) and NotResource can be overly 
 permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources. We 
 recommend that you specify resource ARNs instead."

セキュリティ警告を解決する

多くの AWS サービスを設定するには、そのサービスに IAM ロールを渡す必要があります。これを許可す
るには、iam:PassRole アクセス許可をアイデンティティ (ユーザー、ユーザーのグループ、ロール) に
送信するには、アクセス許可が必要です。Action にワイルドカード (*) があり、NotResource 要素を
含むポリシーにより、プリンシパルが意図したよりも多くのサービスまたは機能にアクセスできるように
なります。AWS では、代わりに Resource 要素で許可されたARNを指定することをお勧めします。さら
に、iam:PassedToService 条件キーを使用して、単一のサービスへのアクセス許可を減らすことがで
きます。

• サービスにロールを渡す (p. 284)
• iam:PassedToService (p. 1284)
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• IAM JSON ポリシーエレメント: 非リソース (p. 1192)
• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)

セキュリティ警告 — NotAction および NotResource でロールを
渡す
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Pass role with NotAction and NotResource: Using NotAction with NotResource can be overly 
 permissive because it can allow iam:PassRole permissions on multiple resources.. We 
 recommend that you specify resource ARNs instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using NotAction with NotResource can be overly permissive because it 
 can allow iam:PassRole permissions on multiple resources.. We recommend that you specify 
 resource ARNs instead."

セキュリティ警告を解決する

多くの AWS サービスを設定するには、そのサービスに IAM ロールを渡す必要があります。これを許可す
るには、iam:PassRole アクセス許可をアイデンティティ (ユーザー、ユーザーのグループ、ロール) に
送信するには、アクセス許可が必要です。NotAction 要素を使用し、NotResource 要素にいくつかのリ
ソースをリストすると、プリンシパルが意図したよりも多くのサービスまたは機能にアクセスできるよう
になります。AWS では、代わりに、Resource 要素で許可されたARNを指定することをお勧めします。
さらに、iam:PassedToService 条件キーを使用して、単一のサービスへのアクセス許可を減らすこと
ができます。

• サービスにロールを渡す (p. 284)
• iam:PassedToService (p. 1284)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 非リソース (p. 1189)
• IAM JSON ポリシーエレメント: アクション (p. 1188)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 非リソース (p. 1192)
• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)

セキュリティ警告 — リソースにスターでロールを渡す
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Pass role with star in resource: Using the iam:PassRole action with wildcards (*) in the 
 resource can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on multiple 
 resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService 
 condition key to your statement.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using the iam:PassRole action with wildcards (*) in the resource can be 
 overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on multiple resources. We 
 recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to 
 your statement."
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セキュリティ警告を解決する

多くの AWS サービスを設定するには、そのサービスに IAM ロールを渡す必要があります。これを許
可するには、ID (ユーザー、ユーザーのグループ、またはロール) にiam:PassRoleアクセス許可を付
与する必要があります。iam:PassRole を許可し、Resource 要素にワイルドカード (*) を含むポリ
シーにより、プリンシパルが意図したよりも多くのサービスまたは機能にアクセスできるようになりま
す。AWS では、代わりに、Resource 要素で許可された ARN を指定することをお勧めします。さら
に、iam:PassedToService 条件キーを使用して、単一のサービスへのアクセス許可を減らすことがで
きます。

一部の AWS サービスには、役割の名前にサービス名前空間が含まれています。このポリシーチェックで
は、ポリシーを分析して結果を生成する際に、これらの規則を考慮に入れます。たとえば、次のリソース 
ARN は結果を生成しない可能性があります。

arn:aws:iam::*:role/Service*

• サービスにロールを渡す (p. 284)
• iam:PassedToService (p. 1284)
• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)

AWSマネージド型ポリシーとこのセキュリティ警告

AWS 管理ポリシー (p. 427)を使用すると、一般的な AWS のユースケースに基づいてアクセス許可を割り
当てることにより、AWS の使用を開始できます。

これらのユースケースの 1 つは、アカウント内の管理者向けです。次の AWS 管理ポリシーは、管理者ア
クセスを提供し、任意の IAM ロールを任意のサービスに渡すためのアクセス許可を付与します。AWSで
は、次の AWS 管理対象ポリシーは、管理者と見なすIAMIDにのみ添付することをお勧めします。

• AdministratorAccess-Amplify

次の AWS管理ポリシーには、リソースにワイルドカード (*) を使用した iam:PassRole へのアクセス許
可が含まれており、非推奨パス (p. 433)上にあります。これらのポリシーごとに、権限ガイダンスが更新
されました。たとえば、新しい AWS マネージド型ポリシーで、ユースケースをサポートします。これら
のポリシーの代替案については、各サービス (p. 1137) のガイドを参照してください。

• AWSElasticBeanstalkFullAccess
• AWSElasticBeanstalkService
• AWSLambdaFullAccess
• AWSLambdareadOnlyアクセス
• AWSOpsWorksFullAccess
• AWSOPsWorksRole
• AWSDataPipelineRole
• AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
• AmazonElasticMapReduceFullAccess
• AmazonDynamoDBFullAccesswithDataPipeline
• AmazonEC2ContainerServiceFullAccess

次の AWS 管理ポリシーは、サービスにリンクされたロール (p. 244)にのみアクセス許可を提供します。こ
れにより、 AWS サービスはユーザーに代わってアクションを実行できます。これらのポリシーを IAM ID 
にアタッチすることはできません。
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• AWSServiceRoleForAmazonEKSNodegroup

セキュリティ警告 — スターインアクションとリソースでロール
を渡す
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Pass role with star in action and resource: Using wildcards (*) in the action and the 
 resource can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on all 
 resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService 
 condition key to your statement.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using wildcards (*) in the action and the resource can be overly 
 permissive because it allows iam:PassRole permissions on all resources. We recommend that 
 you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your statement."

セキュリティ警告を解決する

多くの AWS サービスを設定するには、そのサービスに IAM ロールを渡す必要があります。これを許
可するには、ID (ユーザー、ユーザーのグループ、またはロール) にiam:PassRoleアクセス許可を付
与する必要があります。Action 要素と Resource 要素にワイルドカード (*) が含まれるポリシーで
は、プリンシパルが意図したよりも多くのサービスまたは機能にアクセスできるようにすることができ
ます。AWS では、代わりに Resource 要素で許可された ARN を指定することをお勧めします。さら
に、iam:PassedToService 条件キーを使用して、単一のサービスへのアクセス許可を減らすことがで
きます。

• サービスにロールを渡す (p. 284)
• iam:PassedToService (p. 1284)
• IAM JSON ポリシーエレメント: アクション (p. 1188)
• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)

AWSマネージド型ポリシーとこのセキュリティ警告

AWS 管理ポリシー (p. 427)を使用すると、一般的な AWS のユースケースに基づいてアクセス許可を割り
当てることにより、AWS の使用を開始できます。

これらのユースケースの中には、アカウント内の管理者向けのものがあります。次の AWS 管理ポリシー
は、管理者アクセスを提供し、任意のIAMロールを任意の AWS サービスに渡すためのアクセス許可を付与
します。AWS では、次の管理ポリシーを、AWS 管理者と見なす IAMID にのみ添付することをお勧めしま
す。

• AdministratorAccess
• IAMFullAccess

セキュリティ警告 — リソースにスターと NotAction でロールを
渡す
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。
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Pass role with star in resource and NotAction: Using a resource with wildcards (*) and 
 NotAction can be overly permissive because it allows iam:PassRole permissions on all 
 resources. We recommend that you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService 
 condition key to your statement.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using a resource with wildcards (*) and NotAction can be overly 
 permissive because it allows iam:PassRole permissions on all resources. We recommend that 
 you specify resource ARNs or add the iam:PassedToService condition key to your statement."

セキュリティ警告を解決する

多くの AWS サービスを設定するには、そのサービスに IAM ロールを渡す必要があります。これを許
可するには、ID (ユーザー、ユーザーのグループ、またはロール) にiam:PassRoleアクセス許可を付
与する必要があります。ポリシーで NotAction 要素を使用し、Resource 要素にワイルドカード (*) 
を使用すると、プリンシパルが意図したよりも多くのサービスまたは機能にアクセスできるようになり
ます。AWS では、代わりに Resource 要素で許可されたARNを指定することをお勧めします。さら
に、iam:PassedToService 条件キーを使用して、単一のサービスへのアクセス許可を減らすことがで
きます。

• サービスにロールを渡す (p. 284)
• iam:PassedToService (p. 1284)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 非リソース (p. 1189)
• IAM JSON ポリシーエレメント: アクション (p. 1188)
• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)

セキュリティ警告 — ペアリングされた条件キーがありません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Missing paired condition keys: Using the condition key {{conditionKeyName}} can be overly 
 permissive without also using the following condition keys: {{recommendedKeys}}. Condition 
 keys like this one are more secure when paired with a related key. We recommend that you 
 add the related condition keys to the same condition block.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using the condition key {{conditionKeyName}} can be overly permissive 
 without also using the following condition keys: {{recommendedKeys}}. Condition keys like 
 this one are more secure when paired with a related key. We recommend that you add the 
 related condition keys to the same condition block."

セキュリティ警告を解決する

一部の条件キーは、他の関連する条件キーと組み合わせると、より安全になります。AWSでは、関連する
条件キーを既存の条件キーと同じ条件ブロックに含めることをお勧めします。これにより、ポリシーを通
じて付与されるアクセス許可がより安全になります。

たとえば、aws:VpcSourceIp 条件キーを使用して、要求が行われたIPアドレスをポリシーで指定したIP
アドレスと比較できます。 AWS では、関連する aws:SourceVPC 条件キーを追加することをお勧めしま
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す。これは、リクエストがポリシーで指定した VPC と指定した IP アドレス からのものであるかどうかを
チェックします。

関連用語

• ( aws:VpcSourceIp グローバル条件キー (p. 1282))
• ( aws:SourceVPC グローバル条件キー (p. 1280))
• グローバル条件キー (p. 1253)
• 条件の要素 (p. 1193)
• JSON ポリシー概要 (p. 422)

セキュリティ警告 — サービスに対してサポートされていないタ
グ条件キーで拒否
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Deny with unsupported tag condition key for service: Using the effect Deny with the tag 
 condition key {{conditionKeyName}} and actions for services with the following prefixes 
 can be overly permissive: {{serviceNames}}. Actions for the listed services are not denied 
 by this statement. We recommend that you move these actions to a different statement 
 without this condition key.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using the effect Deny with the tag condition key {{conditionKeyName}} 
 and actions for services with the following prefixes can be overly permissive: 
 {{serviceNames}}. Actions for the listed services are not denied by this statement. We 
 recommend that you move these actions to a different statement without this condition 
 key."

セキュリティ警告を解決する

ポリシーの Condition 要素でサポートされていないタグ条件キーを "Effect": "Deny" とともに使用
すると、そのサービスでは条件が無視されるため、過度に許容される可能性があります。 AWS では、条
件キーをサポートしないサービスアクションを削除し、それらのアクションの特定のリソースへのアクセ
スを拒否する別のステートメントを作成することをお勧めします。

aws:ResourceTag 条件キーを使用していて、サービスアクションでサポートされていない場合、その
キーは要求コンテキストに含まれません。この場合、Deny ステートメントの条件は常に false を返し、
アクションが拒否されることはありません。これは、リソースが正しくタグ付けされている場合でも発生
します。

サービスが aws:ResourceTag 条件キーをサポートしている場合、タグを使用してそのサービスのリソー
スへのアクセスを制御できます。これは、属性ベースのアクセス制御 (ABAC)  (p. 17)と呼ばれます。これ
らのキーをサポートしないサービスでは、リソースベースのアクセス制御 (RBAC)  (p. 17)を使用してリ
ソースへのアクセスを制御する必要があります。

Note

一部のサービスでは、リソースとアクションのサブセットの aws:ResourceTag 条件キー
のサポートが許可されています。IAM Access Analyzer は、サポートされていないサービス
アクションの結果を返します。たとえば、AmazonS3はそのリソースのサブセットに対して
aws:ResourceTag をサポートしています。aws:ResourceTag 条件キーをサポートする
AmazonS3で利用可能なすべてのリソースタイプを表示するには、『サービス認証リファレン
ス』の「Amazon S3 で定義されたリソースタイプ」を参照してください。
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たとえば、キーと値のペア status=Confidential でタグ付けされた特定のリソースのタグ付け解除へ
のアクセスを拒否するとします。また、AWS Lambda ではリソースのタグ付けとタグ付け解除が可能で
すが、aws:ResourceTag 条件キーはサポートされていないと仮定します。このタグが存在する場合に 
AWS App Mesh および AWS Backup の削除アクションを拒否するには、aws:ResourceTag 条件キーを
使用します。Lambda の場合は、"Confidential" プレフィックスを含むリソース命名規則を使用しま
す。次に、その命名規則でリソースの削除を防止する別のステートメントを含めます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DenyDeleteSupported", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "appmesh:DeleteMesh",  
                "backup:DeleteBackupPlan" 
                ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/status": "Confidential" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyDeleteUnsupported", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "lambda:DeleteFunction", 
            "Resource": "arn:aws:lambda:*:123456789012:function:status-Confidential*" 
        } 
    ]
}

Warning

この結果の回避策として、条件演算子の…IfExists (p. 1203) バージョンを使用しないでく
ださい。これは、キーがリクエストコンテキストに存在し、値が一致する場合、アクショ
ンを拒否することを意味します。それ以外の場合は、アクションを拒否します。前の例で
は、lambda:DeleteFunction 演算子を使用して DenyDeleteSupported ステートメントに
StringEqualsIfExists アクションを含めると、常にアクションが拒否されます。そのアク
ションでは、キーはコンテキストに存在せず、リソースがタグ付けされているかどうかにかかわ
らず、そのリソースタイプを削除しようとするすべての試みは拒否されます。

関連用語

• グローバル条件キー (p. 1253)
• ABAC と RBAC の比較 (p. 17)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件演算子 (p. 1196)
• 条件の要素 (p. 1193)
• JSON ポリシー概要 (p. 422)

セキュリティ警告 — サービスに対してサポートされていないタ
グ条件キーで NotAction を拒否する
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Deny NotAction with unsupported tag condition key for service: Using the effect Deny with 
 NotAction and the tag condition key {{conditionKeyName}} can be overly permissive because 
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 some service actions are not denied by this statement. This is because the condition 
 key doesn't apply to some service actions. We recommend that you use Action instead of 
 NotAction.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using the effect Deny with NotAction and the tag condition key 
 {{conditionKeyName}} can be overly permissive because some service actions are not 
 denied by this statement. This is because the condition key doesn't apply to some service 
 actions. We recommend that you use Action instead of NotAction."

セキュリティ警告を解決する

ポリシーの Condition 要素で要素 NotAction および"Effect": "Deny" を使用してタグ条件キーを
使用すると、過度に許容される可能性があります。条件キーをサポートしていないサービスアクションで
は、条件は無視されます。AWS では、ロジックを書き換えてアクションのリストを拒否することをお勧め
します。

aws:ResourceTag 条件キーを NotAction とともに使用する場合、キーをサポートしない新規または既
存のサービスアクションは拒否されません。AWS は、拒否するアクションを明示的にリストすることをお
勧めします。IAM Access Analyzer は、aws:ResourceTag 条件キーをサポートしないリストされたアク
ションに対して個別の結果を返します。詳細については、「セキュリティ警告 — サービスに対してサポー
トされていないタグ条件キーで拒否 (p. 1046)」を参照してください。

サービスが aws:ResourceTag 条件キーをサポートしている場合、タグを使用してそのサービスのリソー
スへのアクセスを制御できます。これは、属性ベースのアクセス制御 (ABAC)  (p. 17)と呼ばれます。これ
らのキーをサポートしないサービスでは、リソースベースのアクセス制御 (RBAC)  (p. 17)を使用してリ
ソースへのアクセスを制御する必要があります。

関連用語

• グローバル条件キー (p. 1253)
• ABAC と RBAC の比較 (p. 17)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件演算子 (p. 1196)
• 条件の要素 (p. 1193)
• JSON ポリシー概要 (p. 422)

セキュリティ警告 — サービスプリンシパルへのアクセスを制限
する
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Restrict access to service principal: Granting access to a service principal without 
 specifying a source is overly permissive. Use aws:SourceArn or aws:SourceAccount condition 
 key and scope access to a specific source to grant fine-grained access.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Granting access to a service principal without specifying a source is 
 overly permissive. Use aws:SourceArn or aws:SourceAccount condition key and scope access 
 to a specific source to grant fine-grained access."
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セキュリティ警告を解決する

サービスの識別子であるサービスプリンシパルを使用して、リソースベースのポリシーの Principal
エレメントで AWS のサービス を指定できます。あなたの代わりに実行できるアクセス権をサービ
スプリンシパルに付与する場合は、アクセス権を制限してください。aws:SourceAccount または
aws:SourceArn条件キーを使うと、ポリシーにアクセス許可を与え過ぎることを防げ、リソース ARN や 
AWS アカウント などの特定のソースへのアクセスを制限できます。アクセスを制限することで、混乱し
た代理と呼ばれるセキュリティ上の問題を防ぐことができます。

関連用語

• サービスプリンシパル
• AWS グローバル条件キー: aws:SourceAccount
• AWS グローバル条件キー: aws:SourceArn
• 混乱する代理問題

セキュリティ警告 — oidc プリンシパルの条件キーがありません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Missing condition key for oidc principal: Using an Open ID Connect principal without a 
 condition can be overly permissive. Add condition keys with a prefix that matches your 
 federated OIDC principals to ensure that only the intended identity provider assumes the 
 role.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using an Open ID Connect principal without a condition can be overly 
 permissive. Add condition keys with a prefix that matches your federated OIDC principals 
 to ensure that only the intended identity provider assumes the role."

セキュリティ警告を解決する

Open ID Connect プリンシパルを条件なしで使用すると、過度に許容されることがあります。フェデレー
ション OIDC プリンシパルと一致するプレフィックスを含む条件キーを追加して、対象の ID プロバイダー
のみがロールを引き受けるようにします。

関連用語

• ウェブ ID または OpenID Connect フェデレーション用のロールの作成 (コンソール)

セキュリティ警告 — github リポジトリの条件キーがありません
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Missing github repo condition key: Granting a federated GitHub principal permissions 
 without a condition key can allow more sources to assume the role than you intended. 
 Add the token.actions.githubusercontent.com:sub condition key and specify the branch and 
 repository name in the value.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。
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"findingDetails": "Granting a federated GitHub principal permissions without a 
 condition key can allow more sources to assume the role than you intended. Add the 
 token.actions.githubusercontent.com:sub condition key and specify the branch and 
 repository name in the value."

セキュリティ警告を解決する

GitHub を OIDC IdP として使用する場合、ベストプラクティスは、IAM IdP に関連付けられたロールを引
き受けることができるエンティティを制限することです。ロール信頼ポリシーに Condition ステートメ
ントを含めると、ロールを特定の GitHub Organization、リポジトリ、またはブランチに制限できます。条
件キー token.actions.githubusercontent.com:sub を使用してアクセスを制限できます。条件を
特定のリポジトリまたはブランチのセットに制限することをお勧めします。この条件を含めない場合、管
理外の Organization またはリポジトリの GitHub Actions は、AWS アカウントで GitHub IAM IdP に関連付
けられたロールを引き受けることができます。

関連用語

• GitHub OIDC ID プロバイダーのロールの設定

提案 - 空の配列アクション
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Empty array action: This statement includes no actions and does not affect the policy. 
 Specify actions.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "This statement includes no actions and does not affect the policy. 
 Specify actions."

提案の解決

ステートメントには Action または NotAction アクションのセットを含む要素を含める必要がありま
す。。エレメントが空の場合、ポリシーステートメントはパーミッションを提供しません。Action 要素
にアクションを指定します。

• IAM JSON ポリシーエレメント: アクション (p. 1188)

提案 - 空の配列条件
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Empty array condition: There are no values for the condition key {{key}} and it does not 
 affect the policy. Specify conditions.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "There are no values for the condition key {{key}} and it does not affect 
 the policy. Specify conditions."
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提案の解決

オプションの Condition 要素構造体を使用するには、条件演算子とキーと値のペアを使用する必要があ
ります。条件値が空の場合、条件は true に設定され、ポリシーステートメントにはアクセス許可があり
ません。条件値を指定します。

• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件 (p. 1193)

提案 – ForAllValues の空の配列条件
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Empty array condition ForAllValues: The ForAllValues prefix with an empty condition key 
 matches only if the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the 
 request context is empty, we recommend that you use the Null condition operator with the 
 value of true instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The ForAllValues prefix with an empty condition key matches only if 
 the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the request context 
 is empty, we recommend that you use the Null condition operator with the value of true 
 instead."

提案の解決

Condition 要素構造体を使用するには、条件演算子とキーバリューのペアを使用する必要がありま
す。ForAllValues セット演算子は、要求セットのすべてのメンバーの値が条件キーセットのサブセット
であるかどうかをテストします。

空の条件キーで ForAllValues を使用すると、要求にキーがない場合にのみ条件が一致します。 AWS で
は、要求コンテキストが空であるかどうかをテストする場合は、代わりに Null 条件演算子を使用するこ
とをお勧めします。

• 複数のキーと値の使用 (p. 1206)
• 条件演算子 (p. 1204)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件 (p. 1193)

提案 - 空の配列条件 ForAnyValue
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Empty array condition ForAnyValue: The ForAnyValue prefix with an empty condition key 
 {{key}} never matches the request context and it does not affect the policy. Specify 
 conditions.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The ForAnyValue prefix with an empty condition key {{key}} never matches 
 the request context and it does not affect the policy. Specify conditions."

提案の解決
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Condition 要素構造体を使用するには、条件演算子とキーバリューのペアを使用する必要がありま
す。ForAnyValues セット演算子は、要求値のセットの少なくとも1つのメンバーが条件キー値のセット
の少なくとも1つのメンバーと一致するかどうかをテストします。

空の条件キーで ForAnyValues を使用すると、条件が一致することはありません。これは、ステートメ
ントがポリシーに影響を与えないことを意味します。AWSでは、条件を書き換えることをお勧めします。

• 複数のキーと値の使用 (p. 1206)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件 (p. 1193)

提案 - 空の条件 IfExists
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Empty array condition IfExists: The IfExists suffix with an empty condition key matches 
 only if the key {{key}} is missing from the request context. To determine if the request 
 context is empty, we recommend that you use the Null condition operator with the value of 
 true instead.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The IfExists suffix with an empty condition key matches only if the key 
 {{key}} is missing from the request context. To determine if the request context is empty, 
 we recommend that you use the Null condition operator with the value of true instead."

提案の解決

...IfExists 接尾辞は、条件演算子を編集します。これは、ポリシーキーがリクエストのコンテキスト
で存在する場合、ポリシーで指定されたとおりにキーを処理することを意味します。キーが存在しない場
合、条件要素は true と評価されます。

空の条件キーで ...IfExists を使用すると、要求にキーがない場合にのみ条件が一致します。AWS で
は、リクエストコンテキストが空かどうかをテストする場合は、代わりに Null 条件演算子を使用するこ
とをお勧めします。

• ...IfExists 条件演算子 (p. 1203)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件 (p. 1193)

提案 – 空の配列プリンシパル
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Empty array principal: This statement includes no principals and does not affect the 
 policy. Specify principals.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "This statement includes no principals and does not affect the policy. 
 Specify principals."

提案の解決
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IAMロールの信頼ポリシーおよびリソースベースのポリシーで Principal または NotPrincipal 要素を
使用する必要があります。リソースベースのポリシーは、リソースに直接埋め込むポリシーです。

ステートメントの Principal 要素ではステートメントがポリシーに影響しません。AWS では、リソース
にアクセスできるプリンシパルを指定することをお勧めします。

• IAM JSON ポリシーエレメント: プリンシパル (p. 1178)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 非プリンシパル (p. 1186)

提案 — 空の配列リソース
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Empty array resource: This statement includes no resources and does not affect the policy. 
 Specify resources.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "This statement includes no resources and does not affect the policy. 
 Specify resources."

提案の解決

ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。

ステートメントの resource 要素に空の配列を指定すると、そのステートメントはポリシーに影響を与えま
せん。AWS では、リソースに Amazon リソースネーム (ARN) を指定することをお勧めします。

• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 非リソース (p. 1192)

提案 — 空のオブジェクト条件
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Empty object condition: This condition block is empty and it does not affect the policy. 
 Specify conditions.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "This condition block is empty and it does not affect the policy. Specify 
 conditions."

提案の解決

Condition 要素構造体を使用するには、条件演算子とキーと値のペアを使用する必要があります。

ステートメントの condition 要素に空のオブジェクトを指定すると、そのステートメントはポリシーに影響
を与えません。オプションの要素を削除するか、条件を指定します。

• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件 (p. 1193)
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提案 — 空のオブジェクト主体
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Empty object principal: This statement includes no principals and does not affect the 
 policy. Specify principals.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "This statement includes no principals and does not affect the policy. 
 Specify principals."

提案の解決

IAMロールの信頼ポリシーおよびリソースベースのポリシーで Principal または NotPrincipal 要素を
使用する必要があります。リソースベースのポリシーは、リソースに直接埋め込むポリシーです。

ステートメントの Principal 要素ではステートメントがポリシーに影響しません。AWS では、リソース
にアクセスできるプリンシパルを指定することをお勧めします。

• IAM JSON ポリシーエレメント: プリンシパル (p. 1178)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 非プリンシパル (p. 1186)

提案 — 空の Sid 値
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Empty Sid value: Add a value to the empty string in the Sid element.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Add a value to the empty string in the Sid element."

提案の解決

オプションの Sid (statement ID) 要素を使用すると、ポリシーステートメントに指定する識別子を入力で
きます。Sid 値は、ステートメント配列内の各ステートメントに割り当てることができます。使用するこ
とを選択した場合、Sid 要素では文字列値を指定する必要があります。

関連用語

• IAM JSON ポリシーエレメント: Sid (p. 1178)

提案 — IP 範囲の改善
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Improve IP range: The non-zero bits in the IP address after the masked bits are ignored. 
 Replace address with {{addr}}.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。
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"findingDetails": "The non-zero bits in the IP address after the masked bits are ignored. 
 Replace address with {{addr}}."

提案の解決

IPアドレス条件は、203.0.113.0/24 または 2001:DB8:1234:5678::/64 などの標準的な CIDR 形式である必
要があります。マスクされたビットの後にゼロ以外のビットを含めると、条件では考慮されません。AWS
では、メッセージに含まれている新しいアドレスを使用することをお勧めします。

• IP アドレス条件演算子 (p. 1200)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件 (p. 1193)

提案 - 修飾子付き NULL
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Null with qualifier: Avoid using the Null condition operator with the ForAllValues or 
 ForAnyValue qualifiers because they always return a true or false respectively.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Avoid using the Null condition operator with the ForAllValues or 
 ForAnyValue qualifiers because they always return a true or false respectively."

提案の解決

Condition 要素では、条件演算子 (等しい、より小さい、など) を使用して、ポリシーの条件をリクエス
トコンテキストのキーと値と比較する式を作成します。　 単一の条件キーに複数の値を含むリクエストの
場合は、ForAllValues または ForAnyValue の集合演算子を使用する必要があります。

Null で ForAllValues 条件演算子を使用すると、ステートメントは常に true を返します。Null で
ForAnyValue 条件演算子を使用すると、ステートメントは常に false を返します。AWSでは、これら
の集合演算子とともに StringLike 条件演算子を使用することをお勧めします。

関連用語

• 複数の条件キーと値の使用 (p. 1206)
• Null 条件演算子 (p. 1204)
• 条件の要素 (p. 1193)

提案 — プライベート IP アドレスのサブセット
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Private IP address subset: The values for condition key aws:SourceIp include a mix of 
 private and public IP addresses. The private addresses will not have the desired effect. 
 aws:SourceIp works only for public IP address ranges. To define permissions for private IP 
 ranges, use aws:VpcSourceIp.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。
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"findingDetails": "The values for condition key aws:SourceIp include a mix of private and 
 public IP addresses. The private addresses will not have the desired effect. aws:SourceIp 
 works only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges, use 
 aws:VpcSourceIp."

提案の解決

グローバル条件キーは、aws:SourceIp パブリック IP アドレス範囲に対してのみ機能します。

Condition 要素にプライベートIPアドレスとパブリックIPアドレスが混在している場合、ステートメント
が目的の効果を発揮しない可能性があります。aws:VpcSourceIP を使用してプライベートIPアドレスを
指定できます。

Note

グローバル条件キー aws:VpcSourceIP では、リクエストが指定された IP アドレスから送信さ
れ、VPC エンドポイントを経由する場合にのみキーが一致します。

• aws:SourceIp グローバル条件キー (p. 1279)
• aws:VpcSourceIp グローバル条件キー (p. 1282)
• IP アドレス条件演算子 (p. 1200)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件 (p. 1193)

提案 — プライベート通知アドレスのサブセット
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Private NotIpAddress subset: The values for condition key aws:SourceIp include a mix 
 of private and public IP addresses. The private addresses have no effect. aws:SourceIp 
 works only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges, use 
 aws:VpcSourceIp.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The values for condition key aws:SourceIp include a mix of private 
 and public IP addresses. The private addresses have no effect. aws:SourceIp works 
 only for public IP address ranges. To define permissions for private IP ranges, use 
 aws:VpcSourceIp."

提案の解決

グローバル条件キーは、aws:SourceIp パブリック IP アドレス範囲に対してのみ機能します。

Condition 要素に NotIpAddress 条件演算子が含まれ、プライベートIPアドレスとパブリックIPアドレ
スが混在している場合、ステートメントが目的の効果を発揮しない可能性があります。ポリシーで指定さ
れていないパブリック IP アドレスはすべて一致します。プライベート IP アドレスは一致しません。この
効果を実現するには、NotIpAddress と aws:VpcSourceIP を併用して、一致しないプライベートIPア
ドレスを指定します。

• aws:SourceIp グローバル条件キー (p. 1279)
• aws:VpcSourceIp グローバル条件キー (p. 1282)
• IP アドレス条件演算子 (p. 1200)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件 (p. 1193)
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提案 — 冗長なアクション
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Redundant action: The {{redundantActionCount}} action(s) are redundant because they 
 provide similar permissions. Update the policy to remove the redundant action such as: 
 {{redundantAction}}.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The {{redundantActionCount}} action(s) are redundant because they 
 provide similar permissions. Update the policy to remove the redundant action such as: 
 {{redundantAction}}."

提案の解決

Action 要素でワイルドカード (*) を使用する場合、冗長なアクセス許可を含めることができます。AWS 
では、ポリシーを確認し、必要なアクセス許可のみを含めることをお勧めします。これは、冗長なアク
ションを削除するのに役立ちます。

たとえば、次のアクションには2回の iam:GetCredentialReport アクションが含まれます。

"Action": [ 
        "iam:Get*", 
        "iam:List*", 
        "iam:GetCredentialReport" 
    ],

この例では、Get または List で始まるすべての IAM アクションに対してアクセス許可が定義されてい
ます。。IAM が追加の取得またはリスト操作を追加する場合、このポリシーによって許可されます。こ
れらの読み取り専用アクションをすべて許可することをお勧めします。iam:GetCredentialReport
アクションはすでに iam:Get* の一部として含まれています。重複したアクセス許可を削除するに
は、iam:GetCredentialReport を削除します。

アクションの内容がすべて冗長である場合、このポリシーチェックの結果が表示されます。この例では、
要素に iam:*CredentialReport が含まれている場合、冗長とは見なされません。これには、冗長
な iam:GetCredentialReport とそうでない iam:GenerateCredentialReport が含まれます。
iam:Get* または iam:*CredentialReport のいずれかを削除すると、ポリシーのアクセス許可が変更
されます。

• IAM JSON ポリシーエレメント: アクション (p. 1188)

この提案を伴うAWS 管理ポリシー

AWS 管理ポリシー (p. 427)を使用すると、一般的な AWS のユースケースに基づいてアクセス許可を割り
当てることにより、AWS の使用を開始できます。。

冗長アクションは、ポリシーで付与されるアクセス権限には影響しません。顧客管理ポリシーを作成する
ための参照として AWS 管理ポリシーを使用する場合、AWS では、ポリシーから冗長なアクションを削除
することをお勧めします。

提案 — 冗長な条件値 num
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。
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Redundant condition value num: Multiple values in {{operator}} are redundant. Replace with 
 the {{greatest/least}} single value for {{key}}.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Multiple values in {{operator}} are redundant. Replace with the 
 {{greatest/least}} single value for {{key}}."

提案の解決

条件キーで類似の値に数値条件演算子を使用すると、重複を作成して重複する権限を作成できます。

たとえば、次の Condition 要素には、年の重なりが1200秒である複数の aws:MultiFactorAuthAge
条件が含まれています。

"Condition": { 
        "NumericLessThan": { 
          "aws:MultiFactorAuthAge": [ 
            "2700", 
            "3600" 
          ] 
        } 
      }

この例では、多要素認証 (MFA) が 3600 秒 (1 時間) 前に完了した場合にアクセス許可が定義されます。冗
長な 2700 値を削除できます。

• 数値条件演算子 (p. 1198)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件 (p. 1193)

提案 — 冗長リソース
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Redundant resource: The {{redundantResourceCount}} resource ARN(s) are redundant because 
 they reference the same resource. Review the use of wildcards (*)

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The {{redundantResourceCount}} resource ARN(s) are redundant because 
 they reference the same resource. Review the use of wildcards (*)"

提案の解決

Amazon リソースネーム (ARN) でワイルドカード (*) を使用すると、冗長リソースアクセス権限を作成で
きます。

たとえば、次の Resource 要素には、冗長なアクセス許可を持つ複数の ARN が含まれます。

"Resource": [ 
            "arn:aws:iam::111122223333:role/jane-admin", 
            "arn:aws:iam::111122223333:role/jane-s3only", 
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            "arn:aws:iam::111122223333:role/jane*" 
        ],

この例では、名前が jane で始まるすべてのロールに対して権限が定義されています。結果の権限を変更
せずに、冗長な jane-admin および jane-s3only ARNを削除できます。これにより、ポリシーはダイ
ナミックになります。これは、で始まる将来のロールに対するパーミッションを定義しますjane。ポリ
シーの意図が静的数のロールへのアクセスを許可する場合は、最後の ARN を削除し、定義する必要があ
る ARN のみをリストします。

• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)

この提案を伴うAWS 管理ポリシー

AWS 管理ポリシー (p. 427)を使用すると、一般的な AWS のユースケースに基づいてアクセス許可を割り
当てることにより、AWS の使用を開始できます。

冗長リソースは、ポリシーで付与されるアクセス許可には影響しません。AWS マネージドポリシーを参照
として使用してカスタマーマネージドポリシーを作成する場合、AWS ではポリシーから冗長なリソースを
削除することをお勧めします。

提案 — 冗長ステートメント
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Redundant statement: The statements are redundant because they provide identical 
 permissions. Update the policy to remove the redundant statement.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The statements are redundant because they provide identical permissions. 
 Update the policy to remove the redundant statement."

提案の解決

Statement 要素は、ポリシーの主要要素です。この要素は必須です。Statement 要素には、単一のス
テートメントまたは個々のステートメントの配列を含めることができます。

長いポリシーに同じステートメントを複数回含めると、ステートメントは冗長になります。ポリシーに
よって付与されるアクセス許可に影響を与えずに、ステートメントの 1 つを削除できます。ポリシーを編
集したユーザーは、重複したステートメントを更新せずにステートメントの 1 つを変更することがありま
す。これにより、意図した権限よりも多くなる可能性があります。

• IAM JSON ポリシーエレメント: ステートメント (p. 1177)

提案 — サービス名のワイルドカード
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Wildcard in service name: Avoid using wildcards (*, ?) in the service name because it might 
 grant unintended access to other AWS services with similar names.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。
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"findingDetails": "Avoid using wildcards (*, ?) in the service name because it might grant 
 unintended access to other AWS services with similar names."

提案の解決

ポリシーに AWS サービスの名前を含める場合は、AWS では、ワイルドカード (*、？) を含めないことを
お勧めします。これにより、意図しない将来のサービスに対するアクセス許可が追加される可能性があり
ます。たとえば、名前に単語 *code* が含まれている AWS サービスは12以上あります

"Resource": "arn:aws:*code*::111122223333:*"

• IAM JSON ポリシーエレメント: リソース (p. 1190)

提案 — サービスに対してサポートされていないタグ条件キーで
許可する
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Allow with unsupported tag condition key for service: Using the effect Allow with the tag 
 condition key {{conditionKeyName}} and actions for services with the following prefixes 
 does not affect the policy: {{serviceNames}}. Actions for the listed service are not 
 allowed by this statement. We recommend that you move these actions to a different 
 statement without this condition key.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using the effect Allow with the tag condition key {{conditionKeyName}} 
 and actions for services with the following prefixes does not affect the policy: 
 {{serviceNames}}. Actions for the listed service are not allowed by this statement. We 
 recommend that you move these actions to a different statement without this condition 
 key."

提案の解決

ポリシーの Condition 要素でサポートされていないタグ条件キーを "Effect": "Allow" で使用して
も、そのサービスアクションでは条件が無視されるため、ポリシーによって付与されるアクセス許可には
影響しません。AWS では、条件キーをサポートしていないサービスのアクションを削除し、そのサービス
内の特定のリソースへのアクセスを許可する別のステートメントを作成することをお勧めします。

aws:ResourceTag 条件キーを使用していて、サービスアクションでサポートされていない場合、その
キーは要求コンテキストに含まれません。この場合は、Allow ステートメントは、常に false に設定さ
れ、アクションは決して許可されません。これは、リソースが正しくタグ付けされている場合でも発生し
ます。

サービスが aws:ResourceTag 条件キーをサポートしている場合、タグを使用してそのサービスのリソー
スへのアクセスを制御できます。これは、属性ベースのアクセス制御 (ABAC)  (p. 17)と呼ばれます。これ
らのキーをサポートしないサービスでは、リソースベースのアクセス制御 (RBAC)  (p. 17)を使用してリ
ソースへのアクセスを制御する必要があります。

Note

一部のサービスでは、リソースとアクションのサブセットの aws:ResourceTag 条件キー
のサポートが許可されています。IAM Access Analyzer は、サポートされていないサービス
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アクションの結果を返します。たとえば、AmazonS3はそのリソースのサブセットに対して
aws:ResourceTag をサポートしています。aws:ResourceTag 条件キーをサポートする 
AmazonS3 で利用可能なすべてのリソースタイプを表示するには、『サービス認証リファレン
ス』のAmazon S3 で定義されるリソースタイプを参照してください。

たとえば、チームメンバーがキーと値のペア team=BumbleBee でタグ付けされた特定のリソースの詳
細を表示できるようにするとします。また、AWS Lambda でリソースにタグを付けることはできます
が、aws:ResourceTag 条件キーをサポートしていないと仮定します。このタグが存在する場合に AWS 
App Mesh および AWS Backup のビューアクションを許可するには、aws:ResourceTag 条件キーを使用
します。Lambda の場合は、チーム名をプレフィックスとして含むリソース命名規則を使用します。その
後、その命名規則でリソースを表示することを許可する別のステートメントを含めます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowViewSupported", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "appmesh:DescribeMesh",  
                "backup:GetBackupPlan" 
                ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/team": "BumbleBee" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowViewUnsupported", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "lambda:GetFunction", 
            "Resource": "arn:aws:lambda:*:123456789012:function:team-BumbleBee*" 
        } 
    ]
}

Warning

この結果の回避策として、Not バージョンの条件演算子 (p. 1196)を "Effect": "Allow"
と一緒に使用しないでください。これらの条件演算子は、否定的なマッチングを提供
します。これは、条件が評価された後、結果が否定されることを意味します。前の例で
は、lambda:GetFunction 演算子を使用して AllowViewSupported ステートメントに
StringNotEquals アクションを含めると、リソースがタグ付けされているかどうかに関係な
く、常にアクションが許可されます。
この結果の回避策として、条件演算子の…IfExists (p. 1203) バージョンを使用しないでくださ
い。これは、キーがリクエストコンテキストに存在し、値が一致する場合、アクションを許可
することを意味します。それ以外の場合は、アクションを許可します。前の例では、演算子を使
用して AllowViewSupported ステートメントに lambda:GetFunction アクションを含める
と、常に StringEqualsIfExists アクションが許可されます。そのアクションでは、キーはコ
ンテキストに存在せず、リソースがタグ付けされているかどうかにかかわらず、そのリソースタ
イプを表示しようとするすべての試みが許可されます。

関連用語

• グローバル条件キー (p. 1253)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件演算子 (p. 1196)
• 条件の要素 (p. 1193)
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• JSON ポリシー概要 (p. 422)

提案 — サービス用にサポートされていないタグ条件キーで 
NotAction を許可する
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Allow NotAction with unsupported tag condition key for service: Using the effect Allow with 
 NotAction and the tag condition key {{conditionKeyName}} allows only service actions that 
 support the condition key. The condition key doesn't apply to some service actions. We 
 recommend that you use Action instead of NotAction.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "Using the effect Allow with NotAction and the tag condition key 
 {{conditionKeyName}} allows only service actions that support the condition key. The 
 condition key doesn't apply to some service actions. We recommend that you use Action 
 instead of NotAction."

提案の解決

ポリシーの Condition 要素でサポートされていないタグ条件キーを要素 NotAction および "Effect": 
"Allow" と併用しても、ポリシーによって付与されるアクセス許可には影響しません。条件キーをサポー
トしていないサービスアクションでは、条件は無視されます。AWS では、アクションのリストを許可する
ようにロジックを書き直すことを推奨しています。

aws:ResourceTag 条件キーを NotAction と併用する場合、キーをサポートしない新規または既存の
サービスアクションは許可されません。AWS では、許可するアクションを明示的にリストすることをお
勧めします。IAM Access Analyzer は、aws:ResourceTag 条件キーをサポートしないリストされたアク
ションに対して個別の結果を返します。詳細については、「提案 — サービスに対してサポートされていな
いタグ条件キーで許可する (p. 1060)」を参照してください。

サービスが aws:ResourceTag 条件キーをサポートしている場合、タグを使用してそのサービスのリソー
スへのアクセスを制御できます。これは、属性ベースのアクセス制御 (ABAC)  (p. 17)と呼ばれます。これ
らのキーをサポートしないサービスでは、リソースベースのアクセス制御 (RBAC)  (p. 17)を使用してリ
ソースへのアクセスを制御する必要があります。

関連用語

• グローバル条件キー (p. 1253)
• ABAC と RBAC の比較 (p. 17)
• IAM JSON ポリシーエレメント: 条件演算子 (p. 1196)
• 条件の要素 (p. 1193)
• JSON ポリシー概要 (p. 422)

提案 — サービスプリンシパルで推奨される条件キー
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Recommended condition key for service principal: To restrict access to the service 
 principal {{servicePrincipalPrefix}} operating on your behalf, we recommend aws:SourceArn 
 or aws:SourceAccount instead of {{key}}.
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AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "To restrict access to the service principal {{servicePrincipalPrefix}} 
 operating on your behalf, we recommend aws:SourceArn or aws:SourceAccount instead of 
 {{key}}."

提案の解決

サービスの識別子であるサービスプリンシパルを使用して、リソースベースのポリシーの Principal
エレメントで AWS のサービス を指定できます。サービスプリンシパルへのアクセスを許可する場合に
は、aws:Referer のような条件キーの代わりに、aws:SourceAccount や aws:SourceArn の条件
キーを使うべきです。これにより、混乱した代理と呼ばれるセキュリティ上の問題を防ぐことができま
す。

関連用語

• サービスプリンシパル
• AWS グローバル条件キー: aws:SourceAccount
• AWS グローバル条件キー: aws:SourceArn
• 混乱する代理問題

提案 — ポリシー内の不適切な条件キー
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Irrelevant condition key in policy: The condition key {{condition-key}} is not relevant for 
 the {{resource-type}} policy.  Use this key in an identity-based policy to govern access 
 to this resource.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The condition key {{condition-key}} is not relevant for the {{resource-
type}} policy.  Use this key in an identity-based policy to govern access to this 
 resource."

提案の解決

一部の条件キーは、リソースベースのポリシーに適していない場合があります。例え
ば、s3:ResourceAccount 条件キーは Amazon S3 バケットや Amazon S3 アクセスポイントのリソース
タイプに添付された、リソースベースのポリシーには適していません。

ID ベースのポリシーでは条件キーを使用して、リソースへのアクセスを制御するべきです。

関連用語

• アイデンティティベースおよびリソースベースのポリシー (p. 444)

提案 — ロール信頼ポリシーにおける冗長なプリンシパル
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。
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Redundant principal in role trust policy: The assumed-role principal 
 {{redundant_principal}} is redundant with its parent role {{parent_role}}. Remove the 
 assumed-role principal.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The assumed-role principal {{redundant_principal}} is redundant with its 
 parent role {{parent_role}}. Remove the assumed-role principal."

提案の解決

ポリシーの Principal 要素で、継承されたロールのプリンシパルとその親の役ロールの両方を指定した
場合、異なる許可は許可または拒否されません。例えば、次の形式を使用して Principal 要素を指定す
ると冗長になります。

"Principal": { 
            "AWS": [ 
            "arn:aws:iam::AWS-account-ID:role/rolename", 
            "arn:aws:iam::AWS-account-ID:assumed-role/rolename/rolesessionname" 
        ]

ロールを引き受けたプリンシパルを削除することをお勧めします。

関連用語

• ロールセッションプリンシパル

提案 — 対象者のクレームタイプを確認する
AWS Management Console では、このチェックの結果に次のメッセージが表示されます。

Confirm audience claim type: The 'aud' (audience) claim key identifies the recipients that 
 the JSON web token is intended for. Audience claims can be multivalued or single-valued. 
 If the claim is multivalued, use a ForAllValues or ForAnyValue qualifier. If the claim is 
 single-valued, do not use a qualifier.

AWS CLI または AWS API へのプログラムによる呼び出しでは、このチェックの結果に次のメッセージが
表示されます。

"findingDetails": "The 'aud' (audience) claim key identifies the recipients that the JSON 
 web token is intended for. Audience claims can be multivalued or single-valued. If the 
 claim is multivalued, use a ForAllValues or ForAnyValue qualifier. If the claim is single-
valued, do not use a qualifier."

提案の解決

aud (対象者) クレーム キーは、アプリを IdP に登録するときに発行されるアプリの一意の識別子であ
り、JSON ウェブトークンの対象となる受信者を識別します。対象者のクレームは、複数値でも単一値で
もかまいません。クレームが複数値の場合は、ForAllValues または ForAnyValue 条件セット演算子
を使用します。クレームが単一値の場合は、条件セット演算子を使用しないでください。

関連用語

• ウェブ ID または OpenID Connect フェデレーション用のロールの作成 (コンソール)
• 複数のキーと値の使用
• 単一値と複数値の条件キー
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IAM Access Analyzer ポリシーの生成
管理者またはデベロッパーは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) に必要な権限を超えるアクセス
許可を付与することがあります。IAM には、付与するアクセス許可を絞り込むのに役立つオプションがい
くつか用意されています。1 つのオプションは、エンティティのアクセスアクティビティに基づく IAM ポ
リシーを生成することです。IAM Access Analyzer は AWS CloudTrail ログを確認し、指定した日付範囲内
のロールが使用したアクセス許可を含むポリシーテンプレートを生成します。テンプレートを使用して、
特定のユースケースをサポートするために必要なアクセス許可のみを付与する、きめ細かなアクセス許可
を持つポリシーを作成できます。

トピック
• ポリシー生成の仕組み (p. 1065)
• サービスレベルとアクションレベルの情報 (p. 1065)
• ポリシーの生成について知っておくべきこと (p. 1066)
• ポリシーの生成に必要なアクセス許可 (p. 1066)
• CloudTrail アクティビティに基づくポリシーの生成 (コンソール) (p. 1069)
• 別のアカウントの AWS CloudTrail データを使用してポリシーを生成する (p. 1071)
• CloudTrail アクティビティに基づくポリシーの生成 (AWS CLI) (p. 1073)
• CloudTrail アクティビティに基づいたポリシーの生成 (AWS API) (p. 1074)
• IAM Access Analyzer ポリシーの生成と IAM アクションの最終アクセスのサポート (p. 1074)

ポリシー生成の仕組み
IAM Access Analyzer は CloudTrail イベントを分析して、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) が使
用しているアクションとサービスを特定します。次に、そのアクティビティに基づく IAM ポリシーを生成
します。エンティティにアタッチされていた広範なアクセス許可ポリシーを生成されたポリシーに置き換
えると、エンティティのアクセス許可を絞り込むことができます。次に、ポリシー生成プロセスの概要を
示します。

• ポリシーテンプレート生成のための設定 – IAM Access Analyzer で AWS CloudTrail イベントの履歴を
分析するために 、最大 90 日間の期間を指定します。既存のサービスロールを指定するか、新しいサー
ビスロールを作成する必要があります。サービスロールは、IAM Access Analyzer が CloudTrail 証跡と
サービスの最終アクセス情報にアクセスして、使用されたサービスとアクションを識別できるようにし
ます。ポリシーを生成する前に、アカウントのイベントをログに記録する CloudTrail 証跡を指定する
必要があります。CloudTrail データの IAM Access Analyzer クォータの詳細については、「IAM Access 
Analyzer クォータ」を参照してください。

• ポリシーの生成 – IAM Access Analyzer は CloudTrail イベントのアクセスアクティビティに基づいてポ
リシーを生成します。

• ポリシーの確認とカスタマイズ – ポリシーが生成された後、指定した日付範囲内にエンティティが使用
したサービスとアクションを確認できます。ポリシーをさらにカスタマイズするには、アクセス許可を
追加または削除し、リソースを指定し、ポリシーテンプレートに条件を追加します。

• ポリシーの作成とアタッチ – マネージドポリシーを作成して 、生成されたポリシーを保存するオプショ
ンがあります。作成したポリシーは、ポリシーの生成に使用されたアクティビティを実行したユーザー
またはロールにアタッチできます。

サービスレベルとアクションレベルの情報
IAM Access Analyzer が IAM ポリシーを生成したとき、ポリシーをさらにカスタマイズするための情報を
返します。ポリシーが生成されたとき、次の 2 つのカテゴリの情報を返すことができます。
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• アクションレベルの情報を持つポリシー – Amazon EC2 など一部の AWS サービスでは、IAM Access 
Analyzer によって、CloudTrail イベント内のアクションを識別し、生成されたポリシーで使用される
アクションを一覧表示することができます。サポートされているサービスのリストについては、「IAM 
Access Analyzer ポリシーの生成と IAM アクションの最終アクセスのサポート (p. 1074)」を参照してく
ださい。一部のサービスでは、IAM Access Analyzer によって、生成されたポリシーにサービスのアク
ションを追加するように求められます。

• サービスレベル情報を持つポリシー– IAM Access Analyzer は最終アクセス情報を使用して、最近使用し
たすべてのサービスを含むポリシーテンプレートを作成します。AWS Management Console を使用する
場合、サービスを確認し、ポリシーを完了するためのアクションを追加するよう求められます。

各サービスのアクションのリストについては、『サービス認証リファレンス』の「AWS のアクション、リ
ソース、条件キーサービス」を参照してください。

ポリシーの生成について知っておくべきこと
ポリシーを生成する前に、以下に示す重要な点を確認します。

• CloudTrail 証跡を有効にする – アクセスアクティビティに基づいてポリシーを生成するには、自分のア
カウントで CloudTrail 証跡を有効にする必要があります。CloudTrail 証跡を作成すると、CloudTrail は
証跡に関連するイベントを、指定した Amazon S3 バケットに送信します。CloudTrail 証跡の作成方法に
ついては、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」の「AWS アカウントの証跡の作成」を参照してくださ
い。

• データイベントを使用できません — IAM Access Analyzer は、生成されたポリシーで、Amazon S3 
データイベントなどのデータイベントのアクションレベルのアクティビティを識別しません。

• PassRole – iam:PassRole アクションは CloudTrail によって追跡されず、生成されたポリシーには含
まれません。

• ポリシー生成時間を短縮する – ポリシーをより速く生成するには 、ポリシー生成の設定時に指定する日
付範囲を短くします。

• 監査に CloudTrail を使用する – 監査の目的には、ポリシー生成を使用せず、CloudTrail を使用してくだ
さい。CloudTrail の使用に関する詳細については、「AWS STS による IAM および AWS CloudTrail の 
API コールのログ記録」を参照してください。

• 拒否されたアクション - ポリシー生成により、拒否されたアクションを含むすべての CloudTrail イベン
トが確認されます。

• IAM コンソールには 1 つのポリシー – IAM コンソールには 、一度に 1 つのポリシーを生成できます。
• IAM コンソールに生成されたポリシーの可用性 – 生成されたポリシーは、生成後最大 7 日間 IAM コン

ソールで確認できます。7 日後に、新しいポリシーを生成する必要があります。
• ポリシー生成クォータ – IAM Access Analyzer ポリシー生成クォータの詳細については、「IAM Access 

Analyzer クウォータ」を参照してください。
• Amazon S3 の標準料金が適用されます — ポリシー生成機能を使用する場合、IAM Access Analyzer は 

S3 バケット内の CloudTrail ログを確認します。ポリシー生成のために CloudTrail ログにアクセスする
ための追加ストレージ料金はかかりません。AWS は S3 バケットに保存されている CloudTrail ログのリ
クエストとデータ転送に対して、Amazon S3 の標準料金を課金します。

• AWS Control Tower サポート - ポリシー生成はポリシーを生成するための AWS Control Tower をサポー
トしていません。

ポリシーの生成に必要なアクセス許可
初めてポリシーを生成するために必要なアクセス許可は、その後の使用のためにポリシーを生成するため
に必要なアクセス許可とは異なります。

初回の設定
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ポリシーを初めて生成するときは、既存の適切なサービスロールをアカウントで選択するか、新しいサー
ビスロールを作成する必要があります。サービスロールは、IAM Access Analyzer が CloudTrail とアカウ
ント内で最後にアクセスされたサービスの情報にアクセスできるようにします。ロールの作成と設定に必
要なアクセス許可は管理者のみに付与されていることが望ましい状態です。したがって、管理者が最初の
セットアップ時にサービスロールを作成することをお勧めします。サービスロールの作成に必要なアクセ
ス許可の詳細については、「AWS サービスにアクセス許可を委任するためのロールの作成」を参照してく
ださい。

サービスロールの作成に必要なアクセス許可

サービスロールを作成するときは、ロールに対して 2 つのポリシーを設定します。ロールが実行できる操
作を指定する IAM アクセス許可ポリシーをロールにアタッチします。また、ロールを使用できるプリンシ
パルを指定するロール信頼ポリシーをロールにアタッチします。

最初のポリシーの例は、ポリシーを生成するために必要なサービスロールのアクセス許可ポリシーを示し
ています。2 番目のポリシーの例は、サービスロールに必要なロール信頼ポリシーを示しています。これ
らのポリシーを使用すると、ポリシーを生成するために AWS API や AWS CLI を使用してサービスロール
を作成できます。IAM コンソールを使用してポリシー生成プロセスの一部としてサービスロールを作成す
ると、これらのポリシーが生成されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cloudtrail:GetTrail", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetServiceLastAccessedDetails", 
                "iam:GenerateServiceLastAccessedDetails" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
                "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

次のポリシーの例は、IAM Access Analyzer がロールを担うことができるアクセス許可を与えるロール信
頼ポリシーを示しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "access-analyzer.amazonaws.com" 
      }, 
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      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

その後の使用について

AWS Management Console でポリシーを生成するには、ポリシー生成に使用されるサービスロー
ルを IAM Access Analyzer に渡すことができるアクセス許可ポリシーが IAM ユーザーに必要で
す。iam:PassRole には通常 iam:GetRole が付随します。これにより、ユーザーは渡されるロー
ルの詳細を取得できます。この例でユーザーが渡すことができるのは、指定されたアカウントに存在
し、AccessAnalyzerMonitorServiceRole* で始まる名前を持つロールに限ります。IAM ロールの 
AWS サービスへの受け渡しの詳細については、「AWS サービスにロールを渡すアクセス許可をユーザー
に許可する」を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "AllowUserToPassRole", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "iam:GetRole", 
        "iam:PassRole" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*" 
    } 
  ]
}

AWS、AWS Management Console API、または AWS CLI でポリシーを生成するには、次のポリシース
テートメントに示すように、次の IAM Access Analyzer のアクセス許可も必要です。

{ 
  "Sid": "AllowUserToGeneratePolicy", 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
    "access-analyzer:CancelPolicyGeneration", 
    "access-analyzer:GetGeneratedPolicy", 
    "access-analyzer:ListPolicyGenerations", 
    "access-analyzer:StartPolicyGeneration" 
  ], 
  "Resource": "*"
}

初回およびその後の使用の両方について

AWS Management Console を使用してポリシーを生成する場合、次のポリシーステートメントに示すよ
うに、アカウント内の CloudTrail 証跡を一覧表示する cloudtrail:ListTrails アクセス許可が必要で
す。

{ 
  "Sid": "AllowUserToListTrails", 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
    "CloudTrail:ListTrails" 
  ], 
  "Resource": "*"
}
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CloudTrail アクティビティに基づくポリシーの生成 
(コンソール)
IAM ユーザーまたはロールのポリシーを生成できます。

ステップ 1: CloudTrail アクティビティに基づいてポリシーを生
成する
次の手順で、AWS Management Console を使用してロールのポリシーを生成します。

IAM ロールのポリシーを生成する

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

2. 左側のナビゲーションペインで、[Roles] を選択します。

Note

IAM ユーザーのアクティビティに基づいてポリシーを生成する手順は、ほぼ同じです。その
ためには、[Roles] (ロール) ではなく [Users] (ユーザー) を選択します。

3. アカウントのロールのリストで、ポリシーの生成に使用するアクティビティを行なったロールの名前
を選択します。

4. [アクセス許可] タブの [CloudTrail イベントに基づいてポリシーを生成] セクションで、[ポリシーの生
成] を選択します。

5. [ポリシーの生成] ページで、ロールで実行されたアクションについて IAM Access Analyzer が 
CloudTrail イベントを分析する期間を指定します。最大 90 日の範囲を選択できます。ポリシー生成時
間を短縮するために、可能な限り最短の期間を選択することをお勧めします。

6. CloudTrail アクセスセクションで、適切な既存のロールを選択するか、適切なロールが存在しない場
合は新しいロールを作成します。このロールは、ユーザーの代わりに CloudTrail データにアクセスす
るためのアクセス許可を IAM Access Analyzer に与え、アクセスを確認し、使用されているサービス
とアクションを特定します。このロールに必要なアクセス許可の詳細については、「ポリシーの生成
に必要なアクセス許可 (p. 1066)」を参照してください。

7. [分析対象の CloudTrail 証跡] セクションで、アカウントのイベントをログに記録する CloudTrail 証跡
を指定します。

別のアカウントにログを保存する CloudTrail 証跡を選択すると、クロスアカウントアクセスに関する
情報ボックスが表示されます。クロスアカウントアクセスでは、追加の設定が必要です。詳細につい
ては、このトピックの後半の「Choose a role for cross-account access」を参照してください。

8. [ポリシーの生成] を選択します。
9. ポリシー生成中は、[Permissions] (アクセス許可) タブの [Roles] (ロール) [Summary] (概要) ページに

戻ります。[ポリシー要求の詳細] セクションの状態に [成功] が表示されるまで待ち、[生成されたポリ
シーを表示] を選択します。生成されたポリシーは、最大 7 日間表示できます。別のポリシーを生成
すると、既存のポリシーは生成した新しいポリシーに置き換えられます。

ステップ 2: アクセス許可を確認し、使用するサービスのアク
ションを追加する
ロールによって使用されたことを IAM Access Analyzer が特定したサービスとアクションを確認します。
生成されたポリシーテンプレートに使用されたすべてのサービスに対するアクションを追加できます。

1. 以下のセクションを確認します。
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• [権限の確認] ページで、[生成されたポリシーに含まれるアクション] のリストを確認します。リス
トには、指定した日付範囲内でロールによって使用されたと IAM Access Analyzer が特定したサー
ビスおよびアクションが表示されます 。

• [使用されたサービス] セクションには、指定された日付範囲内のロールによって使用されたと IAM 
Access Analyzer が特定した追加のサービスが表示されます。このセクションのサービスのリスト
からは、どのアクションが使用されたかの情報が得られない場合があります。リストされた各サー
ビスのメニューを使用して、ポリシーに含めるアクションを手動で選択します。

2. アクションの追加が完了したら、[次へ] をクリックします。

ステップ 3: 生成されたポリシーをさらにカスタマイズする
アクセス許可を追加または削除したり、リソースを指定したりして、ポリシーをさらにカスタマイズでき
ます。

生成されたポリシーをカスタマイズするには

1. ポリシーテンプレートを更新します。次の図に示すように、ポリシーテンプレートには、リソースレ
ベルのアクセス許可をサポートするアクション用のリソース ARN プレースホルダーが含まれていま
す。リソースレベルのアクセス許可とは、ユーザーがアクションを実行できるリソースを指定できる
機能を意味します。リソースレベルのアクセス許可をサポートするアクションについては、ARN を使
用して、ポリシーで個々のリソースを指定することをお勧めします。プレースホルダーリソース ARN 
は、ユースケース用の有効なリソース ARN に置き換えることができます。

アクションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしていない場合は、ワイルドカード (*) を使
用して、すべてのリソースがアクションの影響を受ける可能性があることを指定する必要がありま
す。どの AWS サービスがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかを確認するには、
「IAM と連携するAWS サービス」を参照してください。各サービスのアクションの一覧と、どのアク
ションがリソースレベルのアクセス許可をサポートしているかについては、「AWS のサービスのアク
ション、リソース、および条件キー」を参照してください。

2. (オプション) テンプレートの JSON ポリシーステートメントを追加、変更、または削除しま
す。JSON ポリシーの記述の詳細については、「IAM ポリシーの作成（コンソール）」を参照してく
ださい。

3. ポリシーテンプレートのカスタマイズ完了後、以下のオプションがあります。

• (オプション) テンプレート内の JSON をコピーして、[生成されたポリシー] ページの外部で別途使
用できます。たとえば、JSON を使用して別のアカウントでポリシーを作成する場合などです。テ
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ンプレート内のポリシーが JSON ポリシーの 6,144 文字の制限を超える場合、ポリシーは複数のポ
リシーに分割されます。

• [次へ] をクリックして、同じアカウントでマネージドポリシーを確認して作成します。

ステップ 4: マネージドポリシーを確認して作成する
IAM ポリシーを作成してアタッチするアクセス許可がある場合は、生成されたポリシーからマネージドポ
リシーを作成できます。その後、アカウントのユーザーまたはロールにポリシーをアタッチできます。

ポリシーを確認して作成するには

1. [マネージドポリシーの確認と作成] ページに作成するポリシーの [名前] と [説明] (オプション) を入力
します。

2. (オプション) [概要] セクションでは、ポリシーに含まれるアクセス許可を確認できます。
3. (オプション) タグをキー - 値のペアとしてアタッチして、メタデータをポリシーに追加します。IAM 

でのタグの使用の詳細については、「IAM リソースのタグ付け」を参照してください。
4. 完了したら、次のいずれかの操作を行います。

• 新しいポリシーは、ポリシーの生成に使用されたロールに直接アタッチできます。これを行うに
は、ページの下部の [ポリシーを  YourRoleName にアタッチする] の横にあるチェックボックスを
オンにします。次に、[ポリシーを作成してアタッチ] を選択します。

• あるいは、[ポリシーの作成] を選択します。作成したポリシーは、IAM コンソールの [ポリシー] ナ
ビゲーションペインのポリシーの一覧に表示されます 。

5. 作成したポリシーは、アカウントのエンティティにアタッチできます。ポリシーをアタッチした後、
エンティティにアタッチされている可能性がある他の広範囲過ぎるポリシーを削除できます。マネー
ジドポリシーをユーザーにアタッチする方法については、「IAM ID アクセス許可の追加（コンソー
ル）」を参照してください。

別のアカウントの AWS CloudTrail データを使用して
ポリシーを生成する
セントラルアカウントにデータを保存する CloudTrail トレイルを作成して、管理活動を合理化できます。
たとえば、AWS Organizations を使用して、その組織内のすべての AWS アカウント の全イベントをログ
に記録する証跡を作成できます。証跡はセントラルアカウントに属します。CloudTrail ログデータが格納
されているアカウントとは異なるアカウントでユーザーまたはロールのポリシーを生成する場合は、クロ
スアカウントアクセスを許可する必要があります。これを行うには、CloudTrail ログに対する IAM Access 
Analyzer のアクセス許可を付与するロールとバケットポリシーの両方が必要です。組織の証跡の作成につ
いての詳細は、 ユーザーガイドの「組織の証跡の作成」を参照してください。

この例では、アカウント A のユーザーまたはロールのポリシーを生成するとします。アカウント A の 
CloudTrail トレイルは、アカウント B のバケットに CloudTrail ログを格納します。ポリシーを生成する前
に、次の更新を行う必要があります。

1. 既存のロールを選択するか、アカウント B（CloudTrail ログが格納されている）のバケットへの IAM 
Access Analyzer アクセスを許可する新しいサービスロールを作成します。

2. アカウント B で Amazon S3 バケットオブジェクトの所有権およびバケットのアクセス許可ポリシーを
確認して、IAM Access Analyzer がバケット内のオブジェクトにアクセスできるようにします。

ステップ 1: クロスアカウントアクセス用のロールを選択または作成する

• リポジトリの [ポリシーを生成する]画面では、既存のロールを使用するは、必要な権限を持つロール
がアカウントに存在する場合、事前に選択されています。それ以外の場合は [新しいサービスロールの
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作成と使用] を選択します。。新しいロールは、アカウント B の CloudTrail ログへの IAM アクセスア
ナライザのアクセス権限を付与するために使用されます。

ステップ 2: アカウント B で Amazon S3 バケットの設定を確認または更新します

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール https:// 
console.aws.amazon.com/s3/ を開きます。

2. バケットリストで、CloudTrail トレイルログが保存されるバケットの名前を選択します。
3. [Permissions] (アクセス許可) タブを選択し、[Object Ownership] (オブジェクトの所有権) セクション

に移動します。

Amazon S3 オブジェクトの所有権のバケット設定を使用して、バケットにアップロードするオブジェ
クトの所有権を制御します。デフォルトでは、他の AWS アカウント がバケットにオブジェクトを
アップロードした場合、アップロードしたアカウントがそのオブジェクトを所有します。ポリシーを
生成するには、バケットの所有者がバケット内のすべてのオブジェクトを所有している必要がありま
す。ご利用の ACL ユースケースによっては、バケットの [Object Ownership] (オブジェクトの所有権) 
の設定を変更する必要があるかもしれません。[Object Ownership] (オブジェクトの所有権) を次のオ
プションのいずれかに設定します。

• [Bucket owner enforced] (バケット所有者の強制) (推奨)
• [Bucket owner preferred] (バケット所有者優先)

Important

ポリシーを正常に生成するには、バケット内のオブジェクトをバケット所有者が所有してい
る必要があります。[Bucket owner preferred] (バケット所有者優先) を選択した場合、オブ
ジェクトの所有権が変更された後の期間のみポリシーを生成することができます。

Amazon S3 におけるオブジェクトの所有権の詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の
「オブジェクトの所有権の制御およびバケットに対する ACL の無効化」を参照してください。

4. アカウント B の Amazon S3 バケットポリシーにアクセス許可を追加して、アカウント A のロールへ
のアクセスを許可します。

次のポリシー例では、ListBucket という名前のバケットに対して GetObject と DOC-
EXAMPLE-BUCKET を許可しています。バケットにアクセスするロールが組織内のアカウントに
属し、名前が AccessAnalyzerMonitorServiceRole で始まる場合にアクセスを許可しま
す。aws:PrincipalArn 要素で Condition を Resource として使用すると、ロールがアカウント 
A に属している場合にのみ、アカウントのアクティビティにアクセスできるようになります。DOC-
EXAMPLE-BUCKET をバケット名に、organization-id を組織 ID に置き換えることができます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "PolicyGenerationBucketPolicy", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "*" 
      }, 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:ListBucket" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/AWSLogs/organization-id/
${aws:PrincipalAccount}/*" 
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      ], 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:PrincipalOrgID": "organization-id" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::${aws:PrincipalAccount}:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

5. AWS KMS を使用してログを暗号化する場合は、次のポリシーの例に示すように、CloudTrail ログ
を保存するアカウントで AWS KMS キーポリシーを更新して、IAM AccessAnalyzer にキーを使用す
るためのアクセスを許可します。CROSS_ACCOUNT_ORG_TRAIL_FULL_ARN を証跡のARNに置き換
え、organization-id を組織 ID に置き換えます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "*" 
      }, 
      "Action": "kms:Decrypt", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": 
 "CROSS_ACCOUNT_ORG_TRAIL_FULL_ARN", 
          "aws:PrincipalOrgID": "organization-id" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "kms:ViaService": "s3.*.amazonaws.com", 
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::${aws:PrincipalAccount}:role/service-role/
AccessAnalyzerMonitorServiceRole*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

CloudTrail アクティビティに基づくポリシーの生成 
(AWS CLI)
次のコマンドを使用して、AWS CLI を使用したポリシーを生成できます。

ポリシーを生成するには

• aws accessanalyzer start-policy-generation

生成されたポリシーを表示するには

• aws accessanalyzer get-generated-policy
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CloudTrail アクティビティに基

づいたポリシーの生成 (AWS API)

ポリシー生成要求を取り消すには

• aws accessanalyzer cancel-policy-generation

ポリシー生成要求のリストを表示するには

• aws accessanalyzer list-policy-generations

CloudTrail アクティビティに基づいたポリシーの生成 
(AWS API)
以下のオペレーションを使用して、AWS API を使用したポリシーの生成ができます。

ポリシーを生成するには

• StartPolicyGeneration

生成されたポリシーを表示するには

• GetGeneratedPolicy

ポリシー生成要求を取り消すには

• CancelPolicyGeneration

ポリシー生成要求のリストを表示するには

• ListPolicyGenerations

IAM Access Analyzer ポリシーの生成と IAM アクショ
ンの最終アクセスのサポート
次の表に、IAM Access Analyzer がアクションレベル情報を含むポリシーを生成する AWS サービス
と、IAM アクションの最終アクセス情報をサポートするサービスを示します。各サービスのアクション
のリストについては、「サービス認証リファレンス」の「AWS サービスのアクション、リソース、条件
キー」を参照してください。

サービス サービスプ
レフィックス

ポリシー生
成アクション
レベルの情報

アクション
最終アクセ
ス時間情報

AWS IAM Access Analyzer access-
analyzer  はい  いいえ

AWS Account Management アカウント  はい  いいえ

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow airflow  はい  いいえ

Amazon MQ mq  はい  いいえ
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https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/accessanalyzer/cancel-policy-generation.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/accessanalyzer/list-policy-generations.html
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https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_access-advisor.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/reference_policies_actions-resources-contextkeys.html
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IAM Access Analyzer ポリシーの生成

とアクションの最終アクセスのサポート

サービス サービスプ
レフィックス

ポリシー生
成アクション
レベルの情報

アクション
最終アクセ
ス時間情報

AWS Amplify amplify  はい  いいえ

AWS Amplify UI Builder amplifyuibuilder  はい  いいえ

Amazon アプリインテグレーション app-
integrations  はい  いいえ

Amazon AppFlow appflow  はい  いいえ

AWS Application Cost Profiler サービス application-
cost-profiler  はい  いいえ

AWS AppSync appsync  はい  いいえ

Amazon Managed Service for Prometheus aps  はい  いいえ

Amazon Athena athena  はい  いいえ

AWS Marketplace aws-
marketplace  はい  いいえ

AWS Batch バッチ  はい  いいえ

Amazon Braket braket  はい  いいえ

AWS Cloud9 cloud9  はい  いいえ

AWS CloudFormation cloudformation  はい  いいえ

Amazon CloudSearch cloudsearch  はい  いいえ

AWS CloudTrail CloudTrail  はい  いいえ

AWS CodeArtifact codeartifact  はい  いいえ

Amazon CodeGuru Profiler codeguru-
profiler  はい  いいえ

Amazon CodeGuru Reviewer codeguru-
reviewer  はい  いいえ

AWS CodeStar codestar  はい  いいえ

AWS CodeStar Notifications codestar-
notifications  はい  いいえ

Amazon Cognito ID cognito-
identity  はい  いいえ

Amazon Cognito ユーザープール cognito-idp  はい  いいえ

Amazon Cognito Sync cognito-sync  はい  いいえ

1075

https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsamplify.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsamplifyuibuilder.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonappintegrations.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonappflow.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsapplicationcostprofilerservice.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsappsync.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonmanagedserviceforprometheus.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonathena.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsmarketplace.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsbatch.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonbraket.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awscloud9.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awscloudformation.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazoncloudsearch.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awscloudtrail.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awscodeartifact.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazoncodeguruprofiler.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazoncodegurureviewer.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awscodestar.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awscodestarnotifications.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazoncognitoidentity.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazoncognitouserpools.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazoncognitosync.html
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IAM Access Analyzer ポリシーの生成

とアクションの最終アクセスのサポート

サービス サービスプ
レフィックス

ポリシー生
成アクション
レベルの情報

アクション
最終アクセ
ス時間情報

AWS Compute Optimizer compute-
optimizer  はい  いいえ

Amazon Connect 接続  はい  いいえ

AWS コストと使用状況レポート cur  はい  いいえ

AWS Glue DataBrew databrew  はい  いいえ

AWS Data Exchange dataexchange  はい  いいえ

AWS Data Pipeline datapipeline  はい  いいえ

DynamoDB Accelerator dax  はい  いいえ

AWS Device Farm devicefarm  はい  いいえ

Amazon DevOps Guru devops-guru  はい  いいえ

AWS Direct Connect directconnect  はい  いいえ

Amazon Data Lifecycle Manager dlm  はい  いいえ

AWS Database Migration Service dms  はい  いいえ

AWS Directory Service ds  はい  いいえ

Amazon DynamoDB dynamodb  はい  いいえ

Amazon Elastic Block Store ebs  はい  いいえ

Amazon Elastic Compute Cloud ec2  はい  はい

Amazon Elastic Container Registry ecr  はい  いいえ

Amazon Elastic Container Registry Public ecr-public  はい  いいえ

Amazon Elastic Container Service ecs  はい  いいえ

Amazon Elastic Kubernetes Service eks  はい  いいえ

Amazon Elastic Inference elastic-
inference  はい  いいえ

AWS Elastic Beanstalk elasticbeanstalk  はい  いいえ

Amazon Elastic File System elasticfilesystem  はい  いいえ

Elastic Load Balancing elasticloadbalancing  はい  いいえ

Amazon Elastic Transcoder elastictranscoder  はい  いいえ
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https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awscomputeoptimizer.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonconnect.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awscostandusagereport.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsgluedatabrew.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsdataexchange.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsdatapipeline.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazondynamodbacceleratordax.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsdevicefarm.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazondevopsguru.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsdirectconnect.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazondatalifecyclemanager.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsdatabasemigrationservice.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsdirectoryservice.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazondynamodb.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonelasticblockstore.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonec2.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonelasticcontainerregistry.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonelasticcontainerregistrypublic.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonelasticcontainerservice.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonelastickubernetesservice.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonelasticinference.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awselasticbeanstalk.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonelasticfilesystem.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_elasticloadbalancing.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonelastictranscoder.html
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IAM Access Analyzer ポリシーの生成

とアクションの最終アクセスのサポート

サービス サービスプ
レフィックス

ポリシー生
成アクション
レベルの情報

アクション
最終アクセ
ス時間情報

Amazon EMR on EKS (EMR コンテナ) emr-
containers  はい  いいえ

Amazon OpenSearch Service es  はい  いいえ

Amazon CloudWatch Evidently evidently  はい  いいえ

Amazon FinSpace finspace  はい  いいえ

Amazon Kinesis Firehose firehose  はい  いいえ

AWS Fault Injection Simulator fis  はい  いいえ

AWS Firewall Manager fms  はい  いいえ

Amazon Location geo  はい  いいえ

Amazon Managed Grafana grafana  はい  いいえ

AWS IoT Greengrass greengrass  はい  いいえ

AWS Ground Station groundstation  はい  いいえ

Amazon GuardDuty guardduty  はい  いいえ

Amazon HealthLake healthlake  はい  いいえ

AWS Identity and Access Management iam  はい  はい

AWS Identity Store identitystore  はい  いいえ

EC2 Image Builder imagebuilder  はい  いいえ

Amazon Inspector Classic inspector  はい  いいえ

Amazon Inspector inspector2  はい  いいえ

AWS IoT Core Device Advisor iotdeviceadvisor  はい  いいえ

AWS IoT Fleet Hub iotfleethub  はい  いいえ

AWS IoT TwinMaker iottwinmaker  はい  いいえ

Amazon Interactive Video Service ivs  はい  いいえ

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka kafka  はい  いいえ

Amazon Managed Streaming for Kafka Connect kafkaconnect  はい  いいえ

Amazon Kinesis kinesis  はい  いいえ
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https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonemroneksemrcontainers.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonopensearchservice.html
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https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonguardduty.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonhealthlake.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_identityandaccessmanagement.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsidentitystore.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonec2imagebuilder.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazoninspector.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazoninspector2.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsiotcoredeviceadvisor.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsiotfleethubfordevicemanagement.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsiottwinmaker.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazoninteractivevideoservice.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonmanagedstreamingforapachekafka.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonmanagedstreamingforkafkaconnect.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonkinesis.html
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とアクションの最終アクセスのサポート

サービス サービスプ
レフィックス

ポリシー生
成アクション
レベルの情報

アクション
最終アクセ
ス時間情報

AWS Key Management Service kms  はい  いいえ

AWS Lambda lambda  はい  はい

Amazon Lightsail lightsail  はい  いいえ

Amazon CloudWatch Logs ログ  はい  いいえ

Amazon Lookout for Equipment lookoutequipment  はい  いいえ

Amazon Lookout for Metrics lookoutmetrics  はい  いいえ

Amazon Lookout for Vision lookoutvision  はい  いいえ

Amazon Managed Blockchain managedblockchain  はい  いいえ

AWS Elemental MediaConnect mediaconnect  はい  いいえ

AWS Elemental MediaConvert mediaconvert  はい  いいえ

AWS Elemental MediaLive medialive  はい  いいえ

AWS Elemental MediaTailor mediatailor  はい  いいえ

Amazon MemoryDB for Redis memorydb  はい  いいえ

AWS Application Migration Service mgn  はい  いいえ

AWS Migration Hub mgh  はい  いいえ

AWS Migration Hub 戦略レコメンデーション migrationhub-
strategy  はい  いいえ

Amazon CloudWatch cloudwatch  はい  いいえ

AWS Network Manager networkmanager  はい  いいえ

Amazon Nimble Studio nimble  はい  いいえ

AWS OpsWorks opsworks  はい  いいえ

AWS Outposts outposts  はい  いいえ

AWS Panorama panorama  はい  いいえ

AWS Performance Insights pi  はい  いいえ

Amazon Pinpoint mobiletargeting  はい  いいえ

Amazon Polly polly  はい  いいえ

1078

https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awskeymanagementservice.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awslambda.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonlightsail.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazoncloudwatchlogs.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonlookoutforequipment.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonlookoutformetrics.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonlookoutforvision.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonmanagedblockchain.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awselementalmediaconnect.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awselementalmediaconvert.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awselementalmedialive.html
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https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsopsworks.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsoutposts.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awspanorama.html
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とアクションの最終アクセスのサポート

サービス サービスプ
レフィックス

ポリシー生
成アクション
レベルの情報

アクション
最終アクセ
ス時間情報

Amazon Connect Customer Profiles プロフィール  はい  いいえ

Amazon QLDB qldb  はい  いいえ

AWS Resource Access Manager ram  はい  いいえ

AWS ごみ箱 rbin  はい  いいえ

Amazon Relational Database Service rds  はい  いいえ

Amazon Redshift Data API redshift-data  はい  いいえ

AWS Resource Groups resource-
groups  はい  いいえ

Amazon Route53 Recovery コントロール route53-
recovery-

control-config
 はい  いいえ

Amazon Route53 Recovery 準備状況 route53-
recovery-
readiness

 はい  いいえ

Amazon Route 53 Resolver route53resolver  はい  いいえ

AWS CloudWatch RUM rum  はい  いいえ

Simple Storage Service (Amazon S3) s3  はい  はい

Amazon S3 on Outposts s3-outposts  はい  いいえ

Savings Plans savingsplans  はい  いいえ

Amazon EventBridge スキーマ schemas  はい  いいえ

Amazon SimpleDB sdb  はい  いいえ

AWS Secrets Manager secretsmanager  はい  いいえ

AWS Security Hub securityhub  はい  いいえ

AWS Cloud Map servicediscovery  はい  いいえ

Service Quotas servicequotas  はい  いいえ

Amazon Simple Email Service ses  はい  いいえ

AWS Shield shield  はい  いいえ

AWS Signer signer  はい  いいえ
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サービス サービスプ
レフィックス

ポリシー生
成アクション
レベルの情報

アクション
最終アクセ
ス時間情報

AWS Server Migration Service sms  はい  いいえ

Amazon Pinpoint SMS および音声サービス sms-voice  はい  いいえ

AWS Snowball snowball  はい  いいえ

Amazon Simple Queue Service sqs  はい  いいえ

AWS Systems Manager ssm  はい  いいえ

AWS Systems Manager Incident Manager ssm-incidents  はい  いいえ

AWS Security Token Service sts  はい  いいえ

Amazon Simple Workflow Service swf  はい  いいえ

Amazon CloudWatch Synthetics synthetics  はい  いいえ

Amazon リソースグループのタグ付け API タグ  はい  いいえ

Amazon Textract textract  はい  いいえ

Amazon Timestream timestream  はい  いいえ

Amazon Transcribe transcribe  はい  いいえ

Amazon Translate translate  はい  いいえ

AWS Well-Architected Tool wellarchitected  はい  いいえ

Amazon Connect Wisdom wisdom  はい  いいえ

Amazon WorkLink worklink  はい  いいえ

IAM Access Analyzer のクォータ
IAM Access Analyzer には、以下のクォータがあります。

リソース デフォルトのクォータ 最大クォータ

信頼ゾーンであるアカウントの
最大アナライザー数

1 1

組織の信頼ゾーンを持つ最大ア
ナライザー数

5 20¹

アナライザーあたりの最大アー
カイブルール数

100 1,000¹

1080

https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsservermigrationservice.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonpinpointsmsandvoiceservice.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awssnowball.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonsqs.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awssystemsmanager.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awssystemsmanagerincidentmanager.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awssecuritytokenservice.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonsimpleworkflowservice.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazoncloudwatchsynthetics.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonresourcegrouptaggingapi.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazontextract.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazontimestream.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazontranscribe.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazontranslate.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awswell-architectedtool.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonconnectwisdom.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonworklink.html
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リソース デフォルトのクォータ 最大クォータ
各アーカイブルールには、基準
ごとに最大 20 個の値を指定でき
ます。

1 時間あたりのアナライザーごと
のアクセスプレビューの最高数

1,000 1,000

ポリシー世代ごとに処理される 
AWS CloudTrail ログファイル

100,000 100,000

ポリシー生成の同時実行 1 1

ポリシーの生成 AWS CloudTrail 
データサイズ

25 GB 25 GB

ポリシーの生成 AWS CloudTrail 
時間範囲

90 日間 90 日間

1 日あたりのポリシー生成数 アフリカ (ケープタウン): 5

アジアパシフィック (香港): 5

ヨーロッパ (ミラノ): 5

中東 (バーレーン): 5

その他のサポートされているす
べてのリージョン: 50

Note

キャンセルされたポリ
シー生成要求は、毎日
のクォータに適用されま
す。

アフリカ (ケープタウン): 5

アジアパシフィック (香港): 5

ヨーロッパ (ミラノ): 5

中東 (バーレーン): 5

その他のサポートされているす
べてのリージョン: 50

¹ 一部のクォータは、Service Quotasを使用してお客様が設定できます。
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IAM のトラブルシューティング
アクセスが拒否されたり、AWS Identity and Access Management (IAM) を操作中にエラーが発生したりす
る場合は、このセクションのトピックを参照してください。

トピック
• 一般的な IAM の問題のトラブルシューティング (p. 1082)
• アクセス拒否エラーメッセージのトラブルシューティング (p. 1087)
• IAM ポリシーのトラブルシューティング (p. 1090)
• FIDO セキュリティキーのトラブルシューティング (p. 1105)
• IAM ロールのトラブルシューティング (p. 1106)
• IAM および Amazon EC2 のトラブルシューティング (p. 1112)
• Amazon S3 および IAM のトラブルシューティング (p. 1115)
• AWS での SAML 2.0 フェデレーションのトラブルシューティング (p. 1116)

一般的な IAM の問題のトラブルシューティング
この情報を使用して、AWS Identity and Access Management (IAM) を使用する際のアクセス拒否などの一
般的な問題の診断と修正を行います。

問題点
• 自分の AWS アカウントにサインインできません (p. 1082)
• アクセスキーを紛失した (p. 1082)
• AWS サービスに要求を送信すると "アクセス拒否" が発生する (p. 1083)
• 一時的な認証情報を使用して要求を送信すると "アクセス拒否" が発生する (p. 1084)
• ポリシーの変数が機能していない (p. 1085)
• 行った変更がすぐに表示されないことがある (p. 1085)
• iam:DeleteVirtualMFADevice を実行する権限がありません (p. 1085)
• IAM ユーザーを安全に作成するにはどうすればよいですか? (p. 1086)
• その他のリソース (p. 1087)

自分の AWS アカウントにサインインできません
正しい認証情報を持っていること、およびサインインに正しい方法を使用していることを確認します。
詳しい情報については、AWS サインイン ユーザーガイドの「サインインに関する問題のトラブルシュー
ティング」を参照してください。

アクセスキーを紛失した
アクセスキーは 2 つのパートで構成されます。

• アクセスキー識別子。これはシークレットではなく、ユーザー概要ページなど、IAM コンソールでアク
セスキーがリストされるすべての場所に表示されます。

• シークレットアクセスキー。これは最初にアクセスキーペアを作成するときに提供されます。パスワー
ドと同じように、後で取得することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合は、新し
いアクセスキーペアを作成する必要があります。アクセスキーの最大数 (p. 1132)に達している場合は、
既存のペアを削除してから新しいものを作成する必要があります。
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https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/troubleshooting-sign-in-issues.html
https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/troubleshooting-sign-in-issues.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
AWS サービスに要求を送信す
ると "アクセス拒否" が発生する

詳細については、「紛失したり忘れたりしたパスワードまたは AWS のアクセスキーのリセット (p. 114)」
を参照してください。

AWS サービスに要求を送信すると "アクセス拒否" が
発生する
• エラーメッセージに、アクセスを拒否するポリシーの種類が含まれているかどうかを確認します。た

とえば、サービス制御ポリシー (SCP) によりアクセスが拒否されたというエラーが表示された場合
は、SCP の問題のトラブルシューティングに集中できます。ポリシータイプがわかっている場合は、そ
のポリシータイプのポリシーの特定のアクションに対する拒否ステートメントまたは不足している許可
をチェックすることもできます。詳細については、「アクセス拒否エラーメッセージのトラブルシュー
ティング (p. 1087)」を参照してください。エラーメッセージに、アクセスを拒否するポリシーの種類が
記載されていない場合は、このセクションの残りのガイドラインを参考にして、さらにトラブルシュー
ティングを行ってください。

• リクエストしたアクションとリソースを呼び出すアイデンティティベースのポリシーのアクセス許可を
持っていることを確認します。条件が付けられている場合、要求を送信するにはそれらの条件も満たし
ている必要があります。IAM ユーザー、グループ、ロールのポリシーの表示や修正の詳細については、
「IAM ポリシーを管理する (p. 513)」を参照してください。

• AWS Management Console から、アクションを実行する権限がないと通知された場合、管理者に問い合
わせ、サポートを依頼する必要があります。管理者からサインイン資格情報またはサインインリンクが
提供されました。

以下のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して架空の my-example-
widget リソースに関する詳細情報を表示しようとしているが、架空の widgets:GetWidget 許可が
ないという場合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 widgets:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、Mateo は、my-example-widget アクションを使用して widgets:GetWidget リソースに
アクセスできるように、ポリシーの更新を管理者に依頼する必要があります。

• Amazon S3、Amazon SNS、Amazon SQS などのリソースベースのポリシー (p. 444)をサポートする
サービスにアクセスしようとしていますか。その場合は、ポリシーでお客様がプリンシパルに指定さ
れていて、アクセス権限を付与されていることを確認します。アカウント内のサービスにリクエスト
する場合は、アイデンティティベースのポリシーまたはリソースベースのポリシーを使用して、アクセ
ス許可を付与することができます。別のアカウントのサービスにリクエストする場合は、アイデンティ
ティベースのポリシーとリソースベースのポリシーの両方でアクセス許可を付与する必要があります。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスを確認するには、「IAM と連携する AWS のサービ
ス (p. 1137)」を参照してください。

• キーバリューのペアを持つ条件がポリシーに含まれている場合は、そのポリシーを慎重に確認
します。この例には、aws:RequestTag/tag-key (p. 1253) グローバル条件キー、AWS KMS
kms:EncryptionContext:encryption_context_key、および複数のサービスでサポートされ
ている ResourceTag/tag-key 条件キーが含まれます。キー名が複数の結果に一致しないことを
確認します。条件キー名では大文字と小文字が区別されないため、foo というキーを確認する条件
は、foo、Foo、または FOO に一致します。リクエストに複数のキーバリューのペアが含まれていて、
キー名の大文字と小文字のみが異なる場合、アクセスは予期せず拒否される可能性があります。詳細に
ついては、「IAM JSON ポリシー要素Condition (p. 1193)」を参照してください。

• アクセス許可の境界 (p. 433)が設定されている場合は、アクセス許可の境界として使用されているポリ
シーでリクエストが許可されるかどうかを確認します。リクエストがアイデンティティベースのポリ
シーでは許可されるが、アクセス許可の境界では許可されない場合、リクエストは拒否されます。アク
セス許可の境界は、IAM プリンシパル (ユーザーまたはロール) に付与できるアクセス許可の上限を設定
します。リソースベースのポリシーは、アクセス許可の境界では制限されません。アクセス許可の境界
は一般向けの機能ではありません。AWS によるポリシーの評価方法の詳細については、「ポリシーの評
価論理 (p. 1220)」を参照してください。
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送信すると "アクセス拒否" が発生する

• 手動でリクエストに署名する (AWS SDK を使用しない) 場合は、正確にリクエストに署名していること
を確認します。

一時的な認証情報を使用して要求を送信すると "アク
セス拒否" が発生する
• まず、一時的な認証情報とは別の理由でアクセスが拒否されていないことを確認してください。詳細に

ついては、「AWS サービスに要求を送信すると "アクセス拒否" が発生する (p. 1083)」を参照してくだ
さい。

• サービスが一時的セキュリティ認証情報を受け入れることを確認します。「IAM と連携する AWS の
サービス (p. 1137)」を参照してください。

• リクエストが正しく署名されており、そのリクエストの形式が整っていることを確認します。詳細
については、ツールキットドキュメントまたは「AWS リソースを使用した一時的な認証情報の使
用 (p. 368)」を参照してください。

• 一時的な認証情報が失効していないことを確認します。詳細については、「IAM の一時的な認証情
報 (p. 355)」を参照してください。

• IAM ユーザーまたはロールに正しいアクセス権限があるかどうかを確認します。一時的なセキュリティ
認証情報のアクセス許可は IAM ユーザーまたはロールから取得されます。その結果、アクセス許可は、
一時的な認証情報を引き受けたロールに付与されているものに制限されます。一時的なセキュリティ認
証情報に対するアクセス許可の決定方法の詳細については、「一時的なセキュリティ認証情報のアクセ
ス権限を制御する (p. 371)」を参照してください。

• ロールを引き受ける場合は、ロールセッションはセッションポリシーによって制限される場合がありま
す。AWS STS を使用してプログラムで一時的なセキュリティ認証情報をリクエストする (p. 357)場合
は、オプションでインラインまたは管理セッションポリシー (p. 419)を渡すことができます。セッショ
ンポリシーは、ロールの一時認証情報セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高
度なポリシーです。Policy パラメータを使用して単一の JSON インラインセッションポリシードキュ
メントを渡すことができます。PolicyArns パラメータを使用して、最大 10 個の管理セッションポリ
シーを指定できます。結果として得られるセッションのアクセス許可は、ロールの ID ベースのポリシー
とセッションポリシーの共通部分です。または、管理者またはカスタムプログラムから一時的な認証情
報が提供されている場合は、アクセスを制限するためのセッションポリシーが含まれている可能性があ
ります。

• フェデレーティッドユーザーの場合は、セッションはセッションポリシーによって制限される場合
があります。AWS に IAM ユーザーとしてサインインしてフェデレーショントークンをリクエストす
ることでフェデレーティッドユーザーになります。フェデレーティッドユーザーの詳細については、
「GetFederationToken — カスタム ID ブローカーを介したフェデレーション (p. 363)」を参照してくだ
さい。フェデレーショントークンをリクエスト中に ID ブローカーがセッションポリシーに合格した場
合、セッションはそれらのポリシーによって制限されます。結果として得られるセッションのアクセス
許可は、IAM ユーザーの ID ベースのポリシーとセッションポリシーの共通部分です。セッションポリ
シーの詳細については、「セッションポリシー (p. 419)」を参照してください。

• ロールを使用してリソースベースのポリシーのあるリソースへアクセスする場合は、ポリシーから
ロールにアクセス権限が付与されていることを確認します。たとえば、次のポリシーではアカウント
MyRole からの 111122223333 の MyBucket へのアクセスを許可しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Sid": "S3BucketPolicy", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"AWS": ["arn:aws:iam::111122223333:role/MyRole"]}, 
    "Action": ["s3:PutObject"], 
    "Resource": ["arn:aws:s3:::MyBucket/*"] 
  }]
}
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ポリシーの変数が機能していない
• 変数のあるすべてのポリシーで、バージョン番号: "Version": "2012-10-17" がポリシーに含まれ

ていることを確認します。正しいバージョン番号がないと、評価時に変数は置き換えられません。代わ
りに、変数は逐語的に評価されます。変数の含まれていないポリシーは、最新のバージョン番号が含ま
れていれば正常に機能します。

Version ポリシー要素は、ポリシーバージョンとは異なります。Version ポリシー要素は、ポリ
シー内で使用され、ポリシー言語のバージョンを定義します。一方で、ポリシーバージョンは、IAM 
でカスタマー管理ポリシーを変更すると作成されます。変更されたポリシーによって既存のポリシー
が上書きされることはありません。代わりに、IAM は管理ポリシーの新しいバージョンを作成しま
す。Version ポリシー要素の詳細については、「IAM JSON ポリシー要素Version (p. 1176)」を参照し
てください。ポリシーのバージョンの詳細については、「the section called “IAM ポリシーのバージョニ
ング” (p. 540)」を参照してください。

• お客様のポリシーの変数が正しく設定されていることを確認してください。詳細については、「IAM ポ
リシーの要素: 変数とタグ (p. 1211)」を参照してください。

行った変更がすぐに表示されないことがある
世界中のデータセンター内のコンピューターを介してアクセスされるサービスとして、IAM は、結果整合
性と呼ばれる分散コンピューティングモデルを採用しています。IAM (または他の AWS サービス) で行っ
た変更は、属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) で使用されているタグを含め、すべての可能なエ
ンドポイントから認識されるまでに時間がかかります。この遅延は、サーバー間、レプリケーションゾー
ン間、世界中のリージョン間でのデータ送信にかかる時間から発生している場合もあります。IAM では
パフォーマンス向上のためにキャッシュも使用しているため、これが原因で遅延が発生することがありま
す。変更は、以前にキャッシュされたデータがタイムアウトになるまで反映されない場合があります。

発生する可能性のあるこれらの遅延を考慮して、グローバルなアプリケーションを設計する必要がありま
す。ある場所で行われた変更が他の場所で直ちに表示されない場合でも、正常に動作することを確認しま
す。このような変更には、ユーザー、グループ、ロール、またはポリシーの作成や更新が含まれます。ア
プリケーションの重要で高可用性のコードパスには、このような IAM の変更を含めないことをお勧めしま
す。代わりに、実行頻度が低い別の初期化またはセットアップルーチンに IAM の変更を加えます。また、
本番稼働ワークフローが依存する前に、変更が伝達済みであることを確認します。

AWS の他のいくつかのサービスがこの遅延からどのような影響を受けるかの詳細については、以下のリ
ソースを参照してください。

• Amazon DynamoDB: DynamoDB のよくある質問の「Amazon DynamoDB の整合性モデルとは何です
か? 」および Amazon DynamoDB デベロッパーガイドの「読み込み整合性」。

• Amazon EC2: Amazon EC2 API リファレンスの EC2 結果整合性。
• Amazon EMR: AWS ビッグデータブログの「ETL ワークフローに Amazon S3 および Amazon Elastic 

MapReduce を使用する場合の整合性の確保」
• Amazon Redshift: Amazon Redshift Database デベロッパーガイドの データの一貫性の管理
• Amazon S3: Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの Amazon S3 データ整合性モデル

iam:DeleteVirtualMFADevice を実行する権限がありま
せん
自分または他のユーザーに仮想 MFA デバイスを割り当てるまたは削除しようとすると、次のエラーが表
示されることがあります。

1085

https://wikipedia.org/wiki/Eventual_consistency
https://wikipedia.org/wiki/Eventual_consistency
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction_attribute-based-access-control.html
http://aws.amazon.com/dynamodb/faqs
http://aws.amazon.com/dynamodb/faqs
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/HowItWorks.ReadConsistency.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/APIReference/query-api-troubleshooting.html#eventual-consistency
http://aws.amazon.com/blogs/big-data/ensuring-consistency-when-using-amazon-s3-and-amazon-elastic-mapreduce-for-etl-workflows/
http://aws.amazon.com/blogs/big-data/ensuring-consistency-when-using-amazon-s3-and-amazon-elastic-mapreduce-for-etl-workflows/
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/managing-data-consistency.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Introduction.html#ConsistencyModel


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
IAM ユーザーを安全に作成するにはどうすればよいですか?

User: arn:aws:iam::123456789012:user/Diego is not authorized to perform: 
 iam:DeleteVirtualMFADevice on resource: arn:aws:iam::123456789012:mfa/Diego with an 
 explicit deny

これは、誰かが以前に IAM コンソールでユーザーに仮想 MFA デバイスの割り当てを開始し、プロセスを
キャンセルした場合に発生する可能性があります。これにより、IAM でユーザー用の仮想化 MFA デバイ
スが作成されますが、ユーザーに決して割り当てられません。新しい仮想化 MFA デバイスを同じデバイ
ス名で作成する前に、既存の仮想化 MFA デバイスを削除する必要があります。

この問題を修正するために、管理者はポリシーのアクセス許可を編集しないでください。代わりに、管理
者は AWS CLI または AWS API を使用して、既存のしかし割り当てられていない仮想化 MFA デバイスを
削除する必要があります。

既存の未割り当て仮想化 MFA デバイスを削除するには

1. アカウントの仮想 MFA デバイスを表示します。

• AWS CLI: aws iam list-virtual-mfa-devices
• AWS API:ListVirtualMFADevices

2. レスポンスで、修正しようとしているユーザーの仮想化 MFA デバイスの ARN を見つけます。
3. 仮想化 MFA デバイスを削除します。

• AWS CLI: aws iam delete-virtual-mfa-device
• AWS API:DeleteVirtualMFADevice

IAM ユーザーを安全に作成するにはどうすればよいで
すか?
AWS へのアクセスを必要とする従業員がいる場合は、IAM ユーザーを作成するか、認証に IAM Identity 
Center を使用するかを選択できます。IAM を使用する場合、AWS では、IAM ユーザーを作成し、その認
証情報を従業員に安全に伝達することを推奨しています。従業員の隣に物理的に配置されていない場合
は、安全なワークフローを使用して、従業員に認証情報を伝達します。

IAM で新しいユーザーを安全に作成するには、次のワークフローを使用します。

1. AWS Management Console を使用して新しいユーザーを作成します。自動生成されたパスワードを使
用して AWS Management Console アクセス権を付与することを選択します。必要に応じて、[Users 
must create a new password at next sign-in] (ユーザーは次回サインイン時に新しいパスワードを作成
する必要があります) のチェックボックスをオンにします。ユーザーがパスワードを変更するまで、
アクセス許可ポリシーをユーザーに追加しないでください。

2. ユーザーを追加したら、新しいユーザーのサインイン URL、ユーザー名、およびパスワードをコピー
します。パスワードを表示するには、[Show] (表示) を選択します。

3. E メール、チャット、チケットシステムなど、社内の安全な通信方法を使用して、従業員にパスワー
ドを送信します。別途、IAM ユーザーコンソールのリンクおよびユーザー名をユーザーに提供しま
す。アクセス許可を付与する前に、正常にサインインできることを確認するよう従業員に伝えます。

4. 従業員が確認したら、必要なアクセス許可を追加します。セキュリティのベストプラクティスとし
て、認証情報を管理するために MFA を使用した認証をユーザーに要求するポリシーを追加します。
ポリシーの例については、「AWS: MFA で認証された IAM ユーザーが [My security credentials] (セ
キュリティ認証情報) ページで自分の認証情報を管理できるようにします (p. 464)」を参照してくださ
い。
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その他のリソース
AWS を使用する際のトラブルシューティングに役立つリソースを以下に示します。

• AWS CloudTrail ユーザーガイドユーザーガイド – AWS CloudTrail を使用して、AWS への API コール
の履歴を追跡し、その情報をログファイルに保存します。この情報は、どのユーザーおよびアカウント
がお客様のアカウントのリソースにアクセスしたか、いつその呼び出しが行われたか、どのアクション
がリクエストされたかなどを調べるために役立ちます。詳細については、「AWS CloudTrail による IAM 
および AWS STS の API コールのログ記録 (p. 403)」を参照してください。

• AWS ナレッジセンター — 問題のトラブルシューティングに役立つ FAQ やその他のリソースへのリン
クを検索できます。

• AWS サポートセンター — テクニカルサポートを利用できます。
• AWS プレミアムサポートセンター – プレミアムテクニカルサポートを利用できます。

アクセス拒否エラーメッセージのトラブルシュー
ティング

アクセス拒否エラーは、AWS が認証リクエストを明示的または暗黙的に拒否した場合に表示されます。明
示的な拒否は、特定の AWS アクションに対する Deny ステートメントがポリシーに含まれている場合に
発生します。該当する Deny ステートメントがなく、該当する Allow ステートメントもない場合に、暗黙
的な拒否が発生します。IAM ポリシーはデフォルトで IAM プリンシパルを拒否するため、ポリシーではプ
リンシパルにアクションの実行を明示的に許可する必要があります。それ以外の場合、ポリシーは暗黙的
にアクセスを拒否します。詳細については、「明示的な拒否と暗黙的な拒否の違い (p. 1230)」を参照して
ください。

ほとんどのアクセス拒否のエラーメッセージは、User user is not authorized to perform
action on resource because context の形式です。この例では、####はアクセスを受信しない
Amazon リソースネーム (ARN) であり、#####はポリシーが拒否するサービスアクションであり、###
#は、ポリシーが作用するリソースの ARN です。[context] (コンテキスト) フィールドには、ポリシー
タイプについての追加のコンテキストが表示され、ポリシーがアクセスを拒否した理由が説明されていま
す。

ポリシー内の Deny ステートメントによって明示的にポリシーが拒否された場合、AWS はアクセス拒否エ
ラーメッセージに with an explicit deny in a type policy を含めます。ポリシーが暗黙的に拒
否された場合は、AWS はアクセス拒否エラーメッセージに文字列 because no type policy allows 
the action action を含めます。

Note

AWS のサービスによっては、このアクセス拒否エラーメッセージ形式をサポートしていません。
アクセス拒否エラーメッセージの内容は、認証リクエストを行うサービスによって異なる場合が
あります。

ポリシータイプが同じである複数のポリシーが認証リクエストを拒否した場合、AWS はアクセス拒否エ
ラーメッセージでポリシーの番号を特定しません。複数のポリシータイプが原因で認証リクエストが拒否
された場合、AWS は、これらのポリシータイプのうち 1 つだけをエラーメッセージに含めます。

アクセス拒否エラーメッセージの例
次の例では、アクセス拒否エラーメッセージの形式のタイプを示します。

サービスコントロールポリシーによるアクセスの拒否
次のエラーについては、サービスコントロールポリシー (SCP) で codecommit:ListRepositories の
Deny ステートメントまたは欠落している Allow ステートメントを確認します。
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Note

SCP がアクセスを拒否すると、拒否が暗黙的であってもエラーメッセージには文字列 due to 
an explicit deny in a Service Control Policy を含まることができます。

User: arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
codecommit:ListRepositories with an explicit deny in a service control policy

VPC エンドポイントポリシーによるアクセスの拒否
• 暗黙的な拒否: 次のエラーについては、仮想プライベートクラウド (VPC) エンドポイントポリシーで欠

落している codecommit:ListRepositories の Allow ステートメントを確認します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
codecommit:ListRepositories because no VPC endpoint policy allows the 
 codecommit:ListRepositories action

• 明示的な拒否: 次のエラーについては、VPC エンドポイントポリシーで明示的な
codecommit:ListDeployments の Deny ステートメントを確認します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:us-
east-1:123456789012:deploymentgroup:* with an explicit deny in a VPC endpoint policy

アクセス許可の境界によりアクセスの拒否
• 暗黙的な拒否: 次のエラーについては、アクセス許可の境界で欠落している
codecommit:ListDeployments の Allow ステートメントを確認します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:us-
east-1:123456789012:deploymentgroup:* because no permissions boundary allows the 
 codedeploy:ListDeployments action

• 明示的な拒否: 次のエラーについては、アクセス許可の境界で明示的な sagemaker:ListModels の
Deny ステートメントを確認します。

User: arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
sagemaker:ListModels with an explicit deny in a permissions boundary

セッションポリシーによるアクセスの拒否
• 暗黙的な拒否: 次のエラーについては、セッションポリシーで暗黙的な
codecommit:ListRepositories の Allow ステートメントを確認します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
codecommit:ListRepositories because no session policy allows the 
 codecommit:ListRepositories action

• 明示的な拒否: 次のエラーについては、セッションポリシーで明示的な
codecommit:ListDeployments の Deny ステートメントを確認します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
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codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:us-
east-1:123456789012:deploymentgroup:* with an explicit deny in a sessions policy

リソースベースのポリシーによるアクセスの拒否
• 暗黙的な拒否: 次のエラーについては、リソースベースポリシーで欠落している
secretsmanager:GetSecretValue の Allow ステートメントを確認します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
secretsmanager:GetSecretValue because no resource-based policy allows the 
 secretsmanager:GetSecretValue action

• 明示的な拒否: 次のエラーについては、リソースベースポリシーで明示的な
secretsmanager:GetSecretValue の Deny ステートメントを確認します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
secretsmanager:GetSecretValue on resource: arn:aws:secretsmanager:us-
east-1:123456789012:secret:* with an explicit deny in a resource-based policy

ロール信頼ポリシーによるアクセスの拒否
• 暗黙的な拒否: 次のエラーについては、ロール信頼ポリシーで暗黙的な sts:AssumeRole の Allow ス

テートメントを確認します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
sts:AssumeRole because no role trust policy allows the sts:AssumeRole action

• 明示的な拒否: 次のエラーについては、ロール信頼ポリシーで欠落している sts:AssumeRole の
Allow ステートメントを確認します。

User: arn:aws:iam::777788889999:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
sts:AssumeRole with an explicit deny in the role trust policy

ID ベースのポリシーによるアクセスの拒否
• 暗黙的な拒否: 次のエラーについては、ユーザー JohnDoe にアタッチされた ID ベースポリシーで欠落

している codecommit:ListRepositories の Allow ステートメントを確認します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
codecommit:ListRepositories because no identity-based policy allows the 
 codecommit:ListRepositories action

• 明示的な拒否: 次のエラーについては、ユーザー JohnDoe にアタッチされた ID ベースポリシーで明示
的な codedeploy:ListDeployments の Deny ステートメントを確認します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe is not authorized to perform:  
codedeploy:ListDeployments on resource: arn:aws:codedeploy:us-
east-1:123456789012:deploymentgroup:* with an explicit deny in an identity-based policy
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別のポリシーが原因で VPC 要求が失敗した場合のアクセス拒否
次のエラーについては、SCP で明示的な SNS:Publish の Deny ステートメントを確認します。

User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/role-name/role-session-name is not authorized 
 to perform:  
SNS:Publish on resource: arn:aws:sns:us-east-1:444455556666:role-name-2 
with an explicit deny in a VPC endpoint policy transitively through a service control 
 policy

IAM ポリシーのトラブルシューティング
ポリシー (p. 417)は、ID やリソースにアタッチされるとそれらのアクセス許可を定義する、AWS のエン
ティティです。AWS は、ユーザーなどのプリンシパルがリクエストを行うときに、これらのポリシーを
評価します。ポリシーでの許可により、リクエストが許可されるか拒否されるかが決まります。ポリシー
はアイデンティティベースのポリシーとしてプリンシパルにアタッチされるか、リソースベースのポリ
シーとしてリソースにアタッチされた JSON ドキュメントとして AWS に保存されます。IAM グループ、
ユーザー、ロールなどのプリンシパル (またはアイデンティティ) に、アイデンティティベースのポリシー
をアタッチできます。アイデンティティベースのポリシーには、AWS 管理ポリシー、カスタマー管理ポリ
シー、およびインラインポリシーがあります。AWS Management Console で、[Visual] および [JSON] エ
ディタオプションの両方を使用してカスタマー管理ポリシーの作成と編集ができます。AWS Management 
Consoleでポリシーを表示すると、そのポリシーによって付与されたアクセス許可の概要を表示できま
す。ビジュアルエディタとポリシー概要を使用して、IAM ポリシーの管理中に発生した一般的なエラーの
診断と修正に役立てることができます。

すべての IAM ポリシーは、JavaScript Object Notation (JSON) のルールで始まる構文を使用して保存さ
れることに注意してください。ポリシーを作成または管理するために、この構文を理解する必要はあり
ません。AWS Management Consoleのビジュアルエディタを使用してポリシーを作成または編集できま
す。IAM ポリシーでの JSON 構文の詳細については、「IAM JSON ポリシー言語の文法  (p. 1237)」を参
照してください。

IAM ポリシーのトラブルシューティングに関するトピック

• ビジュアルエディタを使用したトラブルシューティング (p. 1091)
• ポリシーの再構成 (p. 1091)
• ビジュアルエディタでのリソース ARN の選択 (p. 1092)
• ビジュアルエディタでのアクセス許可の拒否 (p. 1092)
• ビジュアルエディタで複数のサービスの指定 (p. 1092)
• ビジュアルエディタでのポリシーサイズの縮小 (p. 1093)
• ビジュアルエディタでの認識されないサービス、アクション、またはリソースタイプの修正 (p. 1093)

• ポリシー概要を使用したトラブルシューティング (p. 1094)
• 欠落しているポリシーの概要 (p. 1094)
• ポリシー概要に認識されないサービス、アクション、リソースタイプが含まれる (p. 1095)
• サービスが IAM ポリシー概要をサポートしていない (p. 1096)
• 使用するポリシーが予期するアクセス許可を付与しない (p. 1097)

• ポリシー管理のトラブルシューティング (p. 1100)
• IAM アカウントでのポリシーのアタッチまたはデタッチ (p. 1100)
• アクティビティに基づいて IAM アイデンティティのポリシーを変更する (p. 1101)

• JSON ポリシードキュメントのトラブルシューティング (p. 1101)
• ポリシーの検証 (p. 1101)
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• JSON エディタでポリシー検証のアクセス許可がありません (p. 1101)
• 複数の JSON ポリシーオブジェクト (p. 1101)
• 複数の JSON Statement 要素 (p. 1102)
• JSON Statement 要素内の複数の Effect、Action、Resource 要素 (p. 1103)
• JSON Version 要素の欠落 (p. 1104)

ビジュアルエディタを使用したトラブルシューティン
グ
カスタマー管理ポリシーを作成または編集するときには、[ビジュアル] エディタの情報を使用して、ポリ
シーのエラーのトラブルシューティングに役立てることができます。ビジュアルエディタを使用してポ
リシーを作成する方法の例については、「the section called “アイデンティティへのアクセスコントロー
ル” (p. 448)」を参照してください。

ポリシーの再構成
ポリシーを作成すると、AWS はポリシーを検証、処理、変換してから保存します。AWS がユーザークエ
リに対してポリシーを返すか、コンソールに表示するときに、AWS はポリシーによって付与されたアクセ
ス許可を変更することなく、ポリシーを人間が読み取れる形式に変換し直します。その結果、ポリシーの
ビジュアルエディタまたは [JSON] タブで表示されるポリシーに違いが発生する場合があります。ビジュ
アルエディタのアクセス許可ブロックは追加、削除、または順序変更でき、ブロック内のコンテンツは最
適化できます。[JSON] タブで、重要でない空白は削除でき、JSON マップ内の要素は順序を変更できま
す。さらに、プリンシパル要素内の AWS アカウント ID は AWS アカウントのルートユーザー の ARN に
置き換えることができます。このような変更の可能性があるため、JSON ポリシードキュメントを文字列
として比較しないでください。

AWS Management Console でカスタマー管理ポリシーを作成するときに、[JSON] エディタで操作が完結
するように選択できます。[Visual] エディタで一切変更を加えることなく、JSON タブで [次へ] を選択する
と、ポリシーが再構成される可能性が低くなります。ただし、ポリシーを作成し、[Visual] エディタを使用
して変更を加えるか、[Visual] エディタから [次へ] を選択する場合、IAM はビジュアルエディタでの外観
を最適化するために、ポリシーを再構成する可能性があります。

この再構成は編集セッション内のみに存在するものであり、自動的には保存されません。

編集セッションでポリシーが再構成された場合、IAM は次の状況に基づいて再構成を保存するかどうかを
決定します。

このエディターオプ
ションの使用

ポリシーを編集する場
合

次に、このタブから [次
へ] を選択します

[変更の保存] を選択する
場合

Visual 編集されます Visual ポリシーが再構成され
ます

Visual 編集されます JSON ポリシーが再構成され
ます

Visual 編集されません Visual ポリシーが再構成され
ます

JSON 編集されます Visual ポリシーが再構成され
ます

JSON 編集されます JSON ポリシー構造は変更さ
れません
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このエディターオプ
ションの使用

ポリシーを編集する場
合

次に、このタブから [次
へ] を選択します

[変更の保存] を選択する
場合

JSON 編集されません JSON ポリシー構造は変更さ
れません

IAM は、複雑なポリシーや、複数のサービス、リソースタイプ、または条件キーを許可するアクセス許可
ブロックまたはステートメントを持つポリシーを再構成する場合があります。

ビジュアルエディタでのリソース ARN の選択
ビジュアルエディタを使用してポリシーを作成または編集するときは、最初にサービスを選択し、そ
のサービスからアクションを選択する必要があります。選択したサービスとアクションが特定のリソー
ス (p. 454)の選択をサポートしている場合、ビジュアルエディタに、サポートされるリソースタイプが一
覧表示されます。次に、[Add ARN (ARN の追加)] を選択して、リソースの詳細を提供できます。リソース
タイプの ARN を追加するために、以下のオプションから選択できます。

• ARN ビルダーの使用 – リソースタイプに基づいて、ARN を構築するためのさまざまなフィールドが表
示される場合があります。[Any (任意)] を選択して、指定した設定の任意の値に対するアクセス許可を付
与することもできます。たとえば、Amazon EC2 の [Read (読み取り)] アクセスレベルグループを選択
した場合、ポリシーのアクションは instance リソースタイプをサポートします。リソースの [Region 
(リージョン)]、[Account (アカウント)]、[インスタンス ID] の各値を指定する必要があります。アカウン
ト ID を指定するが、リージョンとインスタンス ID に [Any (任意)] を選択する場合、ポリシーでアカウ
ントの任意のインスタンスにアクセス許可が付与されます。

• ARN の入力または貼り付け – Amazon リソースネーム (ARN) (p. 1124) によりリソースを指定できま
す。ワイルドカード文字 (*) を ARN の任意のフィールドに含めることができます (コロンの各ペアの
間)。詳細については、「IAM JSON ポリシー要素Resource (p. 1190)」を参照してください。

ビジュアルエディタでのアクセス許可の拒否
デフォルトでは、ビジュアルエディタを使用して作成するポリシーにより、選択したアクションが許可さ
れます。その代わりに選択したアクションを拒否するには、[Switch to deny permissions (アクセス許可の
拒否に切り替え)] を選択します。リクエストはデフォルトでは拒否されるため、ユーザーが必要とするア
クションとリソースに対するアクセス許可のみを付与することを、セキュリティのベストプラクティスと
してお勧めします。別のステートメントまたはポリシーによって個別に許可されるアクセス許可を上書き
する場合のみ、アクセス許可を拒否するステートメントを作成する必要があります。これにより、アクセ
ス許可のトラブルシューティングがより困難になる可能性があるため、拒否ステートメントの数は最小限
に制限することをお勧めします。IAM がポリシーのロジックを評価する方法の詳細については、「ポリ
シーの評価論理 (p. 1220)」を参照してください。

Note

デフォルトでは、AWS アカウントのルートユーザー のみが、そのアカウントのすべてのリソー
スにアクセスできます。ワイルドカード文字 () を ARN の任意のフィールドに含めることができ
ます (コロンの各ペアの間)。

ビジュアルエディタで複数のサービスの指定
ビジュアルエディタを使用してポリシーを作成するときに、一度に 1 つのサービスのみを選択できます。
これは、その後ビジュアルエディタではその 1 つのサービス用のアクションから選択できるため、ベスト
プラクティスとなります。次に、そのサービスと選択されたアクションでサポートされているリソースか
ら選択できます。これにより、ポリシーの作成とトラブルシューティングが容易になります。

JSON 構文に精通している場合は、ワイルドカード文字 (*) を使用して複数のサービスを手動で指定するこ
ともできます。たとえば、「Code*」と入力すると、CodeBuild や CodeCommit など、Code で始まる
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すべてのサービスに対するアクセス許可を付与できます。ただし、次にアクションとリソースの ARN を
入力して、ポリシーを完了する必要があります。さらに、ポリシーを保存すると、各サービスが別のアク
セス許可ブロックに含まれるように、ポリシーが再構成 (p. 1091)される場合があります。

または、JSON 構文 (ワイルドカードなど) をサービスに使用するには、[JSON] エディタオプションを使
用してポリシーを作成、編集、保存します。

ビジュアルエディタでのポリシーサイズの縮小
ビジュアルエディタを使用してポリシーを作成する場合、IAM はポリシーを保存する JSON ドキュメン
トを作成します。このドキュメントを表示するには、[JSON] エディタオプションに切り替えます。この 
JSON ドキュメントがポリシーのサイズ制限を超える場合、ビジュアルエディタにはエラーメッセージが
表示され、ポリシーを確認または保存することはできません。管理ポリシーのサイズの IAM 制限を表示す
る方法については、「IAM 文字制限および STS 文字制限 (p. 1134)」を参照してください。

ビジュアルエディタでポリシーのサイズを減らすには、ポリシーを編集するか、アクセス許可ブロックを
別のポリシーに移動します。エラーメッセージには、ポリシードキュメントに含まれている文字数が含ま
れ、この情報を使用してポリシーのサイズを縮小することができます。

ビジュアルエディタでの認識されないサービス、アクション、ま
たはリソースタイプの修正
ビジュアルエディタでポリシーを作成または編集すると、認識できないサービス、アクション、またはリ
ソースタイプがポリシーに含まれているという警告が表示される場合があります。

Note

IAM によって、ポリシー概要をサポートするサービスの名前、アクション、リソースタイプが確
認されます。ただし、ポリシー概要には、存在しないリソース値または条件が含まれる可能性が
あります。必ず Policy Simulator (p. 522) でポリシーをテストしてください。

ポリシーに認識されないサービス、アクション、またはリソースタイプが含まれている場合は、以下のい
ずれかのエラーが発生しています。

• プレビューサービス – プレビュー中のサービスはビジュアルエディタをサポートしていません。プレ
ビューに参加中の場合は、警告を無視して続行できます。ただし、ポリシーを完了するには、アクショ
ンとリソースの ARN を手動で入力する必要があります。または、[JSON] エディタオプションを選択し
て、JSON ポリシードキュメントを入力または貼り付けることができます。

• カスタムサービス – カスタムサービスはビジュアルエディタをサポートしていません。カスタムサー
ビスを使用中の場合は、警告を無視して続行できます。ただし、ポリシーを完了するには、アクション
とリソースの ARN を手動で入力する必要があります。または、[JSON] エディタオプションを選択し
て、JSON ポリシードキュメントを入力または貼り付けることができます。

• サービスがビジュアルエディタをサポートしていない – ポリシーに、ビジュアルエディタをサポートし
ていない一般公開された (GA) サービスが含まれている場合、警告を無視して続行できます。ただし、
ポリシーを完了するには、アクションとリソースの ARN を手動で入力する必要があります。または、
[JSON] エディタオプションを選択して、JSON ポリシードキュメントを入力または貼り付けることがで
きます。

一般公開されたサービスとは、プレビューやカスタムサービスではない、一般にリリースされたサービ
スです。認識されないサービスが一般公開されていて、名前のスペルが正しくない場合、そのサービス
はビジュアルエディタをサポートしません。GA サービスに対するビジュアルエディタまたはポリシー
概要のサポートをリクエストする方法については、「サービスが IAM ポリシー概要をサポートしていな
い (p. 1096)」を参照してください。

• アクションがビジュアルエディタをサポートしていない – ポリシーに含まれるサービスがサポートさ
れていても、アクションがサポートされていない場合は、警告を無視して続行できます。ただし、ポリ
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シーを完了するには、リソースの ARN を手動で入力する必要があります。または、[JSON] エディタオ
プションを選択して、JSON ポリシードキュメントを入力または貼り付けることができます。

ポリシーに含まれるサービスがサポートされていても、アクションがサポートされていない場合、その
サービスはビジュアルエディタを一部サポートしません。GA サービスに対するビジュアルエディタま
たはポリシー概要のサポートをリクエストする方法については、「サービスが IAM ポリシー概要をサ
ポートしていない (p. 1096)」を参照してください。

• リソースタイプがビジュアルエディタをサポートしていない – ポリシーに含まれるアクションがサポー
トされていても、リソースタイプがサポートされていない場合は、警告を無視して続行できます。ただ
し、IAM は、選択したすべてのアクションのリソースを含めたことを確認できないため、追加の警告が
表示されることがあります。

• タイプミス – ビジュアルエディタでサービス、アクション、またはリソースを手動で入力するときに、
タイプミスを含むポリシーを作成する可能性があります。これを避けるために、ビジュアルエディタを
使用してサービスとアクションのリストから項目を選択し、プロンプトに従ってリソースセクションの
操作を完了させることをお勧めします。ただし、サービスがビジュアルエディタを完全にサポートして
いない場合は、ポリシーの一部を手動で入力しなければならないことがあります。

ポリシーに、確実に上記のエラーが含まれていない場合は、ポリシーにタイプミスが含まれている可能
性があります。サービス、アクション、およびリソースタイプの名前にタイプミスがないか確認してく
ださい。たとえば、s2 ではなく s3 を使用したり、ListMyBucketsではなく ListAllMyBuckets を
使用する場合があります。アクションによくある別のタイプミスは、arn:aws:s3: : :* など、ARN 
に不要なテキストが含まれているものや、iam.CreateUser など、アクションにコロンがないもので
す。タイプミスを含む可能性のあるポリシーは、[次へ] を選択してポリシー概要を表示し、そのポリ
シーが意図したアクセス許可を付与するかどうかを確認することにより評価できます。

ポリシー概要を使用したトラブルシューティング
ポリシー概要に関連する問題を診断して解決できます。

欠落しているポリシーの概要
IAM コンソールには、ポリシー内の各サービスに対して許可または拒否されるアクセスレベル、リソー
ス、条件を定義するポリシー概要テーブルが含まれます。ポリシーは、ポリシー概要 (p. 571)、サービス
概要 (p. 582)、アクション概要 (p. 586)の 3 つのテーブルにまとめられています。ポリシー概要テーブルに
は、選択したポリシーによって定義されているサービスとアクセス許可の概要のリストが含まれます。エ
ンティティにアタッチされているポリシーのポリシーの概要 (p. 570)は、そのポリシーの [ポリシーの詳細] 
ページで表示できます。[ポリシー] ページで、管理ポリシーのポリシー概要を表示できます。AWS がポリ
シー概要をレンダリングできない場合は、概要ではなく JSON ポリシードキュメントが表示され、次のエ
ラーが表示されます。

[A summary for this policy cannot be generated.] (このポリシー概要を生成できません。) [You can still view 
or edit the JSON policy document.] (JSON ポリシードキュメントは引き続き表示または編集できます。)

ポリシーに要約が含まれていない場合は、次のいずれかのエラーが発生しています。

• サポート対象外のポリシー要素 – IAM では、以下のポリシー要素 (p. 1175)のうちいずれかを含むポリ
シー概要の生成がサポートされていません。
• Principal

• NotPrincipal

• NotResource

• ポリシーのアクセス許可なし – ポリシーによって有効なアクセス許可が付与されない場合、ポリ
シー概要を生成できません。たとえば、ポリシーに含まれる 1 つのステートメントでエレメント
"NotAction": "*" がある場合です。この場合、すべてのアクション (*) を除くすべてのアクションへ
のアクセスを許可しています。つまり、Deny または Allow のいずれにもアクセスを付与しません。
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Note

NotPrincipal、NotAction、NotResource など、これらのポリシーエレメントは慎重に使
用する必要があります。ポリシーエレメントの使用に関する詳細については、「IAM JSON ポ
リシー要素のリファレンス (p. 1175)」を参照してください。

作成したポリシーで、サービスとリソースが一致していないと、有効なアクセス権限が付与されないこ
とがあります。たとえば、あるサービスのアクションを指定し、別のサービスのリソースを指定した
場合です。この場合は、ポリシー概要が表示されます。概要のリソース列に別のサービスのリソースが
含まれていることからしか、問題があることはわかりません。この列に不一致のリソースが含まれる場
合は、ポリシーのエラーを確認する必要があります。ポリシーをより深く理解するために、必ず Policy 
Simulator (p. 522) でテストしてください。

ポリシー概要に認識されないサービス、アクション、リソースタ
イプが含まれる

IAM コンソールで、ポリシー概要 (p. 570)に警告記号 ( ) が含まれる場合、ポリシーに認識されない
サービス、アクション、またはリソースタイプが含まれている可能性があります。ポリシー概要内での警
告については、「ポリシー概要 (サービスの一覧) (p. 571)」を参照してください。

Note

IAM によって、ポリシー概要をサポートするサービスの名前、アクション、リソースタイプが確
認されます。ただし、ポリシー概要には、存在しないリソース値または条件が含まれる可能性が
あります。必ず Policy Simulator (p. 522) でポリシーをテストしてください。

ポリシーに認識されないサービス、アクション、またはリソースタイプが含まれている場合は、以下のい
ずれかのエラーが発生しています。

• プレビューサービス – プレビュー中のサービスはポリシー概要をサポートしていません。
• カスタムサービス – カスタムサービスはポリシー概要をサポートしていません。
• サービスが概要をサポートしていない – Iポリシー概要をサポートしていない一般公開された (GA) サー

ビスがポリシーに含まれる場合、そのサービスはポリシー概要テーブルの [Unrecognized services (認
識されないサービス)] セクションに含まれます。一般公開されたサービスとは、プレビューやカスタム
サービスではない、一般にリリースされたサービスです。認識されないサービスが一般公開されてい
て、名前のスペルが正しくない場合、そのサービスは IAM ポリシー概要をサポートしません。GA サー
ビスに対するポリシー概要のサポートをリクエストする方法については、「サービスが IAM ポリシー概
要をサポートしていない (p. 1096)」を参照してください。

• アクションが概要をサポートしていない – ポリシーに含まれるサービスがサポートされていても、アク
ションがサポートされていない場合、そのアクションはサービス概要テーブルの [Unrecognized actions 
(認識されないアクション)] セクションに含まれます。サービス概要内での警告については、「サービス
概要 (アクションのリスト) (p. 582)」を参照してください。

• リソースタイプが概要をサポートしていない – ポリシーに含まれるアクションがサポートされていて
も、リソースタイプがサポートされていない場合、そのリソースはサービス概要テーブルの [認識されな
いリソースタイプ] セクションに含まれます。サービス概要内での警告については、「サービス概要 (ア
クションのリスト) (p. 582)」を参照してください。

• タイプミス – AWS は、JSON が構文的に正しいこと、およびポリシーにタイプミスやポリシーの検
証 (p. 521)の一部としてのその他のエラーが含まれていないことをチェックします。。

Note

ベストプラクティス (p. 938)として、IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、
安全で機能的なアクセス許可を確保することをお勧めします。既存のポリシーを開き、ポリシー
の検証レコメンデーションを確認して解決することをお勧めします。
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サービスが IAM ポリシー概要をサポートしていない
一般公開された (GA) サービスまたはアクションが IAM のポリシー概要またはビジュアルエディタで認識
されない場合、サービスがこれらの機能をサポートしていない可能性があります。一般公開されたサー
ビスとは、プレビューやカスタムサービスではない、一般にリリースされたサービスです。認識されない
サービスが一般公開されていて、名前のスペルが正しくない場合、そのサービスはこれらの機能をサポー
トしません。ポリシーに含まれるサービスがサポートされていても、アクションがサポートされていない
場合、そのサービスは IAM ポリシー概要を一部サポートしません。

IAM ポリシー概要またはビジュアルエディタのサポートがサービスに追加されるようにリクエス
トするには

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

2. サポートされていないサービスを含むポリシーを特定する

• ポリシーが管理ポリシーの場合は、ナビゲーションペインの [ポリシー] を選択します。ポリシーの
一覧で、表示するポリシーの名前を選択します。

• ポリシーが、ユーザーにアタッチされているインラインポリシーの場合は、ナビゲーションペイン
の [ユーザー] を選択します。ユーザーのリストから、ポリシーを表示するユーザーを選択します。
ユーザーのポリシーのテーブルで、表示するポリシー概要のヘッダーを展開します。

3. AWS Management Console のフッターの左側にある [Feedback (フィードバック)] を選択しま
す。[IAM へのフィードバック] ボックスに、I request that the <ServiceName> service 
add support for IAM policy summaries and the visual editor と入力します。
複数のサービスで概要をサポートする場合は、「I request that the <ServiceName1>, 
<ServiceName2>, and <ServiceName3> services add support for IAM policy 
summaries and the visual editor」と入力します。

サービスの欠落したアクション向けに IAM ポリシー概要のサポートが適用されるようにリクエス
トするには

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

2. サポートされていないサービスを含むポリシーを特定する

• ポリシーが管理ポリシーの場合は、ナビゲーションペインの [ポリシー] を選択します。ポリシーの
一覧で、表示するポリシーの名前を選択します。

• ポリシーが、ユーザーにアタッチされているインラインポリシーの場合は、ナビゲーションペイン
の [ユーザー] を選択します。ユーザーのリストから、ポリシーを表示するユーザーを選択します。
ユーザーのポリシーのテーブルで、ポリシー概要を展開するために表示するポリシー名を選択しま
す。

3. ポリシー概要で、サポートされていないアクションを含むサービスの名前を選択します。
4. AWS Management Console のフッターの左側にある [Feedback (フィードバック)] を選択します。

[IAM へのフィードバック] ボックスに、I request that the <ServiceName> service add 
IAM policy summary and the visual editor support for the <ActionName> action
と入力します。サポートされていない複数のアクションをレポートする場合は、「I request 
that the <ServiceName> service add IAM policy summary and the visual editor 
support for the <ActionName1>, <ActionName2>, and <ActionName3> actions」と入
力します。

不足しているアクションを別のサービスに含めるようにリクエストするには、最後の 3 つの手順を繰り返
します。
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使用するポリシーが予期するアクセス許可を付与しない
ユーザー、グループ、ロール、リソースにアクセス許可を割り当てるには、ポリシーを作成します。この
ポリシーは、アクセス許可を定義したドキュメントです。ポリシードキュメントには以下の要素が含まれ
ます。

• Effect – ポリシーがアクセスを許可または拒否するかどうか
• Action – ポリシーによって許可または拒否されるアクションのリスト
• Resource – アクションを起こすことができるリソースのリスト
• Condition (オプション) ポリシーがアクセス許可を付与する状況

これらのポリシーのエレメントの詳細または他のエレメントについては「IAM JSON ポリシー要素のリ
ファレンス (p. 1175)」を参照してください。

アクセスを許可するには、サポートされたリソースでポリシーにアクションを定義する必要があります。
ポリシーに条件も含まれている場合は、条件にグローバル条件キー (p. 1253)が含まれている必要がありま
す。または、条件をアクションに適用する必要があります。アクションでサポートされているリソースを
確認するには、サービスの AWS ドキュメントを参照してください。アクションでサポートされている条
件については、「AWS のサービスのアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

アクセス許可を付与しないアクション、リソース、条件がポリシーで定義されていないかは、IAM コン
ソール () でポリシー概要 (p. 571)を表示すると確認できます。ポリシー概要を使用すると、ポリシーの問
題を特定して解決することができます。

次のような理由により、IAM ポリシーで定義されているにもかかわらず、要素がアクセス許可を付与しな
い場合があります。

• 該当するリソースのないアクションが定義されている (p. 1097)
• 該当するアクションのないリソースが定義されている (p. 1098)
• 該当するアクションのない条件が定義されている (p. 1099)

警告を含むポリシー概要の例を表示するには、「the section called “ポリシー概要 (サービスの一
覧)” (p. 571)」を参照してください。

該当するリソースのないアクションが定義されている

以下のポリシーは、すべての ec2:Describe* アクションを定義し、特定のリソースを定義します。す
べての ec2:Describeアクションにはサポートされるリソースレベルのアクセス許可がないため、アク
セスが付与されません。リソースレベルのアクセス許可とは、ポリシーの Resource (p. 1190) 要素で
ARN (p. 1124) を使用するリソースをアクションがサポートしていることを意味します。アクションがリ
ソースレベルのアクセス許可をサポートしない場合、ポリシーのステートメントは * エレメントでワイル
ドカード (Resource) を使用する必要があります。リソースレベルのアクセス許可をサポートするサービ
スを確認するには、「IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "ec2:Describe*", 
        "Resource": "arn:aws:ec2:us-east-2:ACCOUNT-ID:instance/*" 
    }]
}

このポリシーはアクセス許可を指定せず、ポリシー概要には次のエラーが表示されます。
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This policy does not grant any permissions. To grant access, policies must have 
an action that has an applicable resource or condition.

このポリシーを修正するには、* エレメントに Resource を使用する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "ec2:Describe*", 
        "Resource": "*" 
    }]
}

該当するアクションのないリソースが定義されている

以下のポリシーは Amazon S3 バケットリソースを定義していますが、そのリソースで実行可能な S3 アク
ションは含まれていません。このポリシーはすべての Amazon CloudFront アクションに対するフルアクセ
スも供与しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "cloudfront:*", 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:cloudfront:*", 
            "arn:aws:s3:::examplebucket" 
        ] 
    }]
}

このポリシーではすべての CloudFront アクションに対するアクセス許可が与えられています。しかし、ポ
リシーが S3 アクションを定義せずに S3 examplebucket リソースを定義しているために、ポリシー概
要では次のように警告されます。

This policy defines some actions, resources, or conditions that do not provide 
permissions. To grant access, policies must have an action that has an 
applicable resource or condition.

このポリシーを修正して S3 バケットのアクセス許可を与えるために、バケットリソースで実行可能な S3 
アクションを定義する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "cloudfront:*", 
             "s3:CreateBucket", 
            "s3:ListBucket*", 
            "s3:PutBucket*", 
            "s3:GetBucket*"
        ], 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:cloudfront:*", 
            "arn:aws:s3:::examplebucket" 
        ] 
    }]
}

1098



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ポリシー概要を使用したトラブルシューティング

あるいは、CloudFront アクセス許可のみが提供されるように、S3 リソースを削除してこのポリシーを修
正してください。

該当するアクションのない条件が定義されている
以下のポリシーは、S3 プレフィックスが custom でバージョン ID が 1234 の場合に、すべての S3 リ
ソースに対して 2 つの Amazon S3 アクションを定義しています。しかし、s3:VersionId 条件キーは、
オブジェクトバージョンのタグ付けに使用され、定義済みのバケットアクションではサポートされていま
せん。アクションでサポートされている条件については、「AWS のサービスのアクション、リソース、お
よび条件キー」を参照して、条件キーのサービスドキュメントのリンクをクリックしてください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucketVersions", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:prefix": [ 
                        "custom" 
                    ], 
                    "s3:VersionId": [ 
                        "1234" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

このポリシーでは s3:ListBucketVersions アクションに対するアクセス許可が与えられ、さらに、バ
ケット名に s3:ListBucket プレフィックスが含まれている場合、custom アクションに対するアクセス
許可が与えられています。しかし、定義済みのアクションでは s3:VersionId 条件がサポートされてい
ないために、ポリシー概要には次のエラーが表示されます。

This policy does not grant any permissions. To grant access, policies must have 
an action that has an applicable resource or condition.

S3 オブジェクトのバージョンをタグ付けできるようにこのポリシーを修正するには、s3:VersionId 条
件キーをサポートする S3 アクションを定義する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucketVersions", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:GetObjectVersion" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:prefix": [ 
                        "custom" 
                    ], 
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                    "s3:VersionId": [ 
                        "1234" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

このポリシーでは、ポリシー内のすべてのアクションと条件に対するアクセス許可が提供されています。
それにもかかわらず、ポリシーからはどのアクセス許可もいまだに指定されていません。これは、1 つの
アクションで両方の条件に一致しているケースがないためです。この場合は、適用する条件付きの専用ア
クションが含まれている、個別のステートメントを 2 つ作成する必要があります。

このポリシーを修正するには、次のようにステートメントを 2 つ作成します。最初のステートメント
には s3:prefix 条件をサポートするアクションが含まれるようにし、2 番目のステートメントには
s3:VersionId 条件をサポートするアクションが含まれるようにします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucketVersions", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:prefix": "custom" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:GetObjectVersion", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "s3:VersionId": "1234" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

ポリシー管理のトラブルシューティング
ポリシー管理に関連する問題を診断して解決できます。

IAM アカウントでのポリシーのアタッチまたはデタッチ
一部の AWS 管理ポリシーはサービスにリンクされています。これらのポリシーは、そのサービス用に作
成したサービスにリンクされたロール (p. 185)でのみ使用されます。IAM コンソールでは、ポリシーの [ポ
リシー詳細] ページを表示すると、そのポリシーがサービスにリンクされていることを示すバナーが、そ
のページに表示されます。このポリシーは IAM 内でユーザー、グループ、またはロールにアタッチできま
す。サービスにリンクされたロールをサービス用に作成すると、このポリシーは新しいロールに自動的に
アタッチされます。ポリシーは必須であるため、サービスにリンクされたロールからポリシーをデタッチ
することはできません。
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アクティビティに基づいて IAM アイデンティティのポリシーを
変更する
IAM アイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール) のポリシーは、アクティビティに基づいて更新
することができます。これを行うには、CloudTrail イベント履歴でアカウントのイベントを表示しま
す。CloudTrail イベントログには、ポリシーのアクセス許可の変更に使用できる詳細なイベント情報が含
まれます。ユーザーまたはロールが AWS でアクションを実行しようとして、そのリクエストが拒否され
る場合があります。この場合、ユーザーまたはロールにアクションを実行するためのアクセス許可が必要
かどうかを検討します。その場合、アクションだけでなく、ポリシーにアクセスしようとしたリソースの 
ARN を追加することができます。または、使用していないアクセス許可がユーザーまたはロールにある場
合は、ポリシーからそのようなアクセス許可を削除することも検討してください。ポリシーにより、必要
なアクションのみの実行に必要な最小限の権限 (p. 941)が付与されていることを確認します。CloudTrail の
使用の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドの「 CloudTrail コンソールでの CloudTrail イベン
トの表示の」を参照してください。

JSON ポリシードキュメントのトラブルシューティン
グ
JSON ポリシードキュメントに関連する問題を診断して解決できます。

ポリシーの検証
JSON ポリシーを作成または編集するときに、IAM はポリシー検証を実行し、効果的なポリシーを作成す
るのに役立ちます。IAM は JSON 構文エラーを識別します。一方、IAM Access Analyzer は、ポリシーを
さらに絞り込むのに役立つ推奨事項を含む追加のポリシーチェックを提供します。ポリシーの検証の詳細
については、「IAM ポリシーの検証 (p. 521)」を参照してください。。IAM Access Analyzer のポリシー
チェックと実用的な推奨事項の詳細については、「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してく
ださい。

JSON エディタでポリシー検証のアクセス許可がありません
AWS Management Console で、IAM Access Analyzer ポリシーの検証結果を表示するアクセス許可がない
場合、次のエラーが表示されることがあります。

You need permissions. You do not have the permissions required to perform this 
operation. Ask your administrator to add permissions.

このエラーを解決するには、自分に access-analyzer:ValidatePolicy アクセス許可を追加するよう
管理者に依頼します。

複数の JSON ポリシーオブジェクト
IAM ポリシーは、1 つの JSON オブジェクトのみで構成する必要があります。オブジェクトは括弧（{ }）
で囲んで示します。外側の { } のペア内に追加の { } を埋め込むことによって JSON オブジェクト内で他の
オブジェクトをネストすることができますが、ポリシーに含めることができるのは一番外側の { } のペアの
みです。以下の例は、最上位に 2 つのオブジェクト (#で示した箇所) が含まれているので誤りです。

{
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement":  
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":"ec2:Describe*", 
         "Resource":"*" 
      } 
     } 
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    { 
      "Statement": { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "s3:*", 
         "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
      } 
     }

ただし、正しいポリシーの文法を使用して、前述の例の目的を果たすことができます。それぞれに独自の
Statement エレメントを含む 2 つのポリシーオブジェクトを含める代わりに、1 つの Statement エレメ
ントに 2 つのブロックを組み合わせて使用することができます。Statement 要素には、以下の例 (太字で
示した箇所) に示すように 2 つのオブジェクトの配列を値として指定します。

{ 
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "ec2:Describe*", 
          "Resource":" *" 
        }, 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "s3:*", 
          "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
        } 
       ] 
    }

複数の JSON Statement 要素
このエラーは、一見、前のセクションのバリエーションのように見えますが、構文上はエラーの種類が
異なります。次の例には、最上位の 1 ペアの { } で示された 1 つのポリシーオブジェクトのみが存在しま
す。そのオブジェクト内に 2 つの Statement 要素が含まれています。

IAM ポリシーには、名前 (Statement) の後にコロン、その後に値という形式で構成される 1 つの
Statement 要素のみを指定する必要があります。Statement 要素の値は、{} で示され、1 つの Effect
要素、1 つの Action 要素、および 1 つの Resource 要素を含むオブジェクトである必要があります。以
下の例は、ポリシーオブジェクト (# で示した箇所) に 2 つの Statement 要素が含まれているので誤りで
す。

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "ec2:Describe*", 
        "Resource": "*" 
      }, 
      "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "s3:*", 
        "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
      } 
    }

値のオブジェクトは複数の値がオブジェクトの配列でもかまいません。この問題を解決するには、以下の
例 (太字で示した箇所) に示すように、2 つの Statement 要素を 1 つの要素に合わせます。

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
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      "Statement": [    { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "ec2:Describe*", 
          "Resource":"*" 
        }, 
        { 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": "s3:*", 
          "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
        } 
      ]
    }

Statement 要素の値はオブジェクト配列です。この例の配列は 2 つのオブジェクトで構成され、各オブ
ジェクトに Statement エレメントの正しい値が指定されています。配列内の各オブジェクトはカンマで
区切ります。

JSON Statement 要素内の複数の Effect、Action、Resource 要素
Statement の名前と値のペアの値側のオブジェクトは 1 つの Effect エレメント、1 つの Action エレ
メント、1 つの Resource エレメントのみで構成する必要があります。次のポリシーは、Effect の値オ
ブジェクトに 2 つの Statement エレメントが含まれているので誤りです。

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": { 
        "Effect": "Deny", 
        "Effect": "Allow",      
        "Action": "ec2:* ", 
        "Resource": "*" 
      } 
    }

Note

ポリシーエンジンでは、新規ポリシーまたは編集済みのポリシーでそのようなエラーを許可す
ることはできません。ただし、ポリシーエンジンは、エンジンが更新される前に保存されたポリ
シーを引き続き許可します。エラーが存在する既存のポリシーの動作は次のとおりです。

• 複数の Effect エレメント: 最後の Effect エレメントのみが確認され、それ以外は無視され
ます。

• 複数の Action エレメント: すべての Action エレメントが内部的に結合され、単一のリスト
として処理されます。

• 複数の Resource エレメント: すべての Resource エレメントが内部的に結合され、単一のリ
ストとして処理されます。

ポリシーエンジンでは、構文 エラーのあるポリシーを保存することはできません。保存する前に
ポリシーのエラーを修正する必要があります。ポリシーの正しいポリシー検証 (p. 521)のレコメ
ンデーションを確認することを推奨します。

いずれの場合も、解決策は誤って追加した要素を削除することです。Effect 要素の場合は簡単です。
前述の例で Amazon EC2 インスタンスへのアクセス許可を拒否するには、以下のように、ポリシーから
"Effect": "Allow", の行を削除する必要があります。

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": { 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": "ec2:* ", 
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        "Resource": "*" 
      } 
    }

重複しているエレメントが Action または Resource の場合、解決法はより複雑になることがあります。
アクセス権限を許可（または拒否）するアクションが複数存在したり、複数のリソースへのアクセスを制
御したりすることが必要な場合があります。たとえば、以下の例 (#で示した箇所) は、複数の Resource
要素が含まれているので誤りです。

{ 
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "s3:*", 
        "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket", 
        "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
      } 
    }

Statement エレメントの値オブジェクトに必要なエレメントは、それぞれ 1 つだけ含めることができ
ます。この問題を解決するには、各値を配列に指定します。以下の例は、値オブジェクト形式の配列 (太
字で示した箇所) を使用して 2 つの異なるリソース要素を 1 つの Resource 要素として扱う方法を示して
います。

{  
      "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "s3:*", 
        "Resource": [
          "arn:aws:s3:::my-bucket", 
          "arn:aws:s3:::my-bucket/*" 
         ]
      } 
    }

JSON Version 要素の欠落
Version ポリシー要素は、ポリシーバージョンとは異なります。Version ポリシー要素は、ポリシー内
で使用され、ポリシー言語のバージョンを定義します。一方で、ポリシーバージョンは、IAM でカスタ
マー管理ポリシーを変更すると作成されます。変更されたポリシーによって既存のポリシーが上書きさ
れることはありません。代わりに、IAM は管理ポリシーの新しいバージョンを作成します。Version ポ
リシー要素の詳細については、「IAM JSON ポリシー要素Version (p. 1176)」を参照してください。ポリ
シーのバージョンの詳細については、「the section called “IAM ポリシーのバージョニング” (p. 540)」を参
照してください。

AWS 機能の拡張にともない、この機能をサポートする新しい機能が IAM ポリシーに追加されました。ポ
リシー構文を更新すると、新しいバージョン番号が含まれている場合があります。ポリシーでポリシー文
法の新しい機能を使用する場合は、使用しているバージョンをポリシー解析エンジンに通知する必要があ
ります。デフォルトのポリシーのバージョンは "2008-10-17" です。後から導入されたポリシー機能を使
用する場合は、使用する機能をサポートするバージョン番号を指定する必要があります。必ず最新のポリ
シー構文のバージョン番号 (現時点では "Version": "2012-10-17") を指定することをお勧めします。
たとえば、次のポリシーは、リソースの ARN でポリシー変数 ${...} を使用しているので誤りです。た
だし、ポリシー変数をサポートするポリシー構文のバージョンが指定されていません (#で表示されていま
す)。

{
  "Statement":  
  { 
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    "Action": "iam:*AccessKey*", 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:user/${aws:username}" 
  }
}

ポリシーの先頭に Version エレメントとその値 2012-10-17 (ポリシー変数をサポートする IAM API の
最初のバージョン) を追加することで、この問題 (太字で示した箇所) を解決します。

{ 
   "Version": "2012-10-17",
  "Statement":  
  { 
    "Action": "iam:*AccessKey*", 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:user/${aws:username}" 
  }
}

FIDO セキュリティキーのトラブルシューティング
この情報を使用して、FIDO2 セキュリティキーを操作するときに発生する可能性がある一般的な問題の診
断を行います。

トピック
• FIDO セキュリティキーを有効にできない (p. 1105)
• 自分の FIDO セキュリティキーを使用してサインインできない  (p. 1106)
• FIDO セキュリティキーの紛失または破損した場合 (p. 1106)
• その他の問題 (p. 1106)

FIDO セキュリティキーを有効にできない
IAM ユーザーまたはシステム管理者としてのステータスに応じて、以下の解決策を確認します。

IAM ユーザー
FIDO セキュリティキーを有効にできない場合は、以下の点を確認します。

• サポートされている設定を使用しているか?

WebAuthn と AWS で使用できるデバイスとブラウザについては、「FIDO セキュリティキーを使用する
ためのサポートされる設定 (p. 127)」を参照してください。

• Mozilla Firefox を使用しているか?

現在の Firefox バージョンは、デフォルトで WebAuthn をサポートしています。Firefox で WebAuthn の
サポートを有効にするには、以下の操作を行います。
1. Firefox のアドレスバーに「about:config」と入力します。
2. 表示される画面の検索バーに「webauthn」と入力します。
3. security.webauth.webAuthn を選択し、その値を [true] (真) に変更します。

• 任意のブラウザプラグインを使用しているか?

AWS は、WebAuthn ブラウザのサポート WebAuthn を追加するためのプラグインの使用をサポートし
ていません。代わりに、WebAuthn 標準のネイティブサポートを提供するブラウザを使用します。
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サポートされているブラウザを使用している場合でも、そのプラグインが WebAuthn と互換性のない可
能性があります。互換性のないプラグインにより、FIDO 準拠のセキュリティキーを有効にして使用で
きなくなる場合があります。互換性のないプラグインを無効にして、ブラウザを再起動する必要があり
ます。その後、FIDO セキュリティキーを再び有効にしてみます。

• 適切なアクセス許可があるか?

上記の互換性の問題がない場合は、適切なアクセス許可がない可能性があります。システム管理者に連
絡してください。

システム管理者
お客様が管理者であり、IAM ユーザーがサポートされている設定を使用していても FIDO セキュリティ
キーを有効にできない場合は、それらのユーザーが適切なアクセス許可を持っていることを確認しま
す。詳細例については、「IAM チュートリアル: ユーザーに自分の認証情報および MFA 設定を許可す
る (p. 63)」を参照してください。

自分の FIDO セキュリティキーを使用してサインイン
できない
お客様が IAM ユーザーであり、FIDO セキュリティキーを使用して AWS Management Console にサイン
インできない場合は、まず「FIDO セキュリティキーを使用するためのサポートされる設定 (p. 127)」を参
照してください。サポートされている設定を使用していてもサインインできない場合は、システム管理者
に連絡してください。

FIDO セキュリティキーの紛失または破損した場合
現在サポートされている MFA タイプを任意に組み合わせた最大 8 台の MFA デバイスを 1 人のユーザーに
割り当てることができます。複数の MFA デバイスがあっても、AWS Management Console にサインイン
するのに必要なのは 1 台の MFA デバイスだけです。FIDO セキュリティキーを入れ替えることは、ハード
ウェア TOTP トークンを入れ替えることに似ています。任意のタイプの MFA デバイスを紛失したり破損
したりした場合の対処方法については、「MFA デバイスの紛失および故障時の対応 (p. 143)」を参照して
ください。

その他の問題
ここで説明されていない FIDO セキュリティキーの問題がある場合は、以下の対処を行います。

• IAM ユーザー: システム管理者にお問い合わせください。
• AWS アカウント ルートユーザ: AWS サポートにお問い合わせください。

IAM ロールのトラブルシューティング
この情報を使用して、IAM ロールを操作するときに発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復を行
います。

トピック
• ロールを引き受けることができない (p. 1107)
• AWS アカウントに新しいロールが表示される (p. 1108)
• 自分の AWS アカウント でロールを編集または削除できない (p. 1109)
• 次のことを実行する権限がない: iam:PassRole (p. 1109)
• 12 時間のセッションに使用するロールを引き受けることができない (AWS CLI、AWS API) (p. 1109)
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• IAM コンソールでロールを切り替えようとするとエラーが発生する  (p. 1110)
• ロールには、アクションの実行を許可するポリシーがあるが、「アクセスが拒否されました」という

メッセージが表示される (p. 1110)
• サービスがロールのデフォルトのポリシーバージョンを作成しなかった (p. 1110)
• コンソールにサービスロールのユースケースがない (p. 1111)

ロールを引き受けることができない
以下をチェックしてください。

• ロールセッション内でユーザーが現在のロールを再び引き受けることができるようにするには、ロール
信頼ポリシーでロール ARN または AWS アカウント ARN をプリンシパルとして指定します。Amazon 
EC2、Amazon ECS、Amazon EKS、Lambda などのコンピューティングリソースを提供する AWS の
サービス は、一時的な認証情報を提供し、これらの認証情報を自動的にローテーションします。これ
により、常に有効な認証情報セットを確保できます。これらのサービスでは、一時的な認証情報を取
得するために現在のロールを再度引き受ける必要はありません。ただし、セッションタグ (p. 346)また
はセッションポリシー (p. 419)を渡す場合は、現在のロールを再度引き受ける必要があります。ロール
の信頼ポリシーを変更してプリンシパルロールの ARN または AWS アカウント ARN を追加する方法に
ついては、ロールの信頼ポリシーの変更 (コンソール) (p. 309) を参照してください。

• AWS Management Console を使用してロールを引き受ける場合は、必ずロールの正確な名前を使用して
ください。ロール名では、ロールを引き受けるときに、大文字と小文字が区別されます。

• AWS STS API または AWS CLI を使用してロールを引き受ける場合は、必ず ARN のロールの正確な名
前を使用してください。ロール名では、ロールを引き受けるときに、大文字と小文字が区別されます。

• IAM ポリシーによって、引き受けるロールの sts:AssumeRole を呼び出すアクセス許可が付与されて
いることを確認します。IAM ポリシーの Action 要素で、AssumeRole アクションの呼び出しを許可す
る必要があります。さらに、IAM ポリシーの Resource 要素で、引き受けるロールを指定する必要があ
ります。たとえば、Resource エレメントでは Amazon リソースネーム (ARN) またはワイルドカード 
(*) で、ロールを指定できます。たとえば、ユーザーに該当する 1 つ以上のポリシーで、以下のようなア
クセス許可を付与する必要があります。

    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::account_id_number:role/role-name-you-want-to-assume"

• IAM アイデンティティが、IAM ポリシーで義務付けられている任意のタグでタグ付けされているこ
とを確認します。たとえば、次のポリシーのアクセス許可では、Condition 要素で、ロールを引き
受けることをリクエストするプリンシパルとして、特定のタグを持っていることを義務付けていま
す。department = HR または department = CS でタグ付けされている必要があります。それ以外
の場合は、ロールを引き受けることはできません。IAM ユーザーおよびロールのタグ付けについては、
「the section called “IAM リソースのタグ付け” (p. 327)」を参照してください。

    "Effect": "Allow", 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": {"StringEquals": {"aws:PrincipalTag/department": [ 
            "HR", 
            "CS" 
        ]}}

• ロールの信頼ポリシーで指定されているすべての条件が満たされていることを確認します。1 つの
Condition で、失効日、外部 ID、またはリクエスト発行元の IP アドレスを定義することができます。
次の例では、現在の日付が指定日より後の日付である場合、ポリシーが一致しないため、ロールを引き
受けるアクセス権限をユーザーに付与できません。

    "Effect": "Allow", 
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    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Resource": "arn:aws:iam::account_id_number:role/role-name-you-want-to-assume" 
    "Condition": { 
        "DateLessThan" : { 
            "aws:CurrentTime" : "2016-05-01T12:00:00Z" 
        } 
    } 

• AssumeRole の呼び出し元である AWS アカウント が、引き受けようとしているロールにとって信頼
されたエンティティであることを確認します。信頼されたエンティティは、ロールの信頼ポリシーで
Principal として定義されます。次の例は、引き受けるロールにアタッチされている信頼ポリシーで
す。この例の場合、サインインに使用した IAM ユーザーのアカウント ID が 123456789012 である必
要があります。ロールの信頼ポリシーの Principal 要素にアカウント番号が表示されていない場合、
ロールを引き受けることはできません。アクセスポリシーでどのようなアクセス許可が付与されている
かは関係ありません。サンプルポリシーでは、2017 年 7 月 1 日～2017 年 12 月 31 日 (UTC) (この日付
を含む) に発生するアクションのアクセス許可のみ付与できます。これらの日付の前後にログインした
場合、ポリシーは一致しないため、ロールを引き受けることはできません。

    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "DateGreaterThan": {"aws:CurrentTime": "2017-07-01T00:00:00Z"}, 
      "DateLessThan": {"aws:CurrentTime": "2017-12-31T23:59:59Z"} 
    }

• ソース ID — 管理者は、ソース IDと呼ばれる AWS でアクションを実行している個人またはアプリケー
ションを識別するカスタム文字列を渡すように ID を要求するようにロールを構成できます。引き受ける
ロールがソース ID を設定する必要があるかどうかを確認します。ソース ID の詳細については、「引き
受けたロールで実行されるアクションのモニタリングと制御 (p. 374)」を参照してください。

AWS アカウントに新しいロールが表示される
一部の AWS のサービスでは、サービスに直接リンクされた一意のタイプのサービスロールを使用する必
要があります。このサービスにリンクされたロール (p. 185)はサービスによって事前に定義され、サービ
スで必要なすべてのアクセス許可が含まれます。これにより、必要なアクセス許可を手動で追加する必要
がなくなるため、サービスの設定が簡単になります。サービスにリンクされたロールの一般情報について
は、「サービスリンクロールの使用 (p. 244)」を参照してください。

サービスにリンクされたロールのサポートを開始するときに、既にサービスを使用している可能性があり
ます。その場合、アカウントに新しいロールについて伝える E メールが届くことがあります。このロール
には、サービスがお客様に代わってアクションを実行するために必要なすべてのアクセス権限が含まれて
います。このロールをサポートするために、お客様が実行する必要があるアクションはありません。ただ
し、アカウントからロールを削除しないでください。ロールを削除すると、サービスが AWS リソースに
アクセスするために必要なアクセス許可が削除される可能性があります。アカウントのサービスにリンク
されたロールを表示するには、IAM コンソールの IAM ロールページに移動します。サービスにリンクされ
たロールが、テーブルの [Trusted entities] (信頼されたエンティティ) 列の [(Service-linked role)] ((サービス
にリンクされたロール)) に表示されます。

サービスにリンクされたロールをサポートするサービスについては、「IAM と連携する AWS のサービ
ス (p. 1137)」を参照してください。これらのサービスでは、[Service-Linked Role] (サービスにリンクさ
れたロール) 列が、[Yes] (はい) になっています。サービスにリンクされたロールをサービスで使用するに
は、[Yes (はい)] リンクを選択します。
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ルを編集または削除できない

自分の AWS アカウント でロールを編集または削除で
きない
IAM の「サービスにリンクされたロール (p. 185)」のアクセス許可を削除または編集することはできませ
ん。これらのロールには、サービスがお客様に代わってアクションを実行するために必要な事前定義され
た信頼とアクセス許可が含まれます。サービスにリンクされたロールの説明は、IAM コンソール、AWS 
CLI、API のいずれかでのみ編集できます。アカウントのサービスにリンクされたロールを表示するには、
コンソールの IAM ロール ページに移動します。サービスにリンクされたロールが、テーブルの [Trusted 
entities] (信頼されたエンティティ) 列の [(Service-linked role)] ((サービスにリンクされたロール)) に表示さ
れます。ロールの [Summary (概要)] ページのバナーにも、そのロールがサービスにリンクされたロールで
あることが示されています。サービスでアクションがサポートされている場合、リンクされたサービスを
通じてのみこれらのロールを管理および削除できます。サービスにリンクされたロールを変更または削除
すると、サービスが AWS リソースにアクセスするために必要なアクセス許可が削除される可能性がある
ので、注意してください。

サービスにリンクされたロールをサポートするサービスについては、「IAM と連携する AWS のサービ
ス (p. 1137)」を参照してください。これらのサービスでは、[Service-Linked Role] (サービスにリンクさ
れたロール) 列が、[Yes] (はい) になっています。

次のことを実行する権限がない: iam:PassRole
リンクされたサービスロールを作成する場合、サービスにそのロールを渡す権限を持っている必要があり
ます。一部のサービスでは、そのサービスでアクションを実行する際にアカウント内にサービスにリンク
されたロールが自動的に作成されます。たとえば Amazon EC2 Auto Scaling では、Auto Scaling グループ
を初めて作成すると、サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForAutoScaling が作成されま
す。PassRole アクセス許可がない状態で Auto Scaling グループを作成しようとすると、以下のようなエ
ラーが表示されます。

ClientError: An error occurred (AccessDenied) when calling the 
PutLifecycleHook operation: User: arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/
Testrole/Diego is not authorized to perform: iam:PassRole on resource: 
arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/autoscaling.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAutoScaling

このエラーを解決するには、自分に iam:PassRole アクセス許可を追加するよう管理者に依頼します。

サービスにリンクされたロールをサポートするサービスを確認するには、「IAM と連携する AWS のサー
ビス (p. 1137)」を参照してください。サービスにリンクされたロールをサービスで作成できるかどうかを
確認するには、[はい] リンクを選択して、該当サービスのサービスにリンクされたロールに関するドキュ
メントを確認します。

12 時間のセッションに使用するロールを引き受ける
ことができない (AWS CLI、AWS API)
AWS STS AssumeRole* API または assume-role* CLI オペレーションを使用してロールを引き受ける
場合は、DurationSeconds パラメータの値を指定できます。900 秒 (15 分) からロールの最大セッショ
ン期間設定までの値を指定できます。この設定よりも高い値を指定した場合、オペレーションは失敗しま
す。この設定の最大値は 12 時間です。たとえば、12 時間のセッションの期間を指定したが、管理者が最
大のセッション期間を 6 時間に設定した場合、オペレーションは失敗します。ロールの最大値を確認する
方法については、「ロールの最大セッション期間設定の表示 (p. 280)」を参照してください。

ロールの連鎖 (p. 185) (ロールを使用して 2 つ目のロールを引き受ける) を使用している場合、セッション
は最大 1 時間に制限されます。この場合 DurationSeconds パラメータを使用して 1 時間より大きい値
を指定すると、オペレーションは失敗します。
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IAM コンソールでロールを切り替えようとするとエ
ラーが発生する
[ロールの切り替え] ページに入力する情報は、ロールの情報と一致している必要があります。そうでない
場合は、オペレーションは失敗し、次のエラーが表示されます。

Invalid information in one or more fields. Check your information or contact 
your administrator.

このエラーが表示された場合は、次の情報が正しいことを確認します。

• アカウント ID またはエイリアス - AWS アカウント ID は 12 桁の数字です。アカウントには、AWS ア
カウント ID の代わりに使用できる会社名などのわかりやすい識別子であるエイリアスがある場合があり
ます。このフィールドでは、アカウント ID またはエイリアスのいずれかを使用できます。

• ロール名 – ロール名では、大文字と小文字が区別されます。アカウント ID とロール名は、ロールに対し
て設定されているものと一致する必要があります。

引き続きエラーメッセージが表示される場合は、管理者に問い合わせて、以前の情報を確認してくださ
い。ロールの信頼ポリシーまたは IAM ユーザーポリシーによって、アクセスが制限される場合がありま
す。管理者は、これらのポリシーのアクセス許可を確認できます。

ロールには、アクションの実行を許可するポリシーが
あるが、「アクセスが拒否されました」というメッ
セージが表示される
ロールセッションはセッションポリシーによって制限される場合があります。AWS STS を使用してプ
ログラムで一時的なセキュリティ認証情報をリクエストする (p. 357)場合は、オプションでインライン
または管理セッションポリシー (p. 419)を渡すことができます。セッションポリシーは、ロールの一時
認証情報セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。Policy
パラメータを使用して単一の JSON インラインセッションポリシードキュメントを渡すことができま
す。PolicyArns パラメータを使用して、最大 10 個の管理セッションポリシーを指定できます。結果と
して得られるセッションのアクセス許可は、ロールの ID ベースのポリシーとセッションポリシーの共通部
分です。または、管理者またはカスタムプログラムから一時的な認証情報が提供されている場合は、アク
セスを制限するためのセッションポリシーが含まれている可能性があります。

サービスがロールのデフォルトのポリシーバージョン
を作成しなかった
サービスロールは、サービスがお客様に代わってお客様のアカウントでアクションを実行するために引き
受けるロールです。AWS のサービス環境には、セットアップ時にサービスが引き受けるロールを定義する
必要があるものもあります。場合によっては、サービスによってサービスロールとそのポリシーが IAM に
作成されます。IAM 内でサービスロールとそのポリシーを変更または削除することはできますが、AWS で
は推奨しません。ロールとポリシーは、そのサービスでのみ使用することを目的としています。ポリシー
を編集して別の環境を設定した場合、サービスが同じロールとポリシーを使用しようとすると、オペレー
ションが失敗する可能性があります。

たとえば、AWS CodeBuild を初めて使用する場合、サービスは codebuild-RWBCore-service-role
という名前のロールを作成します。このサービスロールは、codebuild-RWBCore-managed-policy と
いう名前のポリシーを使用します。ポリシーを編集すると、新しいバージョンが作成され、そのバージョ
ンがデフォルトバージョンとして保存されます。AWS CodeBuild で後続のオペレーションを実行すると、
サービスがポリシーの更新を試みることがあります。その場合は、次のエラーが表示されます。
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codebuild.amazon.com did not create the default version (V2) of the codebuild-
RWBCore-managed-policy policy that is attached to the codebuild-RWBCore-
service-role role. To continue, detach the policy from any other identities and 
then delete the policy and the role.

このエラーが表示された場合は、サービスオペレーションを続行する前に IAM で変更を行う必要がありま
す。まず、デフォルトポリシーバージョンを V1 に設定し、オペレーションを再試行します。V1 が以前に
削除された場合、または V1 を選択しても機能しない場合は、既存のポリシーとロールをクリーンアップ
して削除します。

管理ポリシーの編集の詳細については、「カスタマー管理ポリシーの編集 (コンソール) (p. 544)」を参照
してください。ポリシーのバージョンの詳細については、「IAM ポリシーのバージョニング (p. 540)」を
参照してください。

サービスロールとそのポリシーを削除するには

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

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. ポリシーの一覧で、削除するポリシーの名前を選択します。
4. [アタッチされたエンティティ] タブを選択して、このポリシーを使用する IAM ユーザー、グループ、

またはロールを表示します。これらの ID のいずれかがポリシーを使用する場合は、次のタスクを実行
します。

a. 必要なアクセス許可を持つ新しい管理ポリシーを作成します。アクションの前後に ID が同じアク
セス許可を持つようにするには、既存のポリシーから JSON ポリシードキュメントをコピーしま
す。次に、新しい管理ポリシーを作成し、JSON エディタを使用したポリシーの作成 (p. 515)の
説明に従って JSON ドキュメントを貼り付けます。

b. 影響を受ける ID ごとに、新しいポリシーをアタッチしてから、古いポリシーをデタッチします。
詳細については、「IAM ID のアクセス許可の追加および削除 (p. 532)」を参照してください。

5. ナビゲーションペインで [ロール] を選択します。
6. ロールのリストで、削除するロールの名前を選択します。
7. [信頼関係] タブを選択して、ロールを引き受けることができるエンティティを表示します。サービス

以外のエンティティが一覧表示されている場合は、次のタスクを実行します。

a. これらのエンティティを信頼する新しいロールを作成します (p. 254)。
b. 前のステップで作成したポリシー。このステップを省略した場合は、新しい管理ポリシーをここ

で作成します。
c. ロールを引き受けていたすべてのユーザーに、もう実行できないことを通知します。新しいロー

ルを引き受ける方法と、同じアクセス許可を持つ方法に関する情報を提供します。
8. ポリシーを削除します (p. 548)。
9. ロールを削除します (p. 321)。

コンソールにサービスロールのユースケースがない
一部のサービスでは、お客様に代わってアクションを実行するサービスアクセス許可を付与するために、
サービスロールを手動で作成する必要があります。サービスが IAM コンソールに表示されない場合は、信
頼されたプリンシパルとしてサービスを手動で一覧表示する必要があります。使用しているサービスまた
は機能のドキュメントに、信頼されたプリンシパルとしてサービスを一覧表示する手順が含まれていない
場合は、ページについてのフィードバックを提供します。

サービスロールを手動で作成するには、そのロールを引き受けるサービスのサービスプリンシパ
ル (p. 1184)を知っている必要があります。サービスプリンシパルは、サービスにアクセス許可を付与する
ために使用される識別子です。サービスプリンシパルはサービスによって定義されます。
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次の項目を確認することで、一部のサービスのサービスプリンシパルを検索できます。

1. IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137) を開きます。
2. サービスの [Service-linked roles] (サービスにリンクされたロール) 列に [Yes] (はい) が表示されている

かどうかを確認します。
3. サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、[Yes] (はい) リンク

を選択します。
4. サービスプリンシパル (p. 1184)を表示するには、そのサービスの [Service-Linked Role Permissions] 

(サービスにリンクされたロールのアクセス許可) のセクションを探します。

AWS CLI コマンド (p. 261)または AWS API オペレーション (p. 263)を使用して、サービスロールを手動で
作成できます。IAM コンソールを使用してサービスロールを手動で作成するには、次のタスクを実行しま
す。

1. アカウント ID を使用して IAM ロールを作成します。ポリシーをアタッチしたり、アクセス許可を付
与したりしないでください。詳細については、「IAM ユーザーにアクセス許可を委任するロールの作
成 (p. 254)」を参照してください。

2. ロールを開き、信頼関係を編集します。ロールはアカウントを信頼する代わりに、サービスを信頼する
必要があります。例えば、次の Principal 要素を更新します。

"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }

プリンシパルをサービスの値 ( IAM など) に変更します。

"Principal": { "Service": "iam.amazonaws.com" }

3. アクセス許可ポリシーをロールにアタッチして、サービスが必要とするアクセス許可を追加します。
4. アクセス許可を必要とするサービスに戻り、文書化されたメソッドを使用して、新しいサービスロール

についてサービスに通知します。

IAM および Amazon EC2 のトラブルシューティン
グ

この情報を使用して、アクセス拒否された問題や、Amazon EC2 および IAM を操作する際に発生する可能
性のある他の問題のトラブルシューティングや修復を行います。

トピック
• インスタンスの起動時に、Amazon EC2 コンソールの [IAM ロール] リストにあるべきロールが見当た

らない (p. 1113)
• インスタンスの認証情報が間違ったロールのものになっている (p. 1113)
• AddRoleToInstanceProfile を呼び出そうとすると、AccessDenied エラーが発生する。 (p. 1113)
• Amazon EC2: ロールを使用してインスタンスを起動しようとすると、AccessDenied エラーが発生す

る (p. 1114)
• EC2 インスタンスにある一時的なセキュリティ認証情報にアクセスできない (p. 1114)
• IAM サブツリーの info ドキュメントのエラーは何を意味しますか? (p. 1115)
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インスタンスの起動時に、Amazon EC2 コンソールの 
[IAM ロール] リストにあるべきロールが見当たらない
以下をチェックしてください。

• IAM ユーザーとしてサインインしている場合、ListInstanceProfiles を呼び出す権限があるこ
とを確認します。ロールを使用した作業に必要なアクセス許可の詳細については、Amazon EC2 イン
スタンスで実行されるアプリケーションに IAM ロールを使用してアクセス許可を付与する (p. 297) の
「Amazon EC2 でのロールの使用に必要なアクセス許可」を参照してください。ユーザーに権限を付与
する方法の詳細については、「IAM ポリシーを管理する (p. 513)」を参照してください。

自身のアクセス許可を修正できない場合は、IAM を操作できる管理者へ問い合わせてアクセス許可を更
新する必要があります。

• IAM CLI または API を使用してロールを作成した場合は、インスタンスプロファイルを作成して、その
インスタンスプロファイルにロールを追加していることを確認します。また、ロールとインスタンスプ
ロファイルに異なる名前を付けた場合は、Amazon EC2 コンソールの IAM ロールのリストに正しいロー
ル名が表示されません。Amazon EC2 コンソールの [IAMロール] リストには、ロール名ではなくインス
タンスプロファイル名が表示されます。使用するロールが含まれるインスタンスプロファイルの名前を
選択する必要があります。インスタンスプロファイルの詳細については、インスタンスプロファイルの
使用 (p. 304) を参照してください。

Note

IAM コンソールを使用してロールを作成する場合は、インスタンスプロファイルを使用する必
要はありません。IAM コンソールで作成する各ロールでは、ロールと同じ名前のインスタンス
プロファイルが作成され、ロールは自動的にそのインスタンスプロファイルに追加されます。
インスタンスプロファイルに含めることができる IAM ロールは 1 つのみであり、緩和できませ
ん。

インスタンスの認証情報が間違ったロールのものに
なっている
インスタンスプロファイルのロールが最近置き換えられている可能性があります。その場合は、アプリ
ケーションは自動的に予定された次回の認証情報の更新を終えてからでなければ、ロールの認証情報にア
クセスすることはできません。

AddRoleToInstanceProfile を呼び出そうとする
と、AccessDenied エラーが発生する。
IAM ユーザーとしてリクエストを発行する場合は、以下の条件が満たされていることを確認します。

• iam:AddRoleToInstanceProfile でインスタンスプロファイルの ARN 
(arn:aws:iam::999999999999:instance-profile/ExampleInstanceProfile など) に一致す
るリソースが定義されている。

ロールを使用した作業に必要なアクセス許可の詳細については、「Amazon EC2 インスタンスで実行され
るアプリケーションに IAM ロールを使用してアクセス許可を付与する (p. 297)」の中 ユーザーに権限を付
与する方法の詳細については、「IAM ポリシーを管理する (p. 513)」を参照してください。
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Amazon EC2: ロールを使用してインスタンスを起動
しようとすると、AccessDenied エラーが発生する
以下をチェックしてください。

• インスタンスプロファイルを使用せずにインスタンスを起動します。この作業は、問題が Amazon EC2 
インスタンスの IAM ロールに限定していることを確認するものです。

• IAM ユーザーとしてリクエストを発行する場合は、以下の条件が満たされていることを確認します。
• ec2:RunInstances でリソースがワイルドカード (*) で定義されている
• iam:PassRole でロールの ARN (arn:aws:iam::999999999999:role/ExampleRoleName な

ど) に一致するリソースが定義されている
• IAM GetInstanceProfile アクションを呼び出し、有効なインスタンスプロファイル名またはインス

タンスプロファイル ARN を使用していることを確認します。詳細については、「Amazon EC2 インス
タンスで IAM ロールを使用する」を参照してください。

• IAM GetInstanceProfile アクションを呼び出し、インスタンスプロファイルにロールがあることを
確認します。空のインスタンスプロファイルは、AccessDenied エラーとなります。ロールの作成に関
する詳細については、「IAM ロールの作成 (p. 253)」を参照してください。

ロールを使用した作業に必要なアクセス許可の詳細については、「Amazon EC2 インスタンスで実行され
るアプリケーションに IAM ロールを使用してアクセス許可を付与する (p. 297)」の中 ユーザーに権限を付
与する方法の詳細については、「IAM ポリシーを管理する (p. 513)」を参照してください。

EC2 インスタンスにある一時的なセキュリティ認証情
報にアクセスできない
EC2 インスタンスの一時的なセキュリティ認証情報にアクセスするには、まず IAM コンソールを使用して
ロールを作成する必要があります。次に、そのロールを使用する EC2 インスタンスを起動し、実行中のイ
ンスタンスを確認します。詳細については、Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用してアクセス許可を付与する (p. 297) の「開始方法」を参照してください。

引き続き EC2 インスタンスで一時的なセキュリティ認証情報にアクセスできない場合は、以下を確認して
ください。

• インスタンスメタデータサービス (IMDS) の他の部分にアクセスできますか? アクセスできない場
合、IMDS への要求アクセスを遮断するファイアウォールのルールがないことを確認します。

[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/
hostname; echo

• IMDS の iam サブツリーは存在していますか? 存在していない場合、EC2 DescribeInstances API オ
ペレーションを呼び出すか、aws ec2 describe-instances CLI コマンドを使用して、インスタン
スに関連する IAM インスタンスプロファイルがあることを確認します。

[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam; 
 echo

• IAM サブツリーの info ドキュメントにエラーがあるか確認します。エラーがある場合は、IAM サブツ
リーの info ドキュメントのエラーは何を意味しますか? (p. 1115) をご覧ください。

[ec2-user@domU-12-31-39-0A-8D-DE ~]$ GET http://169.254.169.254/latest/meta-data/iam/
info; echo
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IAM サブツリーの info ドキュメントのエラーは何を
意味しますか?
iam/info ドキュメントで
"Code":"InstanceProfileNotFound" が表示される
IAM インスタンスプロファイルが削除され、Amazon EC2 がインスタンスに認証情報を発行できません。
有効なインスタンスプロファイルを Amazon EC2 インスタンスにアタッチする必要があります。

その名前が付いたインスタンスプロファイルが存在する場合、そのインスタンスプロファイルが削除され
ておらず、他のプロファイルが同じ名前で作成されていることを確認します。

1. IAM の GetInstanceProfile オペレーションを呼び出し、InstanceProfileId を取得します。
2. DescribeInstances の Amazon EC2 オペレーションを呼び出し、インスタンスの

IamInstanceProfileId を取得します。
3. IAM オペレーションで取得した InstanceProfileId が Amazon EC2 オペレーションで取得した

IamInstanceProfileId と一致することを確認します。

ID が異なる場合、インスタンスに付属したインスタンスプロファイルはすでに無効になっています。有効
なインスタンスプロファイルをインスタンスにアタッチする必要があります。

iam/info ドキュメントには完了と表示される
が、"Message":"Instance Profile does not contain 
a role..." が表示される
IAM の RemoveRoleFromInstanceProfile アクションによりロールがインスタンスプロファイルから
削除されています。IAM の AddRoleToInstanceProfile アクションを使用すると、インスタンスプロ
ファイルにロールをアタッチすることができます。アプリケーションは、次回に予定された更新を終えて
からでなければ、ロールの認証情報にアクセスすることはできません。

iam/security-credentials/[role-name] ドキュメントで
"Code":"AssumeRoleUnauthorizedAccess" が表示される
Amazon EC2 にロールを引き受けるアクセス許可がありません。以下の例のように、ロールを
引き受けるアクセス許可は、そのロールにアタッチされた信頼ポリシーで管理されます。IAM
UpdateAssumeRolePolicy API を使用して、信頼ポリシーを更新します。

{"Version": "2012-10-17","Statement": [{"Effect": "Allow","Principal": {"Service": 
 ["ec2.amazonaws.com"]},"Action": ["sts:AssumeRole"]}]}

アプリケーションは、自動的に予定された次回の更新を終えてからでなければ、ロールの認証情報にアク
セスすることはできません。

Amazon S3 および IAM のトラブルシューティング
この情報を使用して、Amazon S3 および IAM を操作する際に発生する可能性がある問題のトラブル
シューティングや修復を行います。
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Amazon S3 バケットへの匿名アクセスを付与する方
法
principal 要素でワイルドカード (*) を指定する Amazon S3 バケットポリシーを使用すると、だれで
もバケットにアクセスできるようになります。匿名アクセスでは、誰でも (AWS アカウント のないユー
ザーでも) バケットにアクセスできます。Amazon S3 バケットポリシーの例については、Amazon Simple 
Storage Service ユーザーガイドの「バケットポリシーの例」を参照してください。

AWS アカウント のルートユーザーとしてサインイン
しているが、Amazon S3 バケットにアクセスできな
い。
場合によっては、IAM と Amazon S3 へのフルアクセス許可を持つ IAM ユーザーがいる場合がありま
す。IAM ユーザーが Amazon S3 バケットにバケットポリシーを割り当て、AWS アカウントのルートユー
ザー をプリンシパルとして指定しない場合、ルートユーザーはそのバケットへのアクセスを拒否されま
す。ただし、ルートユーザーとして、バケットへアクセスすることは可能です。そのためには、Amazon 
S3 コンソールまたは AWS CLI から アクセスを許可するようにバケットポリシーを変更します。次のプリ
ンシパルを使用します。123456789012 を AWS アカウント の ID に置き換えます。

"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }

AWS での SAML 2.0 フェデレーションのトラブル
シューティング

この情報を使用して、IAM で SAML 2.0 とフェデレーションを操作するときに発生する可能性がある問題
を診断して修復します。

トピック
• エラー: Your request included an invalid SAML response。To logout, click here。 (p. 1117)
• エラー: RoleSessionName is required in AuthnResponse (service: AWSSecurityTokenService; status 

code: 400; error code: InvalidIdentityToken) (p. 1117)
• エラー: Not authorized to perform sts:AssumeRoleWithSAML (service: AWSSecurityTokenService; 

status code: 403; error code: AccessDenied) (p. 1117)
• エラー: RoleSessionName in AuthnResponse must match [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} (service: 

AWSSecurityTokenService; status code: 400; error code: InvalidIdentityToken) (p. 1118)
• Error: Source Identity must match [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} and not begin with "aws:" (service: 

AWSSecurityTokenService; status code: 400; error code: InvalidIdentityToken) (p. 1118)
• エラー: Response signature invalid (service: AWSSecurityTokenService; status code: 400; error code: 

InvalidIdentityToken) (p. 1118)
• エラー: Failed to assume role: Issuer not present in specified provider 

(service: AWSOpenIdDiscoveryService; status code: 400; error code: 
AuthSamlInvalidSamlResponseException) (p. 1119)

• エラー: メタデータを解析できませんでした。 (p. 1119)
• エラー: 指定されたプロバイダーが存在しません。 (p. 1119)
• エラー: リクエストされた DurationSeconds がこのロールに設定された MaxSessionDuration を超過し

ています。 (p. 1119)
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• エラー:レスポンスに必要なオーディエンスが含まれていません。 (p. 1119)
• トラブルシューティングのためにブラウザで SAML レスポンスを表示する方法 (p. 1120)

エラー: Your request included an invalid SAML 
response。To logout, click here。
このエラーは、ID プロバイダーからの SAML レスポンスに、Name が https://aws.amazon.com/
SAML/Attributes/Role に設定された属性が含まれない場合に発生することがあります。属性には、そ
れぞれにカンマ区切りの文字列のペアを持つ、1 つ以上の AttributeValue エレメントが含まれている
必要があります。

• ユーザーをマッピングできるロールの ARN
• SAML プロバイダーの ARN

詳細については、「認証レスポンスの SAML アサーションを設定する (p. 227)」を参照してください。ブ
ラウザで SAML レスポンスを表示するには、「トラブルシューティングのためにブラウザで SAML レスポ
ンスを表示する方法 (p. 1120)」のステップに従います。

エラー: RoleSessionName is required in 
AuthnResponse (service: AWSSecurityTokenService; 
status code: 400; error code: InvalidIdentityToken)
このエラーは、ID プロバイダーからの SAML レスポンスに、Name が https://aws.amazon.com/
SAML/Attributes/RoleSessionName に設定された属性が含まれない場合に発生することがありま
す。属性値は、ユーザーの ID で、通常は ID または E メールアドレスです。

詳細については、「認証レスポンスの SAML アサーションを設定する (p. 227)」を参照してください。ブ
ラウザで SAML レスポンスを表示するには、「トラブルシューティングのためにブラウザで SAML レスポ
ンスを表示する方法 (p. 1120)」のステップに従います。

エラー: Not authorized to perform 
sts:AssumeRoleWithSAML (service: 
AWSSecurityTokenService; status code: 403; error 
code: AccessDenied)
このエラーは、SAML レスポンスで指定された IAM ロールのスペルが間違っているか存在しない場合に発
生することがあります。ロール名は大文字と小文字が区別されるため、ロールの正確な名前を使用してく
ださい。SAML サービスプロバイダー設定のロール名を修正します。

ロール信頼ポリシーに sts:AssumeRoleWithSAML アクションが含まれる場合にのみ、アクセスが許可
されます。SAML アサーションが PrincipalTag (p. 228) 属性を使用するように設定されている場合、信
頼ポリシーにも sts:TagSession アクションを含める必要があります。セッションタグの詳細について
は、「AWS STS でのセッションタグの受け渡し (p. 346)」を参照してください。

このエラーは、ロール信頼ポリシーに sts:SetSourceIdentity アクセス許可がない場合に発生する可
能性があります。SAML アサーションが SourceIdentity (p. 230) 属性を使用するように設定されてい
る場合、信頼ポリシーにも sts:SetSourceIdentity アクションを含める必要があります。ソース ID 
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の詳細については、「引き受けたロールで実行されるアクションのモニタリングと制御 (p. 374)」を参照
してください。

このエラーは、フェデレーションユーザーにロールを引き受けるアクセス権限がない場合に発生するこ
とがあります。ロールには、IAM SAML ID プロバイダーの ARN を Principal として指定する信頼ポリ
シーが必要です。ロールには、ロールを引き受けることができるユーザーを管理する条件も含まれていま
す。ユーザーが条件を満たすことを確認します。

このエラーは、SAML レスポンスに Subject を含む NameID がない場合に発生することがあります。

詳細については、「フェデレーティッドユーザーのために AWS でアクセス許可を確立する」および「認
証レスポンスの SAML アサーションを設定する (p. 227)」を参照してください。ブラウザで SAML レス
ポンスを表示するには、「トラブルシューティングのためにブラウザで SAML レスポンスを表示する方
法 (p. 1120)」のステップに従います。

エラー: RoleSessionName in AuthnResponse 
must match [a-zA-Z_0-9+=,.@-]{2,64} (service: 
AWSSecurityTokenService; status code: 400; error 
code: InvalidIdentityToken)
このエラーは、RoleSessionName 属性値が長すぎるか、無効な文字が含まれる場合に発生することがあ
ります。有効な最大長は 64 文字です。

詳細については、「認証レスポンスの SAML アサーションを設定する (p. 227)」を参照してください。ブ
ラウザで SAML レスポンスを表示するには、「トラブルシューティングのためにブラウザで SAML レスポ
ンスを表示する方法 (p. 1120)」のステップに従います。

Error: Source Identity must match [a-zA-Z_0-9+=,.@-]
{2,64} and not begin with "aws:" (service: 
AWSSecurityTokenService; status code: 400; error 
code: InvalidIdentityToken)
このエラーは、sourceIdentity 属性値が長すぎるか、無効な文字が含まれる場合に発生することがあ
ります。有効な最大長は 64 文字です。ソース ID の詳細については、「引き受けたロールで実行されるア
クションのモニタリングと制御 (p. 374)」 を参照してください。

SAML アサーション作成の詳細については、「認証レスポンスの SAML アサーションを設定す
る (p. 227)」 を参照してください。ブラウザで SAML レスポンスを表示するには、「トラブルシューティ
ングのためにブラウザで SAML レスポンスを表示する方法 (p. 1120)」のステップに従います。

エラー: Response signature invalid (service: 
AWSSecurityTokenService; status code: 400; error 
code: InvalidIdentityToken)
このエラーは、ID プロバイダーのフェデレーションメタデータが、IAM ID プロバイダーのメタデータに一
致しない場合に発生することがあります。たとえば、ID サービスプロバイダーのメタデータファイルが、
失効した証明書を更新するために変更される場合があります。更新された SAML メタデータファイルを 
ID サービスプロバイダーからダウンロードします。次に、IAM で定義する AWS ID プロバイダーエンティ
ティで、aws iam update-saml-provider クロスプラットフォーム CLI コマンドまたは Update-
IAMSAMLProvider PowerShell コマンドレットを使ってこれを更新します。
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エラー: Failed to assume role: Issuer not 
present in specified provider (service: 
AWSOpenIdDiscoveryService; status code: 400; error 
code: AuthSamlInvalidSamlResponseException)
このエラーは、SAML レスポンスの発行元がフェデレーションメタデータファイルで宣言されている発行
者と一致しない場合に発生することがあります。メタデータファイルは、ID プロバイダーを IAM で作成し
たときに AWS にアップロードされました。

エラー: メタデータを解析できませんでした。
このエラーはメタデータファイルを適切にフォーマットしてない場合に発生することがあります。

AWS Management Console で、SAML ID プロバイダーを作成または管理 (p. 220)する場合、ID プロバイ
ダーから SAML メタデータドキュメントを取得する必要があります。

このメタデータファイルには発行者の名前、失効情報、およびキーが含まれており、これらを使用し
て、IdP から受け取った SAML 認証レスポンス (アサーション) を検証できます。メタデータファイルは
バイトオーダーマーク (BOM) なしで UTF-8 形式でエンコードする必要があります。BOM を削除するに
は、Notepad++ などのテキスト編集ツールを使用して UTF-8 としてファイルをエンコードできます。

SAML メタデータドキュメントの一部として含まれている x.509 証明書では、少なくとも 1024 ビットの
キーサイズを使用する必要があります。また、x.509 証明書には、拡張領域が繰り返されていないことが
必要です。拡張領域は使用できますが、証明書に 1 回しか出現できません。x.509 証明書がいずれかの条
件を満たしていない場合、IdP の作成は失敗し、「メタデータを解析できない」エラーが返されます。

エラー: 指定されたプロバイダーが存在しません。
このエラーは、SAML アサーションで指定したプロバイダーの名前が IAM で設定されたプロバイダーの名
前と一致しない場合に発生することがあります。プロバイダー名の表示の詳細については、「IAM SAML 
ID プロバイダーの作成 (p. 219)」を参照してください。

エラー: リクエストされた DurationSeconds がこの
ロールに設定された MaxSessionDuration を超過して
います。
このエラーは、AWS CLI または API からロールを引き受ける場合に発生することがあります。

assume-role-with-saml CLI または AssumeRoleWithSAML API オペレーションを使用してロールを引き受
ける場合は、DurationSeconds パラメータの値を指定できます。900 秒 (15 分) からロールの最大セッ
ション期間設定までの値を指定できます。この設定よりも高い値を指定した場合、オペレーションは失敗
します。たとえば、12 時間のセッションの期間を指定したが、管理者が最大のセッション期間を 6 時間に
設定した場合、オペレーションは失敗します。ロールの最大値を確認する方法については、「ロールの最
大セッション期間設定の表示 (p. 280)」を参照してください。

エラー:レスポンスに必要なオーディエンスが含まれて
いません。
このエラーは、SAML 設定のオーディエンス URL と ID プロバイダーが一致しない場合に発生する可能性
があります。ID プロバイダー (IdP) 依存パーティ識別子が SAML 設定で提供されたオーディエンス URL 
(エンティティ ID) と完全に一致することを確認してください。
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トラブルシューティングのためにブラウザで SAML レ
スポンスを表示する方法
次の手順では、SAML 2.0 に関連する問題のトラブルシューティング時に、ブラウザからサービスプロバ
イダーからの SAML 応答を表示する方法について説明します。

すべてのブラウザに共通して、問題を再現できるページに移動します。次に、ブラウザごとの適切なス
テップに従います。

トピック
• Google Chrome (p. 1120)
• Mozilla Firefox (p. 1120)
• Apple Safari (p. 1121)
• Base64 エンコードされた SAML レスポンスの処理 (p. 1121)

Google Chrome
Chrome で SAML レスポンスを表示するには

これらのステップは、Google Chrome のバージョン 106.0.5249.103 (公式ビルド) (arm64) を使用してテス
トされました。別のバージョンを使用している場合、それに応じてステップの調整が必要になることがあ
ります。

1. F12 キーを押して、[Developer Tools] (デベロッパーツール) コンソールを開始します。
2. [Network] (ネットワーク) タブを選択し、[Developer Tools] (デベロッパーツール) ウィンドウの左上に

ある [Preserve log] (ログを保存) を選択します。
3. 問題を再現します。
4. (オプション) [Developer Tools] (デベロッパーツール) の [Network] (ネットワーク) ログペインに

[Method] (メソッド) 列が表示されない場合は、任意の列ラベルを右クリックし、[Method] (メソッド) 
を選択して列を追加します。

5. [Developer Tools] (デベロッパーツール) の [Network] (ネットワーク) ログペインで [SAML Post]
(SAML 投稿) を探します。その行を選択し、上部にある [Payload] (ペイロード) タブを表示します。エ
ンコードされたリクエストを含む [SAMLResponse] 要素を探します。関連する値は、Base64 でエン
コードされたレスポンスです。

Mozilla Firefox
Firefox で SAML レスポンスを表示するには

この手順は、Mozilla Firefox のバージョン 105.0.3 (64 ビット) でテストされています。別のバージョンを
使用している場合、それに応じてステップの調整が必要になることがあります。

1. F12 を押して、[Web Developer Tools] (ウェブデベロッパーツール) コンソールを起動します。
2. [Network (ネットワーク)] タブを選択します。
3. [Web Developer Tools] (ウェブデベロッパーツール) ウィンドウの右上で、オプション (小さな歯車の

アイコン) を選択します。[Persist logs] (永続ログ) を選択します。
4. 問題を再現します。
5. (オプション) [Web Developer Tools] (ウェブデベロッパーツール) の [Network] (ネットワーク) ログペ

インに [Method] (メソッド) 列が表示されない場合は、任意の列ラベルを右クリックし、[Method] (メ
ソッド) を選択して列を追加します。
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6. テーブルで [POST SAML] を見つけます。その行を選択し、[Request] (リクエスト) タブを表示して
SAMLResponse 要素を見つけます。関連する値は、Base64 でエンコードされたレスポンスです。

Apple Safari
Safari で SAML レスポンスを表示するには

これらのステップは、Apple Safari のバージョン 16.0 (17614.1.25.9.10, 17614) を使用してテストされま
した。別のバージョンを使用している場合、それに応じてステップの調整が必要になることがあります。

1. Safari で Web Inspector を有効にします。[設定] ウィンドウを開き、[Advanced (詳細)] タブを選択し
て、[Show Develop menu in the menu bar (メニューバーに開発メニューを表示)] を選択します。

2. ここで Web Inspector を開くことができます。メニューバーで [Develop] (開発) を選択し、[Show 
Web Inspector] (Web インスペクターを表示) を選択します。

3. [Network (ネットワーク)] タブを選択します。
4. [Web Inspector] (Web インスペクター) ウィンドウの左上で、オプション (3 本の水平線を含む小さな

円のアイコン) を選択します。[Preserve Log] (ログを保存) を選択します。
5. (オプション) [Web Inspector] (Web インスペクター) の [Network] (ネットワーク) ログペインに

[Method] (メソッド) 列が表示されない場合は、任意の列ラベルを右クリックし、[Method] (メソッド) 
を選択して列を追加します。

6. 問題を再現します。
7. テーブルで [POST SAML] を見つけます。その行を選択し、[Headers] (ヘッダー) タブを表示します。
8. エンコードされたリクエストを含む [SAMLResponse] 要素を探します。下にスクロールし

て、Request Data という名前の SAMLResponse を探します。関連する値は、Base64 でエンコー
ドされたレスポンスです。

Base64 エンコードされた SAML レスポンスの処理
ブラウザで Base64 エンコードされた SAML レスポンスエレメントが見つかったら、それをコピーし、任
意の Base64 デコードツールを使用して、XML タグの付いたレスポンスを抽出します。

セキュリティのヒント

表示している SAML レスポンスデータには重要なデータが含まれる場合があるため、オンライ
ンの base64 デコーダを使用しないことをお勧めします。代わりに、ローカルコンピュータにイ
ンストールされた、ネットワーク経由で SAML データを送信しないツールを使用します。

Windows システムの組み込みオプション (PowerShell):

PS C:
\> [System.Text.Encoding]::UTF8.GetString([System.Convert]::FromBase64String("base64encodedtext"))

MacOS および Linux システムの組み込みオプション:

$ echo "base64encodedtext" | base64 --decode
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Amazon リソースネーム (ARN)

AWS Identity and Access 
Management のリファレンス情報

このセクションのトピックを使用して、IAM および AWS STS のさまざまな側面に関する詳細なリファレ
ンス情報を検索します。

トピック
• Amazon リソースネーム (ARN) (p. 1122)
• IAM ID (p. 1124)
• IAM クォータおよび AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限 (p. 1131)
• IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)
• AWS API リクエストの署名 (p. 1167)
• IAM JSON ポリシーリファレンス (p. 1175)

Amazon リソースネーム (ARN)
Amazon リソースネーム (ARN) は、AWS リソースを一意に識別します。IAM ポリシー、Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) タグ、API コールなど、すべての AWS 全体でリソースを明確
に指定する必要がある場合は ARN が必要になります。

ARN 形式
ARN の一般的な形式を次に示します。具体的な形式は、リソースによって異なります。ARN を使用する
には、######のテキストを、リソース固有の情報に置き換えます。一部のリソースの ARN では、リー
ジョン、アカウント ID、または、リージョンとアカウント ID の両方が省略されていることに注意してく
ださい。

arn:partition:service:region:account-id:resource-id
arn:partition:service:region:account-id:resource-type/resource-id
arn:partition:service:region:account-id:resource-type:resource-id

partition

リソースが置かれているパーティション。パーティションは AWS リージョンのグループです。各 
AWS アカウントのスコープは 1 つのパーティションです。

サポートされているパーティションは以下のとおりです。
• aws - AWS リージョン
• aws-cn - 中国リージョン
• aws-us-gov - AWS GovCloud (US) リージョン

service

AWS 製品を識別するサービス名前空間。
region

リージョンコード。たとえば、米国東部 (オハイオ) の場合は、us-east-2 を使用します。リージョ
ンコードの一覧については、「AWS 全般のリファレンス」の「リージョンエンドポイント」を参照し
てください。
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account-id

リソースを所有しておりハイフンがない AWS アカウントの ID。例えば、123456789012 です。
resource-type

リソースタイプ。たとえば、vpc は仮想プライベートクラウド (VPC) 用です。
resource-id

リソース識別子。これはリソースの名前、リソースの ID、またはリソースパス (p. 1123)です。一
部のリソース識別子には、親リソース (sub-resource-type/parent-resource/sub-resource) またはバー
ジョン (resource-type:resource-name:qualifier) などの修飾子が含まれます。

例

IAM ユーザー

arn:aws:iam::123456789012:user/johndoe
SNS トピック

arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:example-sns-topic-name
VPC

arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:vpc/vpc-0e9801d129EXAMPLE

リソースの ARN 形式を検索する
特定の AWS るリソースの ARN 形式を検索するには、「Service Authorization Reference」(サービス認証
リファレンス) を開き、サービスのページを開いて、リソースタイプの形式を表示します。

ARN のパス
リソース ARN にはパスを含めることができます。たとえば Amazon S3 では、リソース ID はスラッシュ 
(/) を挿入してパスを作成することができるオブジェクト名です。同様に、IAM ユーザー名とグループ名に
はパスを含めることができます。

パスには、ワイルドカード文字、アスタリスク (*) を含めることができます。たとえば、IAM ポリシーを
記述する場合、次のようなワイルドカードを使用して、パス product_1234 を持つすべての IAM ユー
ザーを指定できます。

arn:aws:iam::123456789012:user/Development/product_1234/*

同様に、次の例に示すように、全ユーザーを意味する user/* や全グループを意味する group/* を指定
できます。

"Resource":"arn:aws:iam::123456789012:user/*"
"Resource":"arn:aws:iam::123456789012:group/*"

次の例は、リソース名にパスが含まれる Amazon S3 バケットの ARN を示しています。

arn:aws:s3:::my_corporate_bucket/*
arn:aws:s3:::my_corporate_bucket/Development/*
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ワイルドカードの使用方法が正しくありません

IAM ARN の用語 user など、リソースタイプを指定する ARN の一部では、ワイルドカードを使用するこ
とはできません。例えば、以下のことは許可されません。

arn:aws:iam::123456789012:u*   <== not allowed

IAM ID
IAM は、ユーザー、ユーザーグループ、ロール、ポリシー、およびサーバー証明書に対していくつかの異
なった ID を使います。このセクションでは、ID およびそれぞれの ID の使い方について説明します。

トピック
• フレンドリ名とパス (p. 1124)
• IAM ARN (p. 1124)
• 一意の識別子 (p. 1129)

フレンドリ名とパス
ユーザー、ロール、ユーザーグループ、またはポリシーを作成する場合、またはサーバー証明書
をアップロードする場合は、わかりやすい名前を付けます。たとえば、Bob、TestApp1、開発
者、ManageCredentialsPermissions、ProdServerCert などがあります。

IAM API または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して IAM リソースを作成する場合、オ
プションのパスを追加できます。単一のパスを使用することも、複数のパスをフォルダー構造としてネ
ストすることもできます。たとえば、会社の組織構造に一致するように、入れ子パス /division_abc/
subdivision_xyz/product_1234/engineering/ を使用できます。その後、パスのユーザーすべて
が Policy Simulator API にアクセス許可するためのポリシーを作成できます。このポリシーを表示するに
は、IAM: ユーザーパスに基づいた Policy Simulator API へのアクセス (p. 499) を参照してください。フレ
ンドリ名の指定方法については、User API のドキュメントを参照してください。パスの使用方法のその他
の例については、IAM ARN (p. 1124) を参照してください。

AWS CloudFormation を使用してリソースを作成する場合、ユーザー、ユーザーグループ、ロール、およ
びカスタマーマネージドポリシーのパスを指定できます。

同じパスにユーザーとユーザーグループがある場合、IAM はそのユーザーグループに自動的に配
置されません。例えば、Developers ユーザーグループを作成し、そのパスを /division_abc/
subdivision_xyz/product_1234/engineering/ と指定したとします。Bob という名のユーザーを
追加して同様のパスを追加しても、自動的に Bob が Developers ユーザーグループに分類されるわけでは
ありません。IAM は、パスに基づいてユーザーまたはユーザーグループ間の境界を強制しません。パス
の異なるユーザーでも、それらのリソースにアクセス許可さえ与えられていれば）、同じリソース使う
ことができます。AWS アカウントの IAM リソースの数とサイズには制限があります。詳細については、
「IAM クォータおよび AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制限 (p. 1131)」を参照してくだ
さい。

IAM ARN
ほとんどのリソースはフレンドリ名を持っています (Bob という名前のユーザー、Developers という名
前のユーザーグループなど)。ただし、アクセス許可ポリシー言語では、以下の Amazon リソースネーム 
(ARN) 形式を使用して、リソースを指定する必要があります。

arn:partition:service:region:account:resource
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実行する条件は以下のとおりです。

• partition は、そのリソースがあるパーティションを識別します。標準の AWS リージョンの場
合、パーティションは aws です。他のパーティションにリソースがある場合、パーティションは
aws-partitionname です。例えば、中国 (北京) リージョンにあるリソースのパーティション
は、aws-cn です。異なるパーティションのアカウント間でアクセスを委任 (p. 325)することはできませ
ん。

• service は AWS 製品を示します。IAM リソースは常に iam を使用します。
• region は、リソースのリージョンを識別します。IAM リソースの場合、これは常に空白にしておきま

す。
• account が、ハイフンなしの AWS アカウント ID を指定します。
• resource は、特定のリソースを名前で識別します。

IAM および AWS STS ARN は、次の構文を使用して指定できます。IAM リソースはグローバルに識別され
るため、ARN のリージョンの割り当ては空白です。

構文:

arn:aws:iam::account:root   
arn:aws:iam::account:user/user-name-with-path
arn:aws:iam::account:group/group-name-with-path
arn:aws:iam::account:role/role-name-with-path
arn:aws:iam::account:policy/policy-name-with-path
arn:aws:iam::account:instance-profile/instance-profile-name-with-path
arn:aws:sts::account:federated-user/user-name
arn:aws:sts::account:assumed-role/role-name/role-session-name
arn:aws:iam::account:mfa/virtual-device-name-with-path
arn:aws:iam::account:u2f/u2f-token-id
arn:aws:iam::account:server-certificate/certificate-name-with-path
arn:aws:iam::account:saml-provider/provider-name
arn:aws:iam::account:oidc-provider/provider-name

次の例の多くには、ARN のリソースパートにパスが含まれています。パスをAWS Management Console
で作成、操作することはできません。パスを使用するには、リソースを操作するには、AWS API、AWS 
CLI または Windows PowerShell 用Tools for Windows PowerShell を使用する

例:

arn:aws:iam::123456789012:root
arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe
arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe
arn:aws:iam::123456789012:group/Developers
arn:aws:iam::123456789012:group/division_abc/subdivision_xyz/product_A/Developers
arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access
arn:aws:iam::123456789012:role/application_abc/component_xyz/RDSAccess
arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer
arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/QuickSightAction
arn:aws:iam::123456789012:policy/UsersManageOwnCredentials
arn:aws:iam::123456789012:policy/division_abc/subdivision_xyz/UsersManageOwnCredentials
arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver
arn:aws:sts::123456789012:federated-user/JohnDoe
arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Accounting-Role/JaneDoe
arn:aws:iam::123456789012:mfa/JaneDoeMFA
arn:aws:iam::123456789012:u2f/user/JohnDoe/default (U2F security key)
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/ProdServerCert
arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/division_abc/subdivision_xyz/ProdServerCert
arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFSProvider
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/GoogleProvider
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以下の例は、さまざまなタイプの IAM および AWS STS リソースの ARN 形式を理解するのに役立つ詳細
情報を示します。

• アカウントの IAM ユーザー:

Note

各 IAM ユーザー名は一意であり、大文字と小文字は区別されません。

arn:aws:iam::123456789012:user/JohnDoe

• 組織図を反映するパスを持つ別のユーザー:

arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe

• IAM ユーザーグループの場合:

arn:aws:iam::123456789012:group/Developers

• パスを持つ IAM ユーザーグループ:

arn:aws:iam::123456789012:group/division_abc/subdivision_xyz/product_A/Developers

• IAM ロール:

arn:aws:iam::123456789012:role/S3Access

• サービスにリンクされたロール (p. 185):

arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/access-analyzer.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAccessAnalyzer

• サービスロール (p. 185):

arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/QuickSightAction

• 管理ポリシー:

arn:aws:iam::123456789012:policy/ManageCredentialsPermissions

• EC2 インスタンスと関連付けられるインスタンスプロファイル:

arn:aws:iam::123456789012:instance-profile/Webserver

• 「Paulo」として IAM で識別されるフェデレーティッドユーザー:

arn:aws:sts::123456789012:federated-user/Paulo

• 引き受けるロールが「Accounting-Role」、ロールのセッション名が「Mary」であるユーザーのアクティ
ブセッション:

arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Accounting-Role/Mary

• Jorge という名前のユーザーに割り当てられた多要素認証デバイス:

arn:aws:iam::123456789012:mfa/Jorge

• サーバー証明書:
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arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/ProdServerCert

• 組織図を反映したパスを持つサーバー証明書:

arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/division_abc/subdivision_xyz/ProdServerCert

• ID プロバイダー (SAML および OIDC):

arn:aws:iam::123456789012:saml-provider/ADFSProvider
arn:aws:iam::123456789012:oidc-provider/GoogleProvider

もう 1 つの重要な ARN は ルートユーザー ARN です。これは IAM リソースではありませんが、この 
ARN の形式に精通している必要があります。多くの場合、リソースベースのポリシーの Principal 要
素 (p. 1178)で使用されます。

• AWS アカウント は次の項目を表示します。

arn:aws:iam::123456789012:root

以下に示すポリシーでは、Richard に対して、本人のアクセスキーを管理する権限を割り当てています。
リソースは、IAM ユーザー Richard であることに注目してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ManageRichardAccessKeys", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:*AccessKey*", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:user/division_abc/subdivision_xyz/Richard" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListForConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:ListUsers", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Note

ARN を使用して IAM ポリシー内のリソースを識別する場合、ポリシー変数を含めることができ
ます。ポリシー変数には、ARN の一部としてランタイム情報（ユーザー名など）のプレースホル
ダを含めることができます。詳細については、「IAM ポリシーの要素: 変数とタグ (p. 1211)」を
参照してください。

ARN でのワイルドカードとパスの使用
ARN の resource 部分でワイルドカードを使用して、複数のユーザー、ユーザーグループ、またはポリ
シーを指定することもできます。例えば、product_1234 の作業に携わっている全ユーザーを表すには、次
のように指定します。
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arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/*

名前が app_ という文字列で始まるユーザーがいる場合、次の ARN を使用してこれらすべてのユーザー
を参照ができます。

arn:aws:iam::123456789012:user/division_abc/subdivision_xyz/product_1234/app_*

AWS アカウント の全ユーザー、ユーザーグループ、またはポリシーを表すには、それぞれ ARN の
user/、group/、または policy/ に続いて、ワイルドカードを指定します。

arn:aws:iam::123456789012:user/*
arn:aws:iam::123456789012:group/*
arn:aws:iam::123456789012:policy/*

ユーザー arn:aws:iam::111122223333:user/* に次の ARN を指定すると、次の両方の例に一致しま
す。

arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe

ただし、ユーザー arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc* に次の ARN を指定する
と、2番目の例と一致しますが、最初の例には一致しません。

arn:aws:iam::111122223333:user/JohnDoe
arn:aws:iam::111122223333:user/division_abc/subdivision_xyz/JaneDoe

ARN の user/、group/、または policy/ 部分にワイルドカードを使用しないでください。例え
ば、IAM では次のことは許可されません。

arn:aws:iam::123456789012:u*

Example プロジェクトベースのユーザーグループ用のパスと ARN の使用例

パスをAWS Management Consoleで作成、操作することはできません。パスを使用するには、AWS 
API、AWS CLI、またはTools for WindowsPowerShellを使用してリソースを操作する必要があります。

この例では、Marketing_Admin ユーザーグループの Jules が /marketing/ パス内にプロジェクトベースの
ユーザーグループを作成します。Jules は、会社のさまざまな部分のユーザーをユーザーグループに割り
当てます。この例では、ユーザーのパスが本人の所属するユーザーグループには関連のないことを示して
います。

マーケティング部門には、リリース間近の新製品があり、そのため Jules は /marketing/ パスに 
Widget_Launch という新しいユーザーグループを作成します。次に、Jules はグループに以下のポリシー
を割り当てます。これにより、Widget_Launch ユーザーグループには、新製品プロジェクト用に確保され
た example_bucket 領域のオブジェクトにアクセスできる権限が与えられます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:*", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket/marketing/newproductlaunch/widget/*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
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      "Action": "s3:ListBucket*", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket", 
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": "marketing/newproductlaunch/widget/*"}} 
    } 
  ]
}

そして Jules は、この新製品プロジェクトに参加しているユーザーを Widget_Launch ユーザーグループ
に割り当てます。具体的には、/marketing/ パスから Patricia と Eli が、/sales/ パスからは Chris と Chloe 
が、/legal/ パスからは Alice と Jim が追加されます。

一意の識別子
IAM がユーザー、ユーザーグループ、ロール、ポリシー、インスタンスプロファイル、サーバー証明書を
作成するとき、各リソースには一意の ID が割り当てられます。一意の ID は次のようになります。

AIDAJQABLZS4A3QDU576Q

ほとんどの場合、IAM リソースを操作するときは、フレンドリ名と ARN (p. 1124) を使用します。そうす
れば、特定のリソースの一意の ID を知る必要はありません。しかしながら、フレンドリ名を用いることが
実際的でないときなど、場合によっては一意の ID が役立つこともあります。

1 つの例では、AWS アカウント 内でフレンドリ名を再利用します。アカウント内において、ユーザー、
ユーザーグループ、ロール、ポリシーに対するフレンドリ名は一意である必要があります。たとえ
ば、John という IAM ユーザーを作成するとしましょう。会社は、Amazon S3 を使用し、各従業員用の
フォルダがあるバケット持っています。IAM ユーザー John は、バケット内の自分のフォルダにのみアク
セスが許可される User-S3-Access という名前の IAM ユーザーグループのメンバーです。IAM ユーザー
のフレンドリ名を使用して S3 内の自分のバケットオブジェクトへのアクセスを許可するアイデンティ
ティベースのポリシーの作成例については、「Amazon S3: IAM ユーザーが自分の S3 ホームディレクトリ
にプログラムによりコンソールでアクセスすることを許可する (p. 510)」を参照してください。

そこで、John という名の従業員が退職することになり、John という名の関連する IAM ユーザーを削除
するとします。しかし後に、John という名前を持つ別の従業員が入社してきて、John という名の新しい 
IAM ユーザーを作成することになりました。John という名前の新しい IAM ユーザーが、既存の IAM ユー
ザーグループ User-S3-Access に追加されます。ユーザーグループに関連付けられたポリシーで、John
という名前の IAM ユーザーのフレンドリ名が指定されていた場合、このポリシーにより、新しい John 
は、以前の John によって残された情報にアクセスできるようになります。

一般に、ポリシーでは、一意の ID ではなく、リソースの ARN を指定することをお勧めします。一方で、
新しい IAM ユーザーが以前削除したフレンドリ名を再利用したとしても、すべての ユーザーが一意の ID 
を持っています。この例では、前の IAM ユーザーである John と、新しい IAM ユーザーである John は、
それぞれ異なる一意の ID を持ちます。ユーザー名だけでなく一意の ID でアクセスを許可するリソースポ
リシーを作成できます。これにより、従業員が所有してはならない情報へのアクセスを誤って許可する可
能性が低くなります。

次の例は、リソースベースのポリシーの Principal 要素 (p. 1178)に一意の ID を指定する方法を示して
います。

"Principal": { 
  "AWS": [ 
    "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name", 
    "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
    "AROADBQP57FF2AEXAMPLE" 
  }

次の例は、グローバル条件キー aws:userid (p. 1281) を使用して、ポリシーの Condition 要
素 (p. 1193)に一意の ID を指定する方法を示しています。

"Condition": { 
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    "StringLike": { 
      "aws:userId": [ 
        "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "AROADBQP57FF2AEXAMPLE:role-session-name", 
        "AROA1234567890EXAMPLE:*", 
        "111122223333" 
      ] 
    } 
  }

また IAM ユーザーまたはロールの情報に関する独自のデータベース (またはその他のデータストア) を維
持するときなども、ユーザー ID が役立ちます。一意の ID を使用すれば、IAM ユーザーまたはロールを作
成する際に、それぞれに一意の識別子を割り当てられます。この例も前の例と同様、名前を再度使用する 
IAM ユーザーまたはロールが存在するケースです。

一意の ID プレフィックスを理解する
IAM は、一意の各 ID が適用するリソースタイプを示すために、以下のプレフィックスを使用します。

プレフィックス リソースタイプ

ABIA AWS STS サービスベアラートークン (p. 398)

ACCA コンテキスト固有の認証情報

AGPA ユーザーグループ

AIDA IAM ユーザー

AIPA Amazon EC2 インスタンスプロファイル

AKIA アクセスキー

ANPA 管理ポリシー

ANVA 管理ポリシーのバージョン

APKA パブリックキー

AROA ロール

ASCA 証明書

ASIA 一時 (AWS STS) アクセスキー ID はこのプレ
フィックスを使用しますが、シークレットアクセ
スキーとセッショントークンとの組み合わせでの
み一意です。

一意識別子を取得する
IAM リソースに対する一意の ID は、IAM コンソールでは取得できません。一意の ID を取得するには、以
下の AWS CLI コマンドまたは IAM API コールを使用します。

AWS CLI:

• get-caller-identity
• get-group
• get-role
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• get-user
• get-policy
• get-instance-profile
• get-server-certificate

IAM API:

• GetCallerIdentity
• GetGroup
• GetRole
• GetUser
• GetPolicy
• GetInstanceProfile
• GetServerCertificate

IAM クォータおよび AWS STS クォータ、名前の要
件、および文字の制限

AWS Identity and Access Management (IAM) と AWS Security Token Service (STS) には、オブジェクトの
サイズを制限するクォータがあります。これは、オブジェクトに名前を付ける方法、作成できるオブジェ
クトの数、オブジェクトを渡すときに使用できる文字数に影響します。

Note

IAM の使用状況とクォータに関するアカウントレベルの情報を取得するに
は、GetAccountSummary API オペレーション、または get-account-summary AWS CLI コマンド
を使用します。

IAM 名前の要件
IAM の名前には以下の要件と制約があります。

• ポリシードキュメントには、次の Unicode 文字のみを含めることができます。水平タブ (U+0009)、ラ
インフィード (U+000A)、キャリッジリターン (U+000D)、および U+0020～U+00FF の範囲内の文字。

• ユーザー、グループ、ロール、ポリシー、インスタンスプロファイル、サーバー証明書の名前は、次の
一般的な文字を含む英数字にする必要があります。プラス（+）、等号（=）、カンマ（,）、ピリオド
（.）、アットマーク（＠）、アンダースコア（_）、ハイフン（-）。

• ユーザー、グループ、ロール、インスタンスプロファイルの名前は、アカウント内で一意である必要が
あります。大文字と小文字は区別されません。たとえば、「ADMINS」と「admins」というグループ名
を両方作成することはできません。

• ロールを引き受けるためにサードパーティーが使用する外部 ID の値は、2～1,224 文字で構成されてい
る必要があります。この値は、空白のない英数字にする必要があります。次の記号を含めることもでき
ます。プラス記号 (+)、等号 (=)、カンマ (,)、ピリオド (.)、アットマーク (@)、コロン (:)、スラッシュ 
(/)、およびハイフン (-)。外部 ID の詳細については、AWS リソースへのアクセス権を第三者に付与する
ときに外部 ID を使用する方法 (p. 192) を参照してください。

• パス名の前後にはスラッシュ (/) を指定する必要があります。
• インラインポリシー (p. 427)のポリシー名は、それが埋め込まれているユーザー、グループ、または

ロールに対して一意である必要があります。名前には、次の予約文字を除く基本ラテン (ASCII) 文字を
含めることができます: バックスラッシュ (\)、スラッシュ (/)、アスタリスク (*)、疑問符 (?)、空白。こ
れらの文字は RFC 3986、セクション 2.2 に従って予約されています。
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• ユーザーパスワード（ログインプロファイル）には、基本ラテン（ASCII）文字を含めることができま
す。

• AWS アカウント ID のエイリアスは、AWS 製品全体で一意となるのもので、DNS の命名規則に従って
英数字にする必要があります。エイリアスには小文字を使用する必要があり、先頭または末尾にハイフ
ンを使用することはできません。また、ハイフンを 2 つ連続することも、12 桁の数字にすることもでき
ません。

基本ラテン (ASCII) 文字の一覧については、「Library of Congress Basic Latin (ASCII) Code Table」を参
照してください。

IAM オブジェクトクォータ
AWS のクォータ (制限とも呼ばれます) は、AWS アカウント のリソース、アクション、および制限の最大
値です。Service Quotas を使用して IAM クォータを管理します。調整可能な IAM クォータではデフォル
トのクォータの引き上げをリクエストできます。maximum quota までのリクエストは自動的に承認され、
数分で完了します。

クォータの引き上げをリクエストするには、AWS Management Console にサインインし、https:// 
console.aws.amazon.com/servicequotas/ の [Service Quotas] コンソールを開きます。ナビゲーションペ
インで、[AWS services] (AWS のサービス) を選択します。ナビゲーションバーで、[US East (N. Virginia)] 
リージョンを選択します。次に、IAM を検索します。AWS Identity and Access Management (IAM) を
選択し、クォータを選択して、指示に従ってクォータの引き上げをリクエストします。詳細について
は、Service Quotas ユーザーガイドの Requesting a Quota Increase を参照してください。

Service Quotas コンソールを使用して IAM クォータの増加をリクエストする方法の例については、次のビ
デオをご覧ください。

Service Quotas コンソールを使用して IAM クォータの増加をリクエストする。

次のクォータは調整可能です。

IAM エンティティのデフォルトのクォータ

リソース デフォルトのクォータ  最大クォータ

AWS アカウント のカスタマー管
理ポリシー

1500 5000

AWS アカウント 内のグループ 300 500

AWS アカウント 内のインスタン
スプロファイルのロール

1,000 5000

IAM ロールにアタッチされた管
理ポリシー

10 20

IAM ユーザーにアタッチされた
管理ポリシー

10 20

ロールの信頼ポリシーの長さ 2048 文字 4096 文字

AWS アカウント での役割 1,000 5000

AWS アカウント に格納される
サーバー証明書

20 1,000

AWS アカウント に (割り当て
済みまたは未割り当て) の仮想 
MFA デバイス

対象アカウントのユーザクォー
タと同等

該当しない
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次のクォータの引き上げをリクエストすることはできません。

IAM エンティティのクォータ

リソース クォータ

IAM ユーザーに割り当てられるアクセスキー 2

AWS アカウントのルートユーザー に割り当てられ
たアクセスキー

2

AWS アカウント のエイリアス 1

IAM ユーザーがメンバーになれるグループ 10

グループの IAM ユーザー数 対象アカウントのユーザクォータと同等

IAM SAML プロバイダーのオブジェクトに関連付
けられる ID プロバイダー (IdP)

10

SAML プロバイダーあたりのキー数 10

IAM ユーザーのログインプロファイル 1

IAM グループにアタッチされた管理ポリシー 10

AWS アカウント ごとの OpenId Connect ID プロ
バイダー

100

IAM ユーザーのアクセス許可の境界。 1

IAM ロールのアクセス許可の境界。 1

IAM ユーザーが使用中の MFA デバイス 8

AWS アカウントのルートユーザー で使用中の 
MFA デバイス

8

インスタンスプロファイルのロール 1

AWS アカウント の SAML プロバイダー 100

IAM ユーザーに割り当てられる署名用証明書 2

IAM ユーザーに割り当てられた SSH パブリック
キー

5

カスタマー管理ポリシーにアタッチできるタグ 50

SAML ID プロバイダーにアタッチできるタグ 50

サーバー証明書にアタッチできるタグ 50

仮想 MFA デバイスにアタッチできるタグ 50

インスタンスプロファイルにアタッチできるタグ 50

IAM ロールにアタッチできるタグ 50

IAM ユーザーにアタッチできるタグ 50

OpenID 接続 (OIDC) ID プロバイダーにアタッチで
きるタグ

50
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リソース クォータ

AWS アカウント のユーザー 5000 (大量のユーザーを追加する必要がある場合
は、一時的セキュリティ認証情報 (p. 355)の使用を
検討してください)。

格納できる管理ポリシーのバージョン 5

IAM Access Analyzer のクォータ
IAM Access Analyzer クォータについては、IAM Access Analyzer Quotas を参照してください。

IAM 文字制限および STS 文字制限
IAM および AWS STS の最大文字数とサイズの制限は、次のとおりです。以下の制限の引き上げをリクエ
ストすることはできません。

説明 制限

AWS アカウント ID のエイリアス 3 ～ 63 文字

インラインポリシー (p. 427)の場合 IAM ユーザー、ロール、またはグループに必要
な数のインラインポリシーを追加できます。ただ
し、エンティティごとの総ポリシーサイズ (すべて
のインラインポリシーの合計サイズ) は以下の制限
を超えることはできません。

• ユーザーポリシーサイズは 2,048 文字を超える
ことはできません。

• ロールポリシーサイズは 10,240 文字を超えるこ
とはできません。

• グループポリシーサイズは 5,120 文字を超える
ことはできません。

Note

IAM ではこれらの制限に対するポリシー
のサイズを計算する際に空白をカウント
しません。

管理ポリシーの場合 (p. 427) • 各管理ポリシーのサイズは、6,144 文字を超える
ことはできません。

Note

IAM ではこの制限に対するポリシーのサ
イズを計算する際に空白をカウントしま
せん。

グループ名 128 文字

インスタンスプロファイル名 128 文字

ログインプロファイルのパスワード 1 〜 128 文字
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説明 制限

[Path] (パス) 512 文字

ポリシー名 128 文字

ロール名 64 文字

Important

AWS Management Console の [ロールの
切り替え] 機能でロールを使用する場合
は、Path と RoleName の合計が 64 文字
を超えることはできません。

ロールセッションの期間 12 時間

AWS CLI または API からロールを引き受ける
と、duration-seconds CLI パラメータまたは
DurationSeconds API パラメータを使用して、
より長いロールセッションをリクエストできま
す。900 秒 (15 分) からロールの最大セッション
期間設定 (1 時間～12 時間の範囲) までの値を指
定できます。DurationSeconds パラメータの
値を指定しない場合、セキュリティ認証情報は 1 
時間有効です。コンソールでロールを切り替える 
IAM ユーザーには、最大セッション期間、または
ユーザーのセッションの残り時間のいずれか短い
方が付与されます。最大セッション期間の設定で
は、AWS サービスが引き受けるセッションは制限
されません。ロールの最大値を確認する方法につ
いては、「ロールの最大セッション期間設定の表
示 (p. 280)」を参照してください。

ロールセッション名 64 文字

ロールセッションポリシー (p. 419) • 渡された JSON ポリシードキュメントと渡され
たすべてのマネージドポリシー ARN 文字の合計
サイズは、2,048 文字を超えることはできませ
ん。

• セッションを作成するときに、最大 10 個のマ
ネージドポリシー ARN を渡すことができます。

• ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一
時セッションをプログラムで作成するときに渡
すことができる JSON ポリシードキュメントは 
1 つだけです。

• また、AWS 変換では、渡されたセッショ
ンポリシーとセッションタグが、個別の制
限を持つ一括のバイナリ形式に圧縮されま
す。PackedPolicySize レスポンス要素は、リ
クエストのポリシーとタグがサイズ制限にどの
程度近づいているかをパーセントで示します。

• AWS CLI または AWS API を使用してセッショ
ンポリシーを渡すことをお勧めします。AWS 
Management Console は、パックされたポリ
シーにコンソールセッション情報を追加するこ
とがあります。
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説明 制限

ロールセッションタグ (p. 346) • セッションタグは、タグキーの制限 128 文字、
タグ値の制限 256 文字を満たす必要がありま
す。

• 最大 50 個のセッションタグを渡すことができま
す。

• AWS 変換では、渡されたセッションポリシーと
セッションタグが、個別の制限を持つひとまと
めのバイナリ形式に圧縮されます。セッション
タグは、AWS CLI または AWS API を使用して
渡すことができます。PackedPolicySize レス
ポンス要素は、リクエストのポリシーとタグが
サイズ制限にどの程度近づいているかをパーセ
ントで示します。

SAML 認証レスポンス base64 エンコード 100,000 文字

この文字制限は assume-role-with-saml CLI 
または AssumeRoleWithSAML API オペレーショ
ンに適用されます。

タグキー 128 文字

この文字制限は、IAM リソースとセッションタ
グ (p. 346)に適用されます。

タグ値 256 文字

この文字制限は、IAM リソースとセッションタ
グ (p. 346)に適用されます。

タグの値は 0 文字にすることができます。つま
り、タグの値は 0 文字にすることができます。

IAM によって作成された一意の ID 128 文字 例:。

• AIDA で始まるユーザー ID
• AGPA で始まるグループ ID
• AROA で始まるロール ID
• ANPA で始まる管理ポリシー ID
• ASCA で始まるサーバー証明書 ID

Note

これは網羅的なリストではありません。
また、特定のタイプの ID が必ずしも指定
された文字の組み合わせのみで始まると
は限りません。

[User name] (ユーザー名) 64 文字
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IAM と連携する AWS のサービス
以下に一覧表示されている AWS のサービスはAWS 製品カテゴリー別にグループ化され、サポートする 
IAM 機能に関する情報を含んでいます。

• サービス – サービスの名前を選択し、このサービスの IAM 認証とアクセスに関する AWS ドキュメント
を表示できます。

• アクション – ポリシーで個々のアクションを指定できます。サービスでこの機能がサポートされていな
い場合、[visual editor] (p. 516) (ビジュアルエディタ) で [All actions] (すべてのアクション) を選択しま
す。JSON ポリシードキュメントでは、* 要素に Action を使用する必要があります。各サービスのア
クションのリストについては、「AWS のサービスの アクション、リソース、および条件キー」を参照
してください。

• リソースレベルのアクセス許可 – ARN (p. 1124) を使用してポリシーで個々のリソースを指定できま
す。サービスでこの機能がサポートされていない場合、[policy visual editor] (p. 516) (ポリシービジュア
ルエディタ) で [All resources] (すべてのリソース) を選択します。JSON ポリシードキュメントでは、*
要素に Resource を使用する必要があります。List* アクションなど一部のアクションは、複数のリ
ソースを返すように設計されているため、ARN の指定をサポートしていません。サービスでこの機能が
あるリソースでサポートされている場合は、その旨が表の [Partial] (一部) で示されます。詳細について
は、該当するサービスのドキュメントを参照してください。

• リソースベースのポリシー – リソースベースのポリシーをサービス内のリソースにアタッチできます。
リソースベースのポリシーには、リソースにアクセスできる IAM ID を指定する Principal 要素が含ま
れます。詳細については、「アイデンティティベースおよびリソースベースのポリシー (p. 444)」を参
照してください。

• ABAC (タグに基づく承認) – タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-
name、aws:RequestTag/key-name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 
[condition element] (条件要素) でタグ情報を提供します。サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 
つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの値ははいです。サービスが一部のリソースタ
イプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、値は部分的です。タグなどの属性に基づ
くアクセス許可の定義の詳細については、「AWS の ABAC とは (p. 17)」を参照してください。ABAC 
をセットアップするステップを説明するチュートリアルについては、属性に基づくアクセスコントロー
ル (ABAC) を使用するを参照してください。

• 一時的な認証情報 – IAM Identity Center を使用してサインインするときに取得したり、コンソールで
ロールを切り替えたり、AWS CLI または AWS API の AWS STS を使用して生成するときに取得する
短期的な認証情報を使用できます。長期的な IAM ユーザー認証情報を使用している間にのみ、[No] (い
いえ) の値を使用してサービスにアクセスできます。これには、ユーザー名とパスワード、またはユー
ザーアクセスキーが含まれます。詳細については、「IAM の一時的な認証情報 (p. 355)」を参照してく
ださい。

• サービスにリンクされたロール – サービスにリンクされたロール (p. 185)は、ユーザーに代わって他の
サービスのリソースにアクセスするアクセス許可をサービスに与える特殊なタイプのサービスロールで
す。これらのロールをサポートするサービスのドキュメントを参照するには、Yes リンクを選択してく
ださい。この列は、サービスが標準のサービスロールを使用するかどうかを示しません。詳細について
は、「サービスリンクロールの使用 (p. 244)」を参照してください。

• 詳細情報 – サービスが機能を完全にサポートしていない場合は、エントリの脚注を確認して、制限およ
び関連情報へのリンクを参照できます。
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http://aws.amazon.com/products/
reference_policies_actions-resources-contextkeys.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_condition.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/tutorial_attribute-based-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/tutorial_attribute-based-access-control.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
コンピューティング

コンピューティングサービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS App Runner
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Batch
 はい 部

分的
 い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2)  はい 部

分的
 い

いえ  はい  はい 部分的⁴

Amazon EC2 Auto Scaling
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

EC2 Image Builder
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon EC2 Instance Connect
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Elastic Beanstalk
 はい 部

分的
 い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Elastic Inference
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Elastic Load Balancing
 はい 部

分的
 い

いえ
部

分的  はい  はい

AWS Lambda
 はい  はい  はい  部

分的²  はい  部分的³

Amazon Lightsail
 はい  部

分的⁴
 い

いえ
 部

分的⁴  はい  はい

AWS Outposts
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  はい

AWS ごみ箱
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Serverless 
Application Repository  はい  はい  はい  い

いえ  はい  いいえ

AWS SimSpace Weaver
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ
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https://docs.aws.amazon.com/apprunner/latest/dg/what-is-apprunner.html
https://docs.aws.amazon.com/apprunner/latest/dg/security-iam-slr.html
https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/userguide/IAM_policies.html
https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/userguide/batch-supported-iam-actions-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/userguide/batch-supported-iam-actions-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/batch/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Using_Tags.html#tag-resources
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/latest/userguide/control-access-using-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/autoscaling-service-linked-role.html
https://docs.aws.amazon.com/imagebuilder/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/imagebuilder/latest/userguide/image-builder-service-linked-role.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/AWSHowTo.iam.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/AWSHowTo.iam.policies.access-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-inference.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/load-balancer-authentication-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/elb-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/access-control-resource-based.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/attribute-based-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/attribute-based-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/lambda-edge-permissions.html#using-service-linked-roles
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/all
https://lightsail.aws.amazon.com/ls/docs/en_us/articles/amazon-lightsail-using-service-linked-roles
https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/security.html
https://docs.aws.amazon.com/outposts/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/recyclebin/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/serverlessrepo/latest/devguide/serverlessrepo-auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/serverlessrepo/latest/devguide/serverlessrepo-auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/simspaceweaver/latest/userguide/


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
コンテナ

¹ Amazon EC2 サービスリンクロールは、スポットインスタンスリクエストやスポットフリートリクエス
ト、Amazon EC2 Fleet、および Windows インスタンス用の高速起動などの各機能のみに使用できます。

² AWS Lambda は、Lambda 関数を必要なリソースとして使用する API アクションに対応した属性ベース
のアクセス制御 (ABAC) をサポートしています。レイヤー、イベントソースマッピング、およびコード署
名設定リソースはサポートされていません。

³ AWS Lambda にはサービスにリンクされたロールはありませんが、Lambda@Edge にはあります。詳細
については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「Lambda@Edge のサービスにリンクされたロー
ル」を参照してください。

⁴ Amazon Lightsail は、リソースレベルの許可および ABAC を部分的にサポートします。詳細について
は、「Amazon Lightsail のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

コンテナサービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS App2Container
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS App Runner
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Elastic Container 
Registry (Amazon ECR)  はい  はい  はい  はい  はい  はい

Amazon Elastic Container 
Registry パブリック 

(Amazon ECR パブリック)
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS)  はい 部

分的¹
 い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Elastic Kubernetes 
Service (Amazon EKS)  はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

¹ 一部の Amazon ECS アクションのみが、リソースレベルのアクセス許可をサポートします。

ストレージサービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS Backup  はい  はい  はい  はい  はい  はい
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https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-requests.html#service-linked-roles-spot-instance-requests
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-fleet-requests.html#service-linked-roles-spot-fleet-requests
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/spot-fleet-requests.html#service-linked-roles-spot-fleet-requests
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/manage-ec2-fleet.html#ec2-fleet-service-linked-role
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/windows-ami-version-history.html#win-ami-config-fast-launch
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/lambda-edge-permissions.html#using-service-linked-roles
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/lambda-edge-permissions.html#using-service-linked-roles
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_amazonlightsail.html
https://docs.aws.amazon.com/app2container/latest/UserGuide/what-is-a2c.html
https://docs.aws.amazon.com/apprunner/latest/dg/what-is-apprunner.html
https://docs.aws.amazon.com/apprunner/latest/dg/security-iam-slr.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/public/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/public/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/public/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/IAM_policies.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/IAM_policies.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/security_iam_service-with-iam.html#ecs-supported-iam-actions-resources
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/security-considerations.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/using-service-linked-roles.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ストレージ

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS Backup ゲートウェイ
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Backup ストレージ
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS)  はい 部

分的
 い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Elastic Disaster Recovery
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Elastic File 
System (Amazon EFS)  はい  はい  はい  部

分的  はい  はい

Amazon FSx
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Import/Export
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon S3 Glacier  はい  はい  はい  はい  はい  いいえ

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3)  はい  はい  はい  部

分的¹  はい  部分的²

AWS Outposts での Amazon 
Simple Storage Service 

(Amazon S3)  (Amazon S3)
 はい  はい  はい  い

いえ  はい  いいえ

Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) 
オブジェクト Lambda

 はい  はい  い
いえ

 い
いえ  はい  いいえ

AWS Snow Device Management
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Snowball
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Snowball Edge
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Storage Gateway
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

¹ Amazon S3 はオブジェクトリソースに対してのみタグベースの認証をサポートしています。
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https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/security-considerations.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AmazonEBS.html
https://docs.aws.amazon.com/drs/latest/userguide/index.html
https://docs.aws.amazon.com/drs/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/using-tags-efs.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/using-tags-efs.html
https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/index.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSImportExport/latest/DG/using-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonglacier/latest/dev/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/access-control-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/access-control-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/object-tagging.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/object-tagging.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/S3onOutposts.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/S3onOutposts.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/S3onOutposts.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/snowcone-guide/aws-sdm.html
https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/ug/auth-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/developer-guide/authentication-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/UsingIAMWithStorageGateway.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
データベース

² Amazon S3 では、Amazon S3 Storage Lens でのサービスにリンクされたロールがサポートされていま
す。

データベースサービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Database Query Metadata Service
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon DocumentDB 
Elastic Clusters  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon DynamoDB
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon DynamoDB 
Accelerator (DAX)  はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  はい

Amazon ElastiCache
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Keyspaces 
(Apache Cassandra 向け)  はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon MediaIMPort
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  いいえ

Amazon MemoryDB for Redis
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Neptune
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  はい

AWS Performance Insights
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Quantum Ledger 
Database (Amazon QLDB)  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Redshift
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Redshift Data API
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Redshift Serverless  はい  はい  はい  はい  はい  いいえ

「Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS)¹」  はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい
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https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/dbqms-api.html
https://docs.aws.amazon.com/documentdb/latest/developerguide/security.IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/documentdb/latest/developerguide/security.IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/UsingIAMWithDDB.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/DAX.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/DAX.html
https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/UserGuide/IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/red-ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/keyspaces/latest/devguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/custom-setup-orcl.html#custom-setup-orcl.iam-user
https://docs.aws.amazon.com/memorydb/index.html
https://docs.aws.amazon.com/MemoryDB/latest/devguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/neptune/latest/userguide/intro.html
https://docs.aws.amazon.com/neptune/latest/userguide/security-iam-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_PerfInsights.access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/qldb/latest/developerguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/redshift-iam-authentication-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/redshift-iam-authentication-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-serverless.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/UsingWithRDS.IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/UsingWithRDS.IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/UsingWithRDS.IAM.ServiceLinkedRoles.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
デベロッパーツール

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon RDS Data API
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon RDS IAM 認証
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon SimpleDB
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS SQL Workbench
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Timestream
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

¹ Amazon Aurora はフルマネージド型のリレーショナルデータベースエンジンで、MySQL および 
PostgreSQL と互換性があります。Amazon RDS を通じて新しいデータベースサーバーをセットアップす
る際には、DB エンジンのオプションで Aurora MySQL or Aurora PostgreSQL を選択できます。詳細につ
いては、「Amazon Aurora ユーザーガイド」の「Amazon Aurora でのアイデンティティとアクセス管理」
を参照してください。

デベロッパー用ツールサービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS Cloud9  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS クラウド Control API
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS CloudShell
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS CodeArtifact  はい  はい  はい  はい  はい  いいえ

AWS CodeBuild
 はい  はい  はい¹  部

分的²  はい  いいえ

Amazon CodeCatalyst
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS CodeCommit
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

1142

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/UsingWithRDS.IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/UsingWithRDS.IAMDBAuth.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonSimpleDB/latest/DeveloperGuide/UsingIAMWithSDB.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/connecting-using-workbench.html
https://docs.aws.amazon.com/timestream/latest/developerguide/what-is-timestream.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/UsingWithRDS.IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/cloud9/latest/user-guide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/cloudcontrolapi/latest/userguide/what-is-cloudcontrolapi.html
https://docs.aws.amazon.com/cloudshell/latest/userguide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/codeartifact/latest/ug/auth-and-access-control-iam-identity-based-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/codeartifact/latest/ug/repo-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/codebuild/latest/userguide/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/codecatalyst/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/userguide/auth-and-access-control.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
デベロッパーツール

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS CodeDeploy
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS CodeDeploy セキュ
アホストコマンドサービス  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS CodePipeline
 はい 部

分的
 い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS CodeStar
 はい 部

分的
 い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS CodeStar 接続
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS CodeStar 通知
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon CodeWhisperer
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Fault Injection Simulator
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Microservice 
Extractor for .NET  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS X-Ray
 はい  部

分的³
 い

いえ
 部

分的⁴  はい  いいえ

¹ CodeBuild は、AWS RAM を使用してアカウント間のリソース共有をサポートします。

² CodeBuild は、プロジェクトベースのアクションのABAC をサポートします。

³ X-Ray は、すべてのアクションにおけるリソースレベルのアクセス許可をサポートしているわけではあ
りません。

⁴ X-Ray は、グループおよびサンプリングルールのタグベースのアクセスコントロールをサポートしてい
ます。
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https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/access-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/vpc-endpoints.html#vpc-codedeploy-agent-configuration
https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/userguide/vpc-endpoints.html#vpc-codedeploy-agent-configuration
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/access-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/codestar/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/userguide/connections-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/codestar-notifications/latest/userguide/security.html
https://docs.aws.amazon.com/codestar-notifications/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/codewhisperer/latest/userguide/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/codewhisperer/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/fis/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/fis/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/microservice-extractor/latest/userguide/what-is-microservice-extractor.html
https://docs.aws.amazon.com/microservice-extractor/latest/userguide/what-is-microservice-extractor.html
https://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/xray-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/security_iam_id-based-policy-examples.html#xray-permissions-resources)
https://docs.aws.amazon.com/xray/latest/devguide/security_iam_id-based-policy-examples.html#xray-permissions-resources)


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス

セキュリティ、アイデンティティ、およびコンプライ
アンスサービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS Artifact
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Audit Manager
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Cloud Directory
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon CodeGuru セキュリティ
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Cognito
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Cognito Sync
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  はい

Amazon Cognito ユーザープール
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Detective
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Directory Service
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Firewall Manager
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  部分的

Amazon GuardDuty
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

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

 はい  はい  い
いえ  はい  はい  はい

IAM Identity Center Directory
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

IAM Identity Center Identity Store
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ
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https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/clouddirectory/latest/developerguide/what_is_cloud_directory.html
https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/user/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-sync.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-identity-pools.html
https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/detective/latest/adminguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/iam_policy.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/fms-auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/fms-using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/what-is-guardduty.html
https://docs.aws.amazon.com/guardduty/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/iam-auth-access.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/iam-auth-access.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/iam-auth-access.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/iam-auth-access.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/iam-auth-access.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
セキュリティ、アイデンティティ、コンプライアンス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS Identity Store Auth
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Identity and Access 
Management (IAM)  はい  はい  部

分的¹

 部
分的

² (p. 455)

 部
分的³  いいえ

AWS Identity and Access 
Management Access Analyzer  はい  はい  い

いえ  はい  はい 部分的

AWS Identity and Access 
Management Roles Anywhere  はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Identity Sync
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Inspector
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Inspector Classic
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  はい

Amazon Macie
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Network Firewall
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Resource Access 
Manager (AWS RAM)  はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Secrets Manager  はい  はい  はい  はい  はい  いいえ

AWS セキュリティハブ
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Security Lake
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  はい

AWS Security Token 
Service (AWS STS)  はい  部

分的⁴
 い

いえ  はい  部
分的⁵  いいえ

AWS Shield
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS WAF
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい
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https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_permissions-required.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_permissions-required.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access-analyzer-access.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access-analyzer-access.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access-analyzer-using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/rolesanywhere/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/rolesanywhere/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/rolesanywhere/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/userguide/inspector_introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/user/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/userguide/inspector_introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/inspector/latest/userguide/inspector_slr.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/identity-access-management.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/network-firewall/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/control-access.html
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/control-access.html
https://docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/security-iam-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/auth-and-access.html
https://docs.aws.amazon.com/secretsmanager/latest/userguide/auth-and-access_resource-based-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-settingup.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/security-lake/latest/userguide/what-is-security-lake.html
https://docs.aws.amazon.com/security-lake/latest/userguide/service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/UsingSTS/TokenPermissions.html
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/UsingSTS/TokenPermissions.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/shd-auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/shd-using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/waf-auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
暗号化と PKI

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS WAF Classic
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS WAF リージョン別
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

¹ IAM では、ロールの信頼ポリシーと呼ばれるリソースベースのポリシーのタイプを 1 つのみサポートし
ています。このタイプは、IAM ロールにアタッチされます。詳細については、「ロールを切り替えるアク
セス許可をユーザーに付与する (p. 281)」を参照してください。

² IAM は、ほとんどの IAM リソースでタグベースのアクセス制御をサポートしています。詳細について
は、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照してください。

² 一時的な認証情報では、IAM の一部の API アクションのみ呼び出すことができます。詳細については、
「API オプションの比較」を参照してください。

⁴ AWS STS には「リソース」はありませんが、ユーザーと同じようにアクセスを制限することができま
す。詳細については、「一時的セキュリティ認証情報のアクセスを名前で拒否する」を参照してくださ
い。

⁵ 一時的な認証情報を使用した呼び出しは、AWS STS の一部の API オペレーションでのみサポートされて
います。詳細については、「API オプションの比較」を参照してください。

暗号化および PKI サービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS Certificate Manager (ACM)
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Private Certificate 
Authority (AWS Private CA)  はい  はい  はい  はい  はい  いいえ

AWS CloudHSM
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Key Management 
Service (AWS KMS)  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS Signer  はい  はい  はい  はい  はい  いいえ
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https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/classic-waf-auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/classic-using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/classic-waf-auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/classic-using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_request.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_control-access_disable-perms.html#denying-access-to-credentials-by-name
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_request.html
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/authen-toplevel.html
https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/acm-slr.html
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/auth-toplevel.html
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/auth-toplevel.html
https://docs.aws.amazon.com/privateca/latest/userguide/pca-rbp.html
https://docs.aws.amazon.com/cloudhsm/latest/userguide/prerequisites.html#permissions-for-cloudhsm
https://docs.aws.amazon.com/cloudhsm/latest/userguide/service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/control-access.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/control-access.html
https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/signer/latest/developerguide/Welcome.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
Machine Learning

機械学習サービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS BugBust
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon CodeGuru Profiler
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon CodeGuru Reviewer
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Comprehend
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Comprehend Medical
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS DeepComposer
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS DeepLens
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS DeepRacer
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon DevOps Guru
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  はい

Amazon Forecast
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Fraud Detector
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Ground Truth のラベル付け
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon HealthLake
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Kendra
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Kendra インテ
リジェントランキング  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ
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https://docs.aws.amazon.com/codeguru/latest/bugbust-ug/what-is-bughunt.html
https://docs.aws.amazon.com/codeguru/latest/bugbust-ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/codeguru/latest/profiler-ug/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/codeguru/latest/profiler-ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/codeguru/latest/reviewer-ug/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/codeguru/latest/reviewer-ug/auth-and-access-control-iam-identity-based-access-control.html#managed-policy-for-codecommit-and-codestar-connections
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/comprehend-med.html
https://docs.aws.amazon.com/deepcomposer/latest/devguide/what-it-is.html
https://docs.aws.amazon.com/deeplens/latest/dg/what-is-deeplens.html
https://docs.aws.amazon.com/deepracer/latest/developerguide/deepracer-security.html
https://docs.aws.amazon.com/deepracer/latest/developerguide/deepracer-understand-required-permissions-and-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/devops-guru/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/devops-guru/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/forecast/latest/dg/authentication-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/frauddetector/latest/ug/set-up.html#set-up-iam-admin
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/sms.html
https://docs.aws.amazon.com/healthlake/latest/devguide/what-is-amazon-health-lake.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/intelligent-rerank.html
https://docs.aws.amazon.com/kendra/latest/dg/intelligent-rerank.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
Machine Learning

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon Lex
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Lex V2  はい  はい  はい  はい  はい  はい

Amazon Lookout for Equipment
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Lookout for Metrics
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Lookout for Vision
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Machine Learning
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Monitron
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Omics
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Panorama
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Personalize
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Polly
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Rekognition
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon SageMaker
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  部分的¹

Amazon SageMaker 地理空間機能
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon SageMaker 
Ground Truth Synthetic  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Textract
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Transcribe
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ
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https://docs.aws.amazon.com/lex/latest/dg/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/lex/latest/dg/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/lexv2/latest/dg/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/lexv2/latest/dg/security_iam_service-with-iam.html#security_iam_service-with-iam-resource-based-policies
https://docs.aws.amazon.com/lexv2/latest/dg/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-equipment/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/lookoutmetrics/latest/dev/lookoutmetrics-welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/lookout-for-vision/latest/developer-guide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/machine-learning/latest/dg/reference.html#controlling-access-to-amazon-ml-resources-by-using-iam
https://docs.aws.amazon.com/Monitron/latest/admin-guide/admin_what-is-monitron.html
https://docs.aws.amazon.com/Monitron/latest/admin-guide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/omics/latest/dev/what-is-service.html
https://docs.aws.amazon.com/panorama/latest/dev/panorama-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/panorama/latest/dev/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/personalize/latest/dg/authentication-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/polly/latest/dg/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/geospatial.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/gts.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/gts.html
https://docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/
https://docs.aws.amazon.com/transcribe/latest/dg/auth-and-access-control.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
マネジメントとガバナンス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon Translate
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

¹ サービスにリンクされたロールは、現在 SageMaker Studio および SageMaker トレーニングジョブで使
用できます。

管理とガバナンスサービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS Account Management
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Application Auto Scaling
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS AppConfig
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Auto Scaling
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  はい

AWS Chatbot
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  はい

AWS CloudFormation
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS CloudTrail
 はい  はい  部

分的¹  はい  はい  はい

AWS CloudTrailデータ
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon CloudWatch
 はい  はい  い

いえ  はい  はい 部分的²

Amazon CloudWatch 
Application Insights  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon CloudWatch Evidently
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ
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https://docs.aws.amazon.com/translate/latest/dg/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/accounts/latest/reference/
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/application/userguide/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/application/userguide/application-auto-scaling-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/appconfig-getting-started-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/plans/userguide/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/plans/userguide/aws-auto-scaling-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/chatbot/latest/adminguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/chatbot/latest/adminguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/using-iam-template.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/security_iam_resource-based-policy-examples.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/security_iam_resource-based-policy-examples.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/DeveloperGuide/UsingIAM.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/appinsights-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/appinsights-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Evidently.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
マネジメントとガバナンス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon CloudWatch 
Internet Monitor  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon CloudWatch Logs
 はい  はい  はい  部

分的  はい  はい

Amazon CloudWatch 
Observability Access Manager  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS CloudWatch RUM
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon CloudWatch Synthetics
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Compute Optimizer
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  はい

AWS Config
 はい 部

分的⁴
 い

いえ  はい  はい  はい

AWS Console Mobile Application
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Control Tower
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Data Lifecycle Manager
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Health API と通知
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Launch Wizard
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS License Manager
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS License Manager Linux サ
ブスクリプションマネージャー  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS License Manager ユー
ザーサブスクリプション  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  はい

Amazon Managed Grafana
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/auth-and-access-control-cw.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/auth-and-access-control-cw.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/auth-and-access-control-cwl.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/iam-identity-based-access-control-cwl.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/iam-identity-based-access-control-cwl.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/using-service-linked-roles-cwl.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Unified-Cross-Account.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Unified-Cross-Account.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-RUM.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch_Synthetics_Canaries.html
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/recommended-iam-permissions-using-aws-config-console-cli.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/consolemobileapp/latest/userguide/permissions-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/snapshot-lifecycle.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/controlling-access.html
https://docs.aws.amazon.com/launchwizard/latest/userguide/launch-wizard-security.html#identity-access-management
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/identity-access-management.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/license-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/license-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/license-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/license-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/userguide/user-based-subscription-role.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/index.html
https://docs.aws.amazon.com/grafana/latest/userguide/using-service-linked-roles.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
マネジメントとガバナンス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon Managed 
Service for Prometheus  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Message Delivery Service
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS OpsWorks
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS OpsWorks 設定管理
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Organizations
 はい  はい  い

いえ  はい  い
いえ  はい

AWS Proton
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Resilience Hub
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Resource Explorer
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Resource Groups
 はい  はい  い

いえ  はい  部
分的⁴  いいえ

AWS Resource 
Groups Tagging API  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon RHEL ナ
レッジベースポータル  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Service Catalog
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Service Quotas
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Session Manager 
Message Gateway Service  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Systems Manager
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Systems Manager for SAP
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ
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https://docs.aws.amazon.com/prometheus/latest/userguide/what-is-Amazon-Managed-Service-Prometheus.html
https://docs.aws.amazon.com/prometheus/latest/userguide/what-is-Amazon-Managed-Service-Prometheus.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/execute-remote-commands.html
https://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/opsworks-security-users.html
https://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/security-iam-opscm.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_permissions_overview.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_integrate_services.html#orgs_integrate_services-using_slrs
https://docs.aws.amazon.com/proton/latest/adminguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/proton/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/resilience-hub/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/resource-explorer/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/gettingstarted-prereqs.html#rg-permissions
https://docs.aws.amazon.com/resourcegroupstagging/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/resourcegroupstagging/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/fleet-rhel.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/fleet-rhel.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/controlling_access.html#slr-appregistry
https://docs.aws.amazon.com/servicequotas/latest/userguide/identity-access-management.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/session-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/index.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
マネジメントとガバナンス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS Systems 
Manager GUI Connect  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Systems Manager 
Incident Manager  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS Systems Manager 
Incident Manager お問い合わせ  はい  はい  はい  い

いえ  はい  いいえ

タグエディタ
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS 通信ネットワークビルダー
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Trusted Advisor  部
分的⁵  はい  い

いえ
 い

いえ
部

分的  はい

AWSユーザー通知
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWSユーザー通知連絡先
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Well-Architected Tool
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

¹ AWS CloudTrail は、「AWS の外部にあるイベントソースと CloudTrail Lake との統合」に使用される 
CloudTrail チャネルに関するリソースベースのポリシーをサポートしています。

² Amazon CloudWatch サービスにリンクされたロールは AWS Management Console を使用して作成する
ことはできず、「アラームアクション」機能のみをサポートします。

³ AWS Config は、マルチアカウント、マルチリージョンのデータ集約、および AWS Config ルールについ
て、リソースレベルのアクセス許可をサポートしています。サポートされているリソースのリストについ
ては、「AWS Config API ガイド」の [Multi-Account Multi-Region Data Aggregation] (マルチアカウント マ
ルチリージョンのデータ集約) セクションおよび [AWS Config Rules] ( ルール) セクションを参照してくだ
さい。

⁴ ユーザーは、AWS Resource Groups オペレーションを許可するポリシーが関連付けられたロールを引き
受けることができます。

⁵ API から Trusted Advisor へのアクセスは AWS Support API を介して行われ、AWS Support IAM ポリ
シーによって制御されます。
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https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/fleet-rdp.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/fleet-rdp.html
https://docs.aws.amazon.com/incident-manager/latest/userguide/what-is-incident-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/incident-manager/latest/userguide/what-is-incident-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/incident-manager/latest/userguide/security_iam_resource-based-policy-examples.html
https://docs.aws.amazon.com/incident-manager/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/incident-manager/latest/userguide/contacts.html
https://docs.aws.amazon.com/incident-manager/latest/userguide/contacts.html
https://docs.aws.amazon.com/incident-manager/latest/userguide/security_iam_resource-based-policy-examples.html
https://docs.aws.amazon.com/ARG/latest/userguide/supported-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/tnb/latest/ug/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/using-service-linked-roles-ta.html
https://docs.aws.amazon.com/notifications/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/notifications/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/notifications/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/userguide/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/query-event-data-store-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/UsingAlarmActions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/APIReference/Welcome.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
移行と転送

移行と転送のサービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS Application Discovery Service
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  はい

AWS Application 
Discovery Arsenal  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Application Migration Service
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Connector Service
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Transfer Family
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Database Migration Service
 はい  はい  い

いえ¹  はい  はい  はい

AWS DataSync
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Mainframe Modernization
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Migration Hub
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  はい

AWS Migration Hub Orchestrator
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Migration Hub 
Refactor Spaces  はい  はい  はい  はい  はい  はい

AWS Migration Hub 
Strategy Recommendations  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  はい

¹ サポートされているターゲットエンドポイントに移行されるデータを AWS KMS 暗号化するために作成
した 暗号化キーにアタッチされているポリシーを作成および変更できます。サポートされているターゲッ
トエンドポイントには Amazon Redshift や Amazon S3 があります。詳細については、AWS KMS ユー
ザーガイドの「Amazon Redshiftターゲットデータを暗号化するための AWS KMS キーの作成と使用」お
よび「Amazon S3ターゲットオブジェクトを暗号化するための AWS Database Migration Service キーの作
成」を参照してください。
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https://docs.aws.amazon.com/application-discovery/latest/userguide/what-is-appdiscovery.html
https://docs.aws.amazon.com/application-discovery/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/application-discovery/latest/userguide/what-is-appdiscovery.html
https://docs.aws.amazon.com/application-discovery/latest/userguide/what-is-appdiscovery.html
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/what-is-application-migration-service.html
https://docs.aws.amazon.com/mgn/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/server-migration-service/latest/userguide/SMS_setup.html
https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Security.IAMPermissions.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/iam.html
https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/m2/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/m2/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub/latest/ug/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub-orchestrator/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub-refactor-spaces/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub-refactor-spaces/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub-refactor-spaces/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub-strategy/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub-strategy/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/migrationhub-strategy/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.Redshift.html#CHAP_Target.Redshift.KMSKeys
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.Redshift.html#CHAP_Target.Redshift.KMSKeys
https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Target.S3.html#CHAP_Target.S3.KMSKeys


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
モバイル

モバイルサービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS Amplify
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Amplify Admin
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Amplify UI Builder
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS AppSync
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Device Farm
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Location Service
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

ネットワーキングとコンテンツ配信サービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon API Gateway
 はい  はい  はい  い

いえ  はい  はい

Amazon API Gateway 
Management  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon API Gateway 
Management V2  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS App Mesh
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS App Mesh プレビュー
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  はい

AWS Client VPN
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  はい
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https://docs.aws.amazon.com/amplify/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/amplify-admin-ui/latest/APIReference/what-is-admin-ui.html
https://docs.aws.amazon.com/amplify/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/appsync/latest/devguide/security-authorization-use-cases.html
https://docs.aws.amazon.com/devicefarm/latest/developerguide/permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/devicefarm/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/location/latest/developerguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/app-mesh/latest/userguide/IAM_policies.html
https://docs.aws.amazon.com/app-mesh/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/app-mesh/latest/userguide/what-is-app-mesh.html
https://docs.aws.amazon.com/app-mesh/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/cvpn-authentication.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/clientvpn-admin/using-service-linked-roles.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ネットワーキングとコンテンツ配信

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon CloudFront
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  部分的¹

AWS Cloud Map
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Direct Connect
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Global Accelerator
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Network Manager
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい²

AWS プライベート 5G
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Route 53
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Route 53 Application 
Recovery Controller - ゾーンシフト  はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Route 53 ドメイン
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  いいえ

Amazon Route53 
Recovery クラスター  はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Route 53 
Recovery Control Config  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Route 53 
Recovery 準備状況  はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Route 53 Resolver
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Site-to-Site VPN
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  はい

AWS Tiros API 
(Reachability Analyzer 用)  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  いいえ

Amazon Virtual Private 
Cloud (Amazon VPC)  はい 部

分的⁴
 部

分的⁴  はい  はい  部分的⁵
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/lambda-edge-permissions.html#using-service-linked-roles
https://docs.aws.amazon.com/cloud-map/latest/dg/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/using_iam.html
https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/using_tags.html
https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/nm-security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/nm-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/private-networks/latest/userguide/how-private-5g-works.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/arc-zonal-shift.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/arc-zonal-shift.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/what-is-route53-recovery.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/what-is-route53-recovery.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/what-is-route53-recovery.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/what-is-route53-recovery.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/what-is-route53-recovery.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/what-is-route53-recovery.html
https://docs.aws.amazon.com/r53recovery/latest/dg/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/vpn-authentication-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/vpn-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/reachability/security_iam_required-API-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/reachability/security_iam_required-API-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_IAM.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/service-linked-roles.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
メディア

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon Amazon VPC Lattice
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon VPC Lattice サービス
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

¹ Amazon CloudFront にはサービスにリンクされたロールはありませんが、Lambda@Edge にはありま
す。詳細については、Amazon CloudFront デベロッパーガイドの「Lambda@Edge のサービスにリンクさ
れたロール」を参照してください。

² AWS Cloud WAN は、サービスにリンクされたロールもサポートします。詳細については、Amazon 
VPC AWS Cloud WAN ガイドのAWS Cloud WAN のサービスにリンクされたロールを参照してください。

³ IAM ユーザーポリシーでは、特定の Amazon VPC エンドポイントへのアクセス許可を制限す
ることはできません。Action または ec2:*VpcEndpoint* API アクションを含むいずれの
ec2:DescribePrefixLists 要素にも、""Resource": "*"" を指定する必要があります。詳細につ
いては、「AWS PrivateLink ガイド」の「VPC エンドポイントおよび VPC エンドポイントサービスの 
Identity and Access Management」を参照してください。

⁴ Amazon VPC では、VPC エンドポイントへの単一リソースポリシーのアタッチがサポートされており、
そのエンドポイント経由でアクセスできるコンテンツを制限できます。リソースベースのポリシーを使
用して、特定の Amazon VPC エンドポイントからリソースへのアクセスを管理する方法の詳細について
は、AWS PrivateLink ユーザーガイドの「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御する」を参
照してください。

⁵ Amazon VPC にはサービスにリンクされたロールはありませんが、AWS Transit Gateway にはありま
す。詳細については、Amazon VPC AWS Transit Gateway ガイドの転送ゲートウェイのサービスにリンク
されたロールの使用を参照してください。

メディアサービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon Elastic Transcoder
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Elemental アプラ
イアンスとソフトウェア  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWSElemental Appliances と 
Software Activation Service  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Elemental MediaConnect
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  はい
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https://docs.aws.amazon.com/vpc-lattice/latest/ug/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc-lattice/latest/ug/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/lambda-edge-permissions.html#using-service-linked-roles
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/lambda-edge-permissions.html#using-service-linked-roles
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/cloudwan/cwan-using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpc-endpoints-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpc-endpoints-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpc-endpoints-access.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/elastictranscoder/latest/developerguide/security.html
https://docs.aws.amazon.com/elemental-appliances-software/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/elemental-appliances-software/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/elemental-appliances-software/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/elemental-appliances-software/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/mediaconnect/latest/ug/security.html
https://docs.aws.amazon.com/mediaconnect/latest/ug/using-service-linked-roles.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
メディア

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS Elemental MediaConvert
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Elemental MediaLive
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Elemental MediaPackage
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  部分的¹

AWS Elemental 
MediaPackage VOD  はい  はい  い

いえ  はい  はい  部分的¹

AWS Elemental MediaStore  はい  はい  はい  はい  はい  いいえ

AWS Elemental MediaTailor
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS Elemental のサポートケース
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Elemental の
サポートコンテンツ  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Interactive Video Service
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Interactive 
Video Service Chat  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Kinesis Video Streams
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Nimble Studio
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

¹ MediaPackage は、カスタマーアクセスログを CloudWatch に公開するためにサービスにリンクされた
ロールをサポートしますが、他の API アクションではサポートしていません。
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https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/mediaconvert/latest/ug/example-policies.html#example-policy-tag-based-access-control-using-resource-tags
https://docs.aws.amazon.com/medialive/latest/ug/setting-up-for-production.html
https://docs.aws.amazon.com/mediapackage/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/mediapackage/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/mediapackage/latest/ug/setting-up.html
https://docs.aws.amazon.com/mediapackage/latest/ug/setting-up.html
https://docs.aws.amazon.com/mediapackage/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/mediastore/latest/ug/setting-up.html
https://docs.aws.amazon.com/mediatailor/latest/ug/setting-up.html
https://docs.aws.amazon.com/mediatailor/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/elemental-appliances-software/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/elemental-appliances-software/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/elemental-appliances-software/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/ivs/latest/userguide/security.html
https://docs.aws.amazon.com/ivs/latest/userguide/security-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/ivs/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/ivs/latest/userguide/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisvideostreams/latest/dg/how-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/nimble-studio/latest/userguide/what-is-nimble-studio.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
分析

分析サービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon Athena
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS クリーンルーム
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon CloudSearch
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Data Exchange
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Data Pipeline
 はい  はい  い

いえ
部

分的  はい  いいえ

Amazon DataZone
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon DataZone Control
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon OpenSearch Service  はい  はい  はい  はい  はい  はい

Amazon OpenSearch Ingestion
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon OpenSearch Serverless
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon EMR
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon EMR on EKS
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon EMR Serverless
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon FinSpace
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon FinSpace API
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Glue
 はい  はい  はい  部

分的  はい  いいえ
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https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/security-iam-athena.html
https://docs.aws.amazon.com/clean-rooms/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/cloudsearch/latest/developerguide/configureaccess.html
https://docs.aws.amazon.com/data-exchange/latest/userguide/auth-access.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-concepts-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-resourcebased-access.html#dp-control-access-tags
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-resourcebased-access.html#dp-control-access-tags
https://docs.aws.amazon.com/datazone/latest/userguide/what-is-datazone.html
https://docs.aws.amazon.com/datazone/latest/userguide/what-is-datazone.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/ac.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/slr.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/security-iam-ingestion.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/slr-osis.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/security-iam-serverless.html
https://docs.aws.amazon.com/opensearch-service/latest/developerguide/serverless-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/emr-plan-access-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/ManagementGuide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/EMR-on-EKS-DevelopmentGuide/emr-eks.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/EMR-on-EKS-DevelopmentGuide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/EMR-Serverless-UserGuide/
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/EMR-Serverless-UserGuide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/finspace/latest/userguide/finspace-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/finspace/latest/userguide/temporary-credentials.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/authentication-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/monitor-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/monitor-tags.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
アプリケーション統合

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS Glue DataBrew
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Kinesis Data Analytics
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Kinesis Data Analytics V2
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Kinesis Data Firehose
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Kinesis Data Streams
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Lake Formation
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  はい

Amazon Managed Streaming 
for Apache Kafka (MSK)  はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Managed 
Streaming for Kafka Connect  はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  はい

Amazon MSK クラスター
用の Apache Kafka API  はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Managed 
Workflows for Apache Airflow  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon QuickSight
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

アプリケーション統合サービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon AppFlow
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon EventBridge  はい  はい  はい  はい  はい  いいえ
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https://docs.aws.amazon.com/databrew/latest/dg/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisanalytics/latest/dev/authentication-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/kinesisanalytics/latest/apiv2/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/firehose/latest/dev/controlling-access.html
https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/controlling-access.html
https://docs.aws.amazon.com/lake-formation/latest/dg/security-data-access.html
https://docs.aws.amazon.com/lake-formation/latest/dg/service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/msk/latest/developerguide/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/msk/latest/developerguide/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/msk/latest/developerguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/msk/latest/developerguide/msk-connect.html
https://docs.aws.amazon.com/msk/latest/developerguide/msk-connect.html
https://docs.aws.amazon.com/msk/latest/developerguide/mkc-using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/msk/latest/developerguide/iam-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/msk/latest/developerguide/iam-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/userguide/what-is-mwaa.html
https://docs.aws.amazon.com/mwaa/latest/userguide/what-is-mwaa.html
https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/managing-access.html
https://docs.aws.amazon.com/appflow/latest/userguide/identity-access-management.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/auth-and-access-control-eventbridge.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/resource-based-policies-schemas.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ビジネスアプリケーション

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon EventBridge パイプ
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon EventBridge スケジューラ
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon EventBridge スキーマ  はい  はい  はい  はい  はい  いいえ

Amazon MQ
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS)  はい  はい  はい  はい  はい  いいえ

Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS)  はい  はい  はい  はい  はい  いいえ

AWS Step Functions
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Simple Workflow 
Service (Amazon SWF)  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

ビジネスアプリケーションサービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Alexa for Business
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Chime
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Honeycode
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS サプライチェーン
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon WorkMail
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい
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https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-pipes.html
https://docs.aws.amazon.com/scheduler/latest/UserGuide/what-is-scheduler.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/auth-and-access-control-eventbridge.html
https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/resource-based-policies-schemas.html
https://docs.aws.amazon.com/amazon-mq/latest/developer-guide/amazon-mq-security.html
https://docs.aws.amazon.com/amazon-mq/latest/developer-guide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/UsingIAMwithSNS.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/UsingIAMwithSNS.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/UsingIAM.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/UsingIAM.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-abac.html
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/security.html
https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/tag-based-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/developerguide/swf-dev-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/developerguide/swf-dev-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/a4b/latest/ag/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/chime/latest/ag/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/chime/latest/ag/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/honeycode/latest/UserGuide/getting-started-authorization.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-supply-chain/latest/adminguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/adminguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/adminguide/using-service-linked-roles.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
Satellite

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon WorkMail Message Flow
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

人工衛星サービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS Ground Station
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

IoT サービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

FreeRTOS
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS IoT
 はい  はい 部

分的⁴  はい  はい  いいえ

AWS IoT 1-Click
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS IoT Analytics
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS IoT Core Device Advisor
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS IoT Device Tester
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS IoT Events
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ
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https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/adminguide/lambda-content.html
https://docs.aws.amazon.com/ground-station/latest/ug/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/ground-station/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/freertos/latest/userguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-security-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/policy-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/action-resources.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/tagging-iot-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/iot-1-click/latest/developerguide/what-is-1click.html
https://docs.aws.amazon.com/iotanalytics/latest/userguide/security.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/device-advisor.html
https://docs.aws.amazon.com/freertos/latest/userguide/dev-tester-prereqs.html
https://docs.aws.amazon.com/iotevents/latest/developerguide/security-iam.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ロボット工学

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Fleet Hub for AWS IoT 
Device Management  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS IoT FleetWise
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS IoT Greengrass
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS IoT Greengrass V2
 はい  はい  い

いえ
部

分的  はい  いいえ

AWS IoT Jobs DataPlane
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS IoT RoboRunner
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS IoT SiteWise
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

AWS IoT TwinMaker
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS IoT Wireless
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

¹AWS IoT に接続されたデバイスは、X.509 証明書あるいは Amazon Cognito ID を使用して認証されま
す。X.509 証明書または Amazon Cognito ID に AWS IoT ポリシーをアタッチして、この操作が許可され
るデバイスを管理できます。詳細については、AWS IoT 開発者ガイド の「AWS IoT の セキュリティと 
ID」を参照してください。

ロボット工学サービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS RoboMaker
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい
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https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/fleethubuserguide/what-is-aws-iot-monitor.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/fleethubuserguide/what-is-aws-iot-monitor.html
https://docs.aws.amazon.com/iot-fleetwise/latest/developerguide/
https://docs.aws.amazon.com/greengrass/v1/developerguide/security_iam_service-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/greengrass/v2/developerguide/what-is-iot-greengrass.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsiotgreengrassv2.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/list_awsiotgreengrassv2.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/what-is-aws-iot.html
https://docs.aws.amazon.com/iotroborunner/latest/dev/aws-iotroborunner.html
https://docs.aws.amazon.com/iot-sitewise/latest/userguide/set-up-aws-account.html
https://docs.aws.amazon.com/iot-sitewise/latest/userguide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/iot-twinmaker/latest/guide/
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/what-is-aws-iot.html
https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/iot-security-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/robomaker/latest/dg/what-is-robomaker.html
https://docs.aws.amazon.com/robomaker/latest/dg/auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/robomaker/latest/dg/using-service-linked-roles.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
量子コンピューティング

量子コンピューティングサービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon Braket
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

ブロックチェーンサービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon Managed Blockchain
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

ゲーム開発サービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon GameLift
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon GameSparks
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Customer Enablement サービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS IQ
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ
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https://docs.aws.amazon.com/braket/latest/developerguide/what-is-braket.html
https://docs.aws.amazon.com/braket/latest/developerguide/braket-slr.html
https://docs.aws.amazon.com/managed-blockchain/latest/managementguide/managed-blockchain-auth-and-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/gamelift/latest/developerguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/gamesparks/latest/dg/
https://docs.aws.amazon.com/aws-iq/latest/user-guide/security.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
カスタマーエンゲージメント

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS IQ アクセス許可
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Support
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  はい

AWS Support App in Slack
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Support プラン
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

カスタマーエンゲージメントサービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon アプリイ
ンテグレーション  はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Connect
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

Amazon Connect Cases
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Connect 
Customer Profiles  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Connect のハイボ
リュームなアウトバウンド通信  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Connect Voice ID
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Connect Wisdom
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Pinpoint
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Pinpoint 
E メールサービス  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ
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https://docs.aws.amazon.com/aws-iq/latest/experts-user-guide/working-with-permissions-requests.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/getting-started.html#accessing-support
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/using-service-linked-roles-sup.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-support-app-for-slack.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/what-is-amazon-connect.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/what-is-amazon-connect.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/appintegrations-slr.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/what-is-amazon-connect.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/connect-slr.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/cases.html
https://docs.aws.amazon.com/customerprofiles/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/customerprofiles/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/enable-high-volume-outbound-communications.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/enable-high-volume-outbound-communications.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/voice-id.html
https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/amazon-connect-wisdom.html
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/permissions-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
エンドユーザーコンピューティング

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon Pinpoint SMS 
および音声サービス  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon Pinpoint SMS 
and Voice Service v2  はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Simple Email 
Service (Amazon SES) v2  はい 部

分的⁴  はい  はい  部
分的²  いいえ

¹ ses:SendEmail または ses:SendRawEmail など、E メールの送信に関連するアクションを参照する
ポリシーステートメントでのみリソースレベルのアクセス許可を使用できます。他のアクションを参照す
るポリシーステートメントについては、Resource 要素は * のみを含めることができます。

² 一時的セキュリティ認証情報をサポートしているのは、Amazon SES API のみです。Amazon SES 
SMTP インターフェイスは、一時的なセキュリティ認証情報から派生した SMTP 認証情報をサポートして
いません。

エンドユーザーコンピューティングサービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

Amazon AppStream 2.0
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon WAM
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Wickr
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon WorkDocs
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon WorkSpaces
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon WorkSpaces 
Application Manager  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

Amazon WorkSpaces Web
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  はい

1165

https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/
https://docs.aws.amazon.com/pinpoint/latest/developerguide/
https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/appstream2/latest/developerguide/controlling-access.html
https://docs.aws.amazon.com/wam/latest/adminguide/iam.html
https://docs.aws.amazon.com/wickr/latest/adminguide/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/workdocs/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/wsp_iam.html
https://docs.aws.amazon.com/wam/latest/adminguide/iam.html
https://docs.aws.amazon.com/wam/latest/adminguide/iam.html
https://docs.aws.amazon.com/workspaces-web/latest/adminguide/
https://docs.aws.amazon.com/workspaces-web/latest/adminguide/using-service-linked-roles.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
請求情報とコスト管理

請求とコスト管理サービス

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS Application Cost 
Profiler サービス  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Billing and Cost Management
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Billing Conductor
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS CloudAssist サー
ビスの読み書き許可  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS 一括請求 (コンソ
リデーティッドビリング)  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Cost and Usage Report
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Cost Explorer
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS 無料利用枠
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS 請求サービス
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS 支払い
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS の料金表
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Purchase Orders Console
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Savings Plans
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS サステナビリティ
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS 税金設定
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ
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https://docs.aws.amazon.com/application-cost-profiler/latest/userguide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/application-cost-profiler/latest/userguide/introduction.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ControllingAccessWebsite.html
https://docs.aws.amazon.com/billingconductor/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/control-access-billing.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/control-access-billing.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html
https://docs.aws.amazon.com/cur/latest/userguide/security.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ce-what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/billing-free-tier.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/security-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/price-changes.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/manage-purchaseorders.html
https://docs.aws.amazon.com/savingsplans/latest/userguide/identity-access-management.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/what-is-ccft.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/control-access-billing.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
その他のリソース

その他のリソース

サービス [Actions]
(アク

ション)

リソー
スレ

ベルの
アクセ
ス許可

リソー
スベー
スのポ
リシー

ABAC テンポ
ラリ認
証情報

サービス
にリンクさ
れたロール

AWS アクティブ化
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Budget Service
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  いいえ

AWS Marketplace
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  はい

AWS Marketplace カタログ
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

AWS Marketplace 
Commerce Analytics  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  いいえ

AWS Marketplace Discovery
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Marketplace 管理ポータル
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Marketplace 
Metering Service  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Marketplace プライ
ベートマーケットプレイス  はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Marketplace 販売者レポート
 はい  はい  い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS Marketplace Vendor Insights
 はい  はい  い

いえ  はい  はい  いいえ

Amazon Mechanical Turk
 はい  い

いえ
 い

いえ
 い

いえ  はい  いいえ

AWS API リクエストの署名
Important

AWS SDK または AWS コマンドラインツールを使用して AWS に API リクエストを送信する場
合、これらのツールが API リクエストに署名してくれます。AWS API リクエストの送信に AWS 
SDK または AWS コマンドラインツールを使用しない場合、このドキュメントで説明されている 
AWSAPI リクエストのみに署名する必要があります。
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リクエストに署名するタイミング

AWS に API リクエストを送信ときは、誰がそれらを送信したかを AWS が特定できるように、リクエスト
に署名してください。セキュリティ上の理由から、ほとんどのリクエストは AWS セキュリティ認証情報
を使用して署名されます。

AWS のサービス は、認証されたリクエストを受け取ると、リクエストに含まれる認証情報を使用して署
名を再作成します。署名が一致すると、サービスはリクエストを処理します。それ以外の場合、リクエス
トを拒否します。

署名バージョン 4 は、AWS 署名プロトコルです。AWS は、マルチリージョン API リクエストの署名
をサポートする署名バージョン 4A という拡張機能もサポートしています。詳細については、GitHub で
「sigv4a-signing-examples」プロジェクトを参照してください。

内容
• リクエストに署名するタイミング (p. 1168)
• リクエストに署名する理由 (p. 1168)
• AWS API リクエスト署名の要素 (p. 1168)
• 署名付き AWS API リクエストを作成する (p. 1170)
• AWS API の署名済みリクエストのトラブルシューティング (p. 1173)

リクエストに署名するタイミング
AWS に API リクエストを送信するためのカスタムコードを記述するときは、リクエストに署名するため
のコードを含める必要があります。カスタムコードを書く理由には、以下のような場合が考えられます。

• AWS SDK がないプログラミング言語を使用しているためです。
• AWS にリクエストを送る方法を完全に管理する必要がある場合。

リクエストに署名する理由
署名プロセスは、次のような点でリクエストのセキュリティ確保に役立ちます。

• リクエスタの ID の確認

有効なアクセスキーを持っている人がリクエストを送る必要があります。
• 送信中のデータの保護

送信中のリクエストの改ざんを防ぐために、一部のリクエスト要素からリクエストのハッシュ (ダイ
ジェスト) を計算し、得られたハッシュ値をリクエストの一部として含めます。AWS のサービス がリク
エストを受け取ると、同じ情報を使用してハッシュを計算し、リクエストに含まれているハッシュ値と
比較します。ハッシュ値が一致しない場合、AWS はそのリクエストを拒否します。

• 潜在的なリプレイ攻撃の防止

多くの場合、リクエストは、リクエストのタイムスタンプの 5 分以内に AWS に到達する必要がありま
す。その条件を満たさない場合、AWS はリクエストを拒否します。

AWS API リクエスト署名の要素
Signature Version 4 の署名を使用する各 HTTP/HTTPS リクエストには、これらの要素を含める必要があ
ります。

[Elements] (要素)
• エンドポイント仕様 (p. 1169)
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Signature Version 4 のリクエスト要素

• アクション (p. 1169)
• アクションパラメータ (p. 1169)
• 日付 (p. 1169)
• 認証情報 (p. 1169)

エンドポイント仕様
リクエストの送信先となるエンドポイントの DNS 名を指定します。この名前には通常、サービスコード
とリージョンが含まれます。たとえば、us-east-1 リージョンの Amazon DynamoDB のエンドポイント
は dynamodb.us-east-1.amazonaws.com です。

HTTP/1.1 リクエストには、Host ヘッダーを含める必要があります。HTTP/2 リクエストの場合
は、:authority ヘッダー、または Host ヘッダーを含められます。HTTP/2 仕様にのみ準拠するに
は、:authority ヘッダーのみ使用します。すべてのサービスが HTTP/2 リクエストをサポートしている
わけではありません。

各サービスでサポートされているエンドポイントについては、「AWS 全般のリファレンス」の「サービス
エンドポイントとクォータ」を参照してください。

アクション
サービスの API アクションを指定します。たとえば、DynamoDB CreateTable アクションや Amazon 
EC2 DescribeInstances アクションなどです。

各サービスでサポートされているアクションについては、「サービス認証リファレンス」を参照してくだ
さい。

アクションパラメータ
リクエストで指定されたアクションのパラメータを指定します。各 AWS API アクションには、必須およ
びオプションのパラメータのセットがあります。API バージョンは通常、必須パラメータです。

API アクションでサポートされるパラメータについては、サービスの「API リファレンス」を参照してく
ださい。

日付
リクエストの日付と時刻を指定します。日付と時刻をリクエストに含めると、サードパーティーによるリ
クエストの傍受や再送信の防止に役立ちます。認証情報スコープで指定した日付は、リクエストの日付と
一致する必要があります。

タイムスタンプは UTC で、YYYYMMDDTHHMMSSZ の ISO 8601 形式を使用する必要があります。例え
ば、20220830T123600Z です。タイムスタンプにミリ秒を含めないでください。

date または x-amz-date ヘッダーを使用するか、x-amz-date をクエリパラメータとして含めることが
できます。x-amz-date ヘッダーが見つからない場合は、date ヘッダーを探します。

認証情報
送信する各リクエストには、次の情報を含める必要があります。AWS はこの情報を使用してリクエストの
有効性と信頼性を確保しています。

• アルゴリズム — HMAC-SHA256 ハッシュアルゴリズムで Signature Version 4 を指定する場合に AWS4-
HMAC-SHA256 を使用します。

• 認証情報 — アクセスキー ID、YYYYMMDD 形式の日付、リージョンコード、サービスコード、および
スラッシュ (/) で区切った aws4_request 終了文字列から成る文字列。リージョンコード、サービス
コード、および終了文字列には、小文字を使用する必要があります。
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AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/YYYYMMDD/region/service/aws4_request

• 署名付きヘッダー — 署名に含める HTTP ヘッダーを、セミコロン (;) で区切ります。例えば、host;x-
amz-date です。

• 署名 — 計算された署名を表す 16 進エンコードされた文字列。Algorithm パラメータで指定したアル
ゴリズムを使用して署名を計算する必要があります。

署名付き AWS API リクエストを作成する
以下は、署名付きリクエストを作成するプロセスの概要です。詳細については、「AWS SDK のサンプル
コード (p. 1173)」を参照してください。

内容
• 手順 1: 正規リクエストを作成する (p. 1170)
• 手順 2: 正規リクエストのハッシュを作成する (p. 1171)
• 手順 3: 署名文字列を作成する (p. 1171)
• 手順 4: 署名を計算する (p. 1171)
• 手順 5: リクエストヘッダーに署名を追加します。 (p. 1172)
• 一時的な認証情報 (p. 1173)
• AWS SDK のコード例 (p. 1173)

手順 1: 正規リクエストを作成する
次の文字列を改行文字で区切って連結し、正規リクエストを作成します。これにより、計算する署名と 
AWS が計算する署名が一致することが保証されます。

HTTPMethod
CanonicalUri
CanonicalQueryString
CanonicalHeaders
SignedHeaders
HashedPayload

• HTTPMethod – HTTP メソッド。
• CanonicalUri — 絶対パスコンポーネント URL の URI エンコード版 (ホストとクエリ文字列パラメー

タを開始する疑問符 (?) の間のすべて)。絶対パスが空値の場合は、フォワードスラッシュ文字 (/) を使用
します。

• CanonicalQueryString — URL でエンコードされたクエリ文字列パラメーターで、アンパサンド (&) 
で区切られています。空白文字を含むパーセントエンコードされた予約文字。名前と値を別々にエン
コードします。空のパラメータがある場合は、エンコードする前にパラメータ名に等号を追加します。
エンコード後、パラメータをキー名のアルファベット順にソートします。クエリ文字列がない場合は、
空の文字列 ("") を使用します。

• CanonicalHeader — 改行文字で区切られたリクエストヘッダー (符号付) とその値。ヘッダー名は
小文字を使用し、アルファベット順に表示する必要があります。後にはコロン (:) を指定する必要が
あります。値については、先頭または末尾のスペースをすべて削除し、連続するスペースを 1 つの
スペースに変換し、複数値ヘッダーの値をカンマで区切ります。host ヘッダー (HTTP/1.1) または
:authority ヘッダー (HTTP/2)、およびすべての x-amz-* ヘッダーを署名に含める必要があります。
署名には、content-type のような他の標準ヘッダーを指定することもできます。

• SignedHeaders — CanonicalHeaders に含めたヘッダーのリスト。セミコロン (;) で区切られてい
ます。これは、どのヘッダーが署名プロセスの一部であるかを示します。ヘッダー名には小文字を使用
し、アルファベット順に表示する必要があります。
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• HashedPayload — HTTP リクエスト本文のペイロードをハッシュ関数への入力として使用して作成さ
れた文字列。この文字列には小文字の 16 進数文字を使用します。ペイロードが空の場合、ハッシュ関
数への入力として空の文字列を使用します。

以下は、Amazon EC2 DescribeInstances API アクションを呼び出す正規リクエストの例です。

GET
/
Action=DescribeInstances&Version=2016-11-15
content-type:application/x-www-form-urlencoded; charset=utf-8
host:ec2.amazonaws.com
x-amz-date:20220830T123600Z

host;x-amz-date
payload-hash

手順 2: 正規リクエストのハッシュを作成する
ペイロードのハッシュを作成する際に使用したのと同じアルゴリズムを使用して、正規リクエストのハッ
シュ (ダイジェスト) を作成します。正規リクエストのハッシュは、小文字の 16 進数文字の文字列として
表す必要があります。

手順 3: 署名文字列を作成する
次の文字列を改行文字で区切って連結して、文字列を作成します。この文字列は改行文字で終わらせない
ようにしてください。

Algorithm
RequestDateTime
CredentialScope
HashedCanonicalRequest

• Algorithm — 正規リクエストのハッシュを作成するために使用されるアルゴリズム。SHA-256 では、
アルゴリズムは AWS4-HMAC-SHA256 です。

• RequestDateTime — 認証情報のスコープで使用される日付と時刻。
• CredentialScope — 認証情報のスコープ。これにより、生成される署名は指定されたリージョンと

サービスに制限されます。文字列の形式は YYYYMMDD/region/service/aws4_request です。
• HashedCanonicalRequest — 正規リクエストのハッシュ。

以下は署名する文字列の例です。

AWS4-HMAC-SHA256
20220830T123600Z
20220830/us-east-1/ec2/aws4_request
canonical-request-hash

手順 4: 署名を計算する
署名する文字列を作成すると、リクエストに追加する認証情報の署名を計算する準備が整います。各ス
テップで、必要なキーとデータを使用してハッシュ関数を呼び出します。

hash(key, data)
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ハッシュ関数を呼び出すたびに、その結果はハッシュ関数への次の呼び出しの入力になります。

入力必須

• シークレットアクセスキーを含む文字列 Key
• 認証情報の範囲で使用される日付を含んだ YYYYYMMDD 形式の文字列 Date
• リージョンコードを含む文字列 Region (例: us-east-1)
• サービスコードを含む文字列 Service (例: ec2)
• 上記の手順で作成したトピックを選択します。

署名を計算するには

1. 「AWS4」とシークレットアクセスキーを連結します。データとしてのキーおよび日付文字列とし
て、連結した文字列を備えたハッシュ関数を呼び出します。

kDate = hash("AWS4" + Key, Date)

2. データとしてのキーおよびリージョン文字列として、前回の結果を備えたハッシュ関数を呼び出しま
す。

kRegion = hash(kDate, Region)

3. データとしてのキーおよびサービス文字列として、前回の結果を備えたハッシュ関数を呼び出しま
す。

kService = hash(kRegion, Service)

4. データとしてのキーおよび「aws4_request」として、前回の結果を備えたハッシュ関数を呼び出しま
す

kSigning = hash(kService, "aws4_request")

5. データとしての署名用キーおよび文字列として、前回の結果を備えたハッシュ関数を呼び出します。
その結果、署名はバイナリ値になります。

signature = hash(kSigning, string-to-sign)

6. 署名を 2 進数から 16 進数表現に、小文字に変換します。

手順 5: リクエストヘッダーに署名を追加します。
HTTP Authorization ヘッダーまたはクエリ文字列パラメーターを使用して、リクエストに認証情報を
追加できます。Authorization ヘッダーパラメータとクエリ文字列パラメータの両方を使用して、認証
情報を追加することはできません。

Example 例: 認証ヘッダー

以下の例は、DescribeInstances アクションに対する Authorization ヘッダーを示しています。読
みやすいように、この例では改行でフォーマットされています。コードでは、これは連続した文字列であ
る必要があります。アルゴリズムと Credential の間にカンマはありません。ただし、他の要素はカンマ
で区切られている必要があります。

Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20220830/us-east-1/ec2/aws4_request,
SignedHeaders=host;x-amz-date,
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Signature=calculated-signature

Example 例: クエリ文字列に認証パラメータを含むリクエスト

次の例は、認証情報を含む DescribeInstances アクションのクエリを示しています。読みやすいよう
に、この例は改行でフォーマットされており、URL はエンコードされていません。コードでは、クエリ文
字列は URL エンコードされた連続した文字列である必要があります。

https://ec2.amazonaws.com/?
Action=DescribeInstances&
Version=2016-11-15&
X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&
X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20220830/us-east-1/ec2/aws4_request&
X-Amz-Date=20220830T123600Z&
X-Amz-SignedHeaders=host;x-amz-date&
X-Amz-Signature=calculated-signature

一時的な認証情報
リクエストに署名するために長期的に認証情報を使用する代わりに、AWS Security Token Service (AWS 
STS) から提供された一時的なセキュリティ認証情報を使用できます。

一時的なセキュリティ認証情報を使用する場合は、認証ヘッダーまたはクエリ文字列にセッショントーク
ンを保持するように X-Amz-Security-Token を追加する必要があります。一部のサービスでは、正規リ
クエストに X-Amz-Security-Token を追加する必要があります。その他のサービスでは、署名の計算後
に、X-Amz-Security-Token を末尾に追加するだけです。詳細については、それぞれ AWS のサービス 
のドキュメントを確認してください。

AWS SDK のコード例
AWS SDK には、AWS API リクエストに署名する方法を示す GitHub のソースコードが含まれています。

• AWS SDK for .NET – AWS4Signer.cs
• AWS SDK for C++ – AWSAuthV4Signer.cpp
• AWS SDK for Go – v4.go
• AWS SDK for Java – BaseAws4Signer.java
• AWS SDK for JavaScript – v4.js
• AWS SDK for PHP – SignatureV4.php
• AWS SDK for Python (Boto) – signers.py
• AWS SDK for Ruby – signer.rb

AWS API の署名済みリクエストのトラブルシュー
ティング
署名リクエストを作成するコードを開発する際に、テスト対象の AWS のサービス から HTTP 403
SignatureDoesNotMatch エラーを受け取る場合があります。このエラーは、AWS に対する HTTP リク
エストの署名値が、AWS のサービス が計算した署名と一致しなかったことを意味します。

考えられる原因
• 正規化エラー (p. 1174)
• 認証情報範囲エラー (p. 1174)
• キー署名エラー (p. 1175)
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正規化エラー
正規化リクエストまたは署名する文字列を誤って計算した場合、サービスによって実行される署名の検証
手順が失敗し、次のエラーメッセージが表示されます。

The request signature we calculated does not match the signature you provided

エラーレスポンスには、正規化リクエストと、サービスが計算した署名する文字列が含まれます。これら
の文字列を計算した文字列と比較できます。

また、ヘッダーやリクエストを変更するプロキシ経由でリクエストを送信していないことを確認すること
もできます。

認証情報範囲エラー
認証情報の範囲により、署名は特定の日付、リージョン、およびサービスに制限されます。この文字列は
以下の形式になります。

YYYYMMDD/region/service/aws4_request

日付

認証情報の範囲で x-amz-date ヘッダーと同じ日付が指定されていない場合、署名の検証手順が失敗し、次
のエラーメッセージが表示されます。

Date in Credential scope does not match YYYYMMDD from ISO-8601 version of date from HTTP

リクエストで将来の時刻が指定されている場合、署名の検証ステップは次のエラーメッセージで失敗しま
す。

Signature not yet current: date is still later than date

リクエストの有効期限が切れた場合、署名検証ステップは次のエラーメッセージで失敗します。

Signature expired: date is now earlier than date

リージョン

認証情報の範囲でリクエストと同じリージョンが指定されていない場合、署名の検証ステップは次のエ
ラーメッセージで失敗します。

Credential should be scoped to a valid Region, not region-code

サービス

認証情報の範囲で host ヘッダーと同じサービスが指定されていない場合、署名の検証ステップは次のエ
ラーメッセージで失敗します。

Credential should be scoped to correct service: 'service'

終了文字列

認証情報の範囲が aws4_request で終わっていない場合、署名の検証ステップは次のエラーメッセージで
失敗します。

Credential should be scoped with a valid terminator: 'aws4_request'
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キー署名エラー
署名キーの不正な取得や暗号の不適切な使用に起因するエラーは、トラブルシューティングがさらに困難
です。正規文字列と署名文字列が正しいことが検証されたら、次の問題のいずれかを確認することもでき
ます。

• シークレットアクセスキーが、 指定したアクセスキー ID と一致しない。
• キー取得コードに問題がある。

シークレットキーがアクセス キー ID と一致することを確認するには、既知の動作する実装でテストしま
す。例えば、AWS SDK または AWS CLI を使用して AWS へのリクエストを行います。

IAM JSON ポリシーリファレンス
このセクションは、IAM の JSON ポリシーの要素、変数、および評価ロジックの詳細な構文、説明、およ
び例を示します。一般的な的な情報については、「JSON ポリシー概要 (p. 422)」を参照してください

このリファレンスには、次のセクションがあります。

• IAM JSON ポリシー要素のリファレンス (p. 1175)- ポリシーを作成する際に使用できる要素について
の詳細は、こちらをご覧ください。さらにポリシーの例をご紹介するほか、条件、サポートされている
データタイプ、および様々なサービスにおけるそれらの使用方法について説明します。

• ポリシーの評価論理 (p. 1220) – このセクションは、AWS リクエストの概要、リクエストがどのように
認証されるか、および AWS がポリシーをどのように利用してリソースへのアクセス権限付与を決定す
るかについて説明します。

• IAM JSON ポリシー言語の文法  (p. 1237) - このセクションでは、IAM でポリシーを作成する際に使用
する言語の正式な文法を示します。

• AWSジョブ機能の 管理ポリシー (p. 1243) - このセクションでは、IT 業界の一般的なジョブ機能に直接
マッピングする AWS 管理ポリシーについて説明します。これらのポリシーを使用して、特定のジョブ
機能を持つユーザーによるタスクの実行に必要なアクセス許可を付与します。これらのポリシーによっ
て、多くのサービスのアクセス権限が 1 つのポリシーに一元化されます。

• AWS グローバル条件コンテキストキー (p. 1253) - このセクションには、IAM ポリシーのアクセス許可
を制限するのに使用できるすべての AWS グローバル条件キーのリストが含まれています。

• IAM および AWS STS の条件コンテキストキー (p. 1283) — このセクションには、IAM ポリシーのアク
セス許可を制限するのに使用できるすべての IAM 条件キーおよび AWS STS 条件キーのリストが含まれ
ています。

• AWS サービスのアクション、リソース、および条件キー — このセクションでは、IAMポリシーでアク
セス許可として使用できるすべての AWS API オペレーションのリストを示します。また、そのリクエ
ストをさらに絞り込むのに使用できるサービス固有の条件キーも含まれています。

IAM JSON ポリシー要素のリファレンス
JSON ポリシードキュメントは要素で構成されます。要素は、ポリシーで使用する一般的な順番で記載さ
れています。要素の順番は重要ではありません (たとえば、Resource 要素を Action 要素の前にもって
くることなどが可能です)。ポリシーで、あらゆる Condition 要素も特定する必要はありません。JSON 
ポリシードキュメントの全体構造と目的については「JSON ポリシー概要 (p. 422)」をご覧ください。

一部の JSON ポリシーの要素は相互排他的です。つまり、両方を使用するポリシーを作成することはで
きません。たとえば、Action と NotAction を同じポリシーステートメントで使用することはできませ
ん。相互排他的な他のペアには Principal/NotPrincipal や Resource/NotResource があります。

ポリシーに取り入れる詳細は各サービスによって異なり、サービスで利用可能なアクションやリソースの
種類などにより異なります。特定のサービスのポリシーを記述している場合、そのサービスに関するポリ
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シーの例を参照することが役に立ちます。IAM をサポートするすべてのサービスのリスト、およびそれら
のサービスの IAM とポリシーについて説明しているドキュメントへのリンクについては、「IAM と連携す
る AWS のサービス (p. 1137)」を参照してください。

JSON ポリシーを作成または編集するときに、IAM はポリシー検証を実行し、効果的なポリシーを作成す
るのに役立ちます。IAM は JSON 構文エラーを識別します。一方、IAM Access Analyzer は、ポリシーを
さらに絞り込むのに役立つ推奨事項を含む追加のポリシーチェックを提供します。ポリシーの検証の詳細
については、「IAM ポリシーの検証 (p. 521)」を参照してください。。IAM Access Analyzer のポリシー
チェックと実用的な推奨事項の詳細については、「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」IAM Access 
Analyzer ポリシーの検証を参照してください。

トピック
• IAM JSON ポリシー要素Version (p. 1176)
• IAM JSON ポリシー要素Id (p. 1177)
• IAM JSON ポリシー要素Statement (p. 1177)
• IAM JSON ポリシー要素Sid (p. 1178)
• IAM JSON ポリシー要素Effect (p. 1178)
• AWS JSON ポリシーの要素: Principal (p. 1178)
• AWS JSON ポリシーの要素: NotPrincipal (p. 1186)
• IAM JSON ポリシー要素Action (p. 1188)
• IAM JSON ポリシー要素NotAction (p. 1189)
• IAM JSON ポリシー要素Resource (p. 1190)
• IAM JSON ポリシー要素NotResource (p. 1192)
• IAM JSON ポリシー要素Condition (p. 1193)
• IAM ポリシーの要素: 変数とタグ (p. 1211)
• IAM JSON ポリシー要素: サポートされているデータ型 (p. 1219)

IAM JSON ポリシー要素Version
あいまいさに関する注意

この Version JSON ポリシー要素はポリシーバージョンとは異なります。Version ポリシー要
素は、ポリシー内で使用され、ポリシー言語のバージョンを定義します。一方で、ポリシーバー
ジョンは、IAM でカスタマー管理ポリシーを変更すると作成されます。変更されたポリシーに
よって既存のポリシーが上書きされることはありません。代わりに、IAM は管理ポリシーの新し
いバージョンを作成します。管理ポリシーに対する複数のバージョンのサポートに関する情報を
探している場合は、「the section called “IAM ポリシーのバージョニング” (p. 540)」を参照してく
ださい。

Version ポリシー要素は、このポリシーを処理するために使用される言語構文ルールを指定します。使用
可能なポリシーの機能をすべて使用するには、すべてのポリシーの Statement 要素の外部にある以下の
Version 要素を含めます。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListAllMyBuckets", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}
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IAM は以下の Version 要素値をサポートしています。

• 2012-10-17. これはポリシー言語の現行バージョンであり、常に Version 要素を含め、2012-10-17
に設定する必要があります。このようにしない場合、このバージョンで導入されたポリシー変
数 (p. 1211)などの機能は使用できません。

• 2008-10-17. これはポリシー言語の旧バージョンです。既存のポリシーで古めのものでは、このバー
ジョンが表示される場合があります。新規ポリシーを作成するときや既存ポリシーを更新するときは、
この旧バージョンを使用しないでください。ポリシー変数などの新しい機能は、ポリシーでは機能しま
せん。たとえば、${aws:username} などの変数は変数として認識されず、代わりにポリシー内のリテ
ラル文字列として扱われます。

IAM JSON ポリシー要素Id
Id 要素は、ポリシーで使用する任意の識別子を特定します。ID の使用方法は、サービスによって異なり
ます。

ID 要素を設定するサービスの場合、UUID (GUID) を値に使用する、または UUID を唯一性を確認するた
めの ID の一部として統合することを推奨します。

"Id": "cd3ad3d9-2776-4ef1-a904-4c229d1642ee"

Note

AWS のサービス (たとえば、Amazon SQS や Amazon SNS など) には、この要素を要求し、唯
一条件を与えるものもあります。ポリシーの記述に関するサービス固有の情報は、お取り扱いの
サービス用のドキュメントを参照してください。

IAM JSON ポリシー要素Statement
Statement 要素は、ポリシーの主要要素です。この要素は必須です。Statement 要素には、単一のス
テートメントまたは個々のステートメントの配列を含めることができます。個々のステートメントブロッ
クは、中括弧 { } で囲む必要があります。複数のステートメントの場合、配列は角括弧 [ ] で囲む必要があ
ります。

"Statement": [{...},{...},{...}]

以下の例は、1 つの Statement 要素の中に 3 つのステートメントの配列を含むポリシーを示していま
す。(このポリシーにより、Amazon S3 コンソール内の自分の "ホームフォルダー" にアクセスできます)。
ポリシーには aws:username 変数が含まれ、変数はポリシーの評価時にリクエストからのユーザー名に
置き換えられます。詳細については、「はじめに (p. 1212)」を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:GetBucketLocation" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME", 
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": [ 

1177



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
JSON 要素リファレンス

        "", 
        "home/", 
        "home/${aws:username}/" 
      ]}} 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:*", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}", 
        "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}/*" 
      ] 
    } 
  ]
}

IAM JSON ポリシー要素Sid
Sid (ステートメント ID) は、お客様がポリシードキュメントに与えるオプションの識別子です。Sid 値
は、ステートメント配列内の各ステートメントに割り当てることができます。Sid の値は、ポリシース
テートメントの説明として使用できます。SQS や SNS などの ID 要素を特定するサービスでは、Sid 値
はポリシードキュメント ID の副 ID に過ぎません。IAM では、Sid 値は JSON ポリシー内で固有のもので
なければいけません。

"Sid": "1"

-Sid要素は、ASCII 大文字 (A〜Z)、小文字 (A〜Z)、および数字 (0〜9) をサポートします。

IAM は、IAM API でSidを公開しません。この ID に基づいて、特定のステートメントを復元することはで
きません。

Note

AWS のサービス (例えば、Amazon SQS や Amazon SNS など) には、この要素を要求し、唯一条
件を与えるものもあります。ポリシーの記述に関するサービス固有の情報は、お取り扱いのサー
ビス用のドキュメントを参照してください。

IAM JSON ポリシー要素Effect
Effect 要素は必須であり、ステートメントの結果を許可または明示的な拒否のどちらにするかを指定し
ます。Effect の有効値は、Allow と Deny です。Effect 値では、大文字と小文字が区別されます。

"Effect":"Allow"

デフォルト設定では、リソースへのアクセスは拒否されます。リソースへのアクセスを許可するに
は、Effect 要素を Allow に設定する必要があります。許可を無効にするには (たとえば、本来有効とな
る許可を無効にするなど)、Effect 要素を Deny に設定します。詳細については、「ポリシーの評価論
理 (p. 1220)」を参照してください。

AWS JSON ポリシーの要素: Principal
リソースベースの JSON ポリシーの Principal 要素を使用して、リソースへのアクセスを許可または拒
否するプリンシパルを指定します。

リソースベースポリシー (p. 444) の Principal 要素を使用する必要があります。IAM など、いくつかの
サービスが、リソースベースのポリシーをサポートしています。IAM リソースベースのポリシーのタイプ
は、ロールの信頼ポリシーです。IAM ロールでは、ロールの信頼ポリシー内の Principal 要素を使用し
て、だれがこのロールを引き受けることができるかを指定します。クロスアカウントアクセスとして、信
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頼されたアカウントの 12 桁の ID を指定する必要があります｡ 信頼ゾーン (信頼できる組織またはアカウ
ント) 外にあるアカウントのプリンシパルにロールを引き受けるアクセス権があるかどうかについては、
「IAM Access Analyzer とは」を参照してください。

Note

ロールを作成した後、アカウントを「*」に変更すると、誰もがそのロールを引き受けることがで
きます。これを行う場合は、アクセスを特定の IP アドレスのみに制限する Condition 要素な
ど、他の方法でロールへのアクセスを制限することを強くお勧めします。誰でもロールにアクセ
スできる状態のままにしないでください。

サポートベースのポリシーをサポートする他のサービスの例としては、Amazon S3 や AWS KMS key が挙
げられます。

Principal エレメントを ID ベースのポリシーで使用することはできません。ID ベースのポリシー
は、IAM の ID (ユーザー、グループ、ロール) にアタッチするアクセス許可ポリシーです。これらの場合、
プリンシパルは、ポリシーがアタッチされた ID によって暗示されます。

トピック
• プリンシパルの指定 (p. 1179)
• AWS アカウント プリンシパル (p. 1180)
• IAM ロールプリンシパル (p. 1180)
• ロールセッションプリンシパル (p. 1181)
• IAM ユーザープリンシパル (p. 1183)
• AWS STS フェデレーティッドユーザーセッションプリンシパル (p. 1183)
• AWS サービスプリンシパル (p. 1184)
• すべてのプリンシパル (p. 1184)
• 詳細情報 (p. 1185)

プリンシパルの指定
リソースベースのポリシーにある Principal 要素か、プリンシパルをサポートする条件キーでプリンシ
パルを指定します。

ポリシーでは、次のいずれかのプリンシパルを指定できます。

• AWS アカウント およびルートユーザー
• IAM ロール
• ロールセッション
• IAM ユーザー
• フェデレーティッドユーザーセッション
• AWS のサービス
• すべてのプリンシパル

ユーザーグループをポリシー (リソースベースのポリシーなど) のプリンシパルとして識別することはでき
ません。これは、グループは認証ではなくアクセス権限に関連しており、プリンシパルは認証済みの IAM 
エンティティであるためです。

配列を使用して、以降のセクションの各プリンシパル型に対して複数のプリンシパルを指定できます。配
列では 1 つまたは複数の値を使用できます。要素で複数のプリンシパルを指定する場合は、各プリンシパ
ルにアクセス許可を付与します。これは論理 OR であり論理 AND ではありません。一度に 1 つのプリンシ
パルを認証するためです。複数の値を含める場合は、角括弧 ([ と ]) を使用し、配列の各エントリをカン
マで区切ります。次のポリシーの例では、123456789012 アカウントまたは 555555555555 アカウントの
アクセス許可を定義します。
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"Principal" : {  
"AWS": [  
  "123456789012", 
  "555555555555"  
  ]
}

Note

ワイルドカードとして使用して、プリンシパルの名前または ARN の一部に一致させることはでき
ません。

AWS アカウント プリンシパル
リソースベースのポリシーにある Principal 要素か、プリンシパルをサポートする条件キーで、AWS ア
カウント の識別子を指定できます。これにより、権限がアカウントに委譲されます。別のアカウントへ
のアクセスを許可する場合、そのアカウントの管理者が、そのアカウントの ID (IAM ユーザーまたはロー
ル) へのアクセス許可を付与する必要があります。AWS アカウント を指定するときは、アカウント ARN 
(aarn:aws:iam::account-ID:root、または "AWS": プレフィックスの後に ID を付けた短縮形を使用できま
す。

例えば、割り当てられた アカウント ID (123456789012) から、次のいずれかのメソッドを使用し
て、Principal 要素でそのアカウントを指定できます。

"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root" }

"Principal": { "AWS": "123456789012" }

アカウント ARN と短縮アカウント ID は、同じように動作します。どちらも、アカウントにアクセス許可
を委譲します。Principal 要素で アカウント ARN を使用しても、アカウントのルートユーザーだけは
アクセス許可を制限しません。

Note

短縮アカウント ID を含むリソースベースのポリシーを保存すると、それをサービスがプリンシパ
ル ARN に変換することがあります。これはポリシーの機能は変更しません。

一部の AWS サービスでは、アカウントプリンシパルを指定するための追加オプションがサポートされて
います。例えば、Amazon S3 では、次の形式を使用して正規ユーザー ID を指定できます。

"Principal": { "CanonicalUser": 
 "79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be" }

配列を使用すると、プリンシパルとして AWS アカウント (または正規ユーザー ID) を 1 つ以上指定できま
す。例えば、3 つのメソッドすべてを使用して、バケットポリシーでプリンシパルを指定できます。

"Principal": {  
  "AWS": [ 
    "arn:aws:iam::123456789012:root", 
    "999999999999" 
  ], 
  "CanonicalUser": "79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be"
}

IAM ロールプリンシパル
リソースベースのポリシーにある Principal 要素か、プリンシパルをサポートする条件キーで、IAM 
ロールプリンシパル ARNを指定できます。IAM ロールは ID です。IAM では、ID はアクセス許可を割り当
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てることができるリソースです。ロールは、別の認証済みの ID を信頼して、そのロールを引き受けます。
これには、AWS のプリンシパルか、外部 ID プロバイダー (IdP) からのユーザーが含まれます。プリンシ
パルまたは ID がロールを引き受けると、引き受けたロールのアクセス許可を持った、一時的なセキュリ
ティ認証情報を受け取ります。AWS でこれらのセッション認証情報を使用して操作を実行すると、これら
はロールセッションプリンシパルになります。

IAM ロールは、IAM に存在する ID です。ロールは、AWS のプリンシパルなどの認証済みの ID か、外部 
ID プロバイダー からのユーザーを信頼します。プリンシパルまたは ID がロールを引き受けると、一時的
なセキュリティ認証情報を受け取ります。その後、これらの認証情報をロールセッションプリンシパルと
して使用して、AWS で操作を実行できます。

リソースベースのポリシーでロールプリンシパルを指定すると、ロールのアクセス許可を制限するポリ
シータイプによって、プリンシパルの有効なアクセス許可が制限されます。これには、セッションポリ
シーとアクセス許可の境界が含まれます。ロールセッションの有効なアクセス許可の評価方法について
は、「ポリシーの評価論理 (p. 1220)」を参照してください。

Principal 要素でロール ARN を指定する場合は、次の形式を使用します。

"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:role/role-name" }

Important

ロール信頼ポリシーの Principal 要素に、特定の IAM ロールを指し示す ARN が含まれている
場合、その ARN はポリシーを保存するときにロールの一意のプリンシパル ID に変換されます。
これにより、ロールを削除して再作成することにより、誰かがそのユーザーの特権をエスカレー
トするリスクを緩和できます。通常、この ID はコンソールには表示されません。これは、信頼
ポリシーが表示されるときに、IAM が ロール ARN への逆変換を行うためです。ただし、ロール
を削除すると、関係が壊れます。ロールを再作成した場合でも、ポリシーは適用されません。こ
れは、新しいロールは信頼ポリシーに保存されている ID と一致しない新しいプリンシパル ID を
持っているためです。この場合、プリンシパル ID はリソースベースポリシーに表示されます。こ
れは AWS が有効な ARN に戻って ID をマッピングできなくなるためです。その結果、信頼ポリ
シーの Principal 要素で参照されているロールを削除して再作成する場合は、ポリシーのロー
ルを編集してプリンシパル ID を正しい ARN に置き換える必要があります。ポリシーを保存する
ときに、ARN は再びロールの新しいプリンシパル ID に変換されます。

または、ロールプリンシパルをリソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定するか、幅広くアク
セスを許可するポリシーを作成 (p. 1184)して aws:PrincipalArn 条件キーを使用します。このキーを
使用すると、ロールセッションプリンシパルには、セッションの結果として得られる ARN ではなく、引
き受けたロールの ARN に基づくアクセス許可が付与されます。なぜなら、AWS は条件キー ARN を ID に
変換せず、ロールを削除してから同じ名前で新しくロールを作成すると、ロール ARN に付与されたアク
セス許可は保持されるからです。アクセス許可の境界やセッションポリシーなどの ID ベースのポリシー
タイプは、アイデンティティベースのポリシーに明示的な拒否が含まれていない限り、Principal 要素
で、ワイルドカード (*) を含む aws:PrincipalArn 条件キーを使用して付与されたアクセス許可を制限
することはありません。

ロールセッションプリンシパル

リソースベースのポリシーにある Principal 要素か、プリンシパルをサポートする条件キーで、ロール
セッションを指定できます。プリンシパルまたは ID がロールを引き受けると、引き受けたロールのアクセ
ス許可を持った、一時的なセキュリティ認証情報を受け取ります。AWS でこれらのセッション認証情報を
使用して操作を実行すると、これらはロールセッションプリンシパルになります。

ロールセッションプリンシパルに使用する形式は、ロールの引き受けに使用する AWS STS のオペレー
ションによります。

さらに管理者は、ロールセッションの発行方法を制御するプロセスを設計できます。例えば、ユーザーが
ワンクリックするだけで、予測可能なセッション名を作成するソリューションを提供できます。これを
管理者が行う場合、ポリシーまたは条件キーで、ロールセッションプリンシパルを使用できます。それ以

1181



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
JSON 要素リファレンス

外の場合は、ロール ARN を aws:PrincipalArn 条件キーのプリンシパルとして指定することができま
す。ロールをどのようにプリンシパルとして指定するかによって、セッション完了後の有効なアクセス許
可が変わります。詳細については、「IAM ロールプリンシパル (p. 1180)」を参照してください。

引き受けたロールのセッションプリンシパル

引き受けたロールのセッションプリンシパルは、AWS STS AssumeRole オペレーションの結果として得
られるセッションプリンシパルです。このオペレーションを使用してロールを引き受けることができるプ
リンシパルについては、「AWS STS API オペレーションの比較 (p. 367)」を参照してください。

Principal 要素で引き受けたロールの ARN を指定する場合は、次の形式を使用します。

"Principal": { "AWS": "arn:aws:sts::AWS-account-ID:assumed-role/role-name/role-session-
name" }

Principal 要素で引き受けたロールセッションを指定する場合、ワイルドカード (*) を使用して「すべて
のセッション」を意味することはできません。プリンシパルは常に特定のセッションに名前を付ける必要
があります。

ウェブ ID セッションプリンシパル

ウェブ ID セッションプリンシパルは、AWS STS AssumeRoleWithWebIdentity オペレーションの結果
として得られるセッションプリンシパルです。外部のウェブ ID プロバイダー (IdP) を使用してサインイン
し、この操作を使用して IAM ロールを引き受けることができます。これは ID フェデレーションを利用し
て、ロールセッションを発行します。このオペレーションを使用してロールを引き受けることができるプ
リンシパルについては、「AWS STS API オペレーションの比較 (p. 367)」を参照してください。

ウェブ ID プロバイダーからロールを発行すると、ウェブ ID プロバイダーの情報が含まれた、特別なタイ
プのセッションプリンシパルが取得されます。

このプリンシパルタイプをポリシーで使用して、信頼済みの Web ID プロバイダーに基づき、アクセスを
許可または拒否します。ロール信頼ポリシーの Principal 要素でウェブ ID ロールセッション ARN を指
定する場合は、次の形式を使用します。

"Principal": { "Federated": "cognito-identity.amazonaws.com" }

"Principal": { "Federated": "www.amazon.com" }

"Principal": { "Federated": "graph.facebook.com" }

"Principal": { "Federated": "accounts.google.com" }

SAML セッションプリンシパル

SAML セッションプリンシパルは、AWS STS AssumeRoleWithSAML オペレーションの結果として得ら
れるセッションプリンシパルです。外部の SAML ID プロバイダー (IdP) を使用してサインインし、この操
作を使用して IAM ロールを引き受けることができます。これは ID フェデレーションを利用して、ロール
セッションを発行します。このオペレーションを使用してロールを引き受けることができるプリンシパル
については、「AWS STS API オペレーションの比較 (p. 367)」を参照してください。

SSAML ID プロバイダーからロールを発行すると、SAML ID プロバイダーの情報が含まれた、特別なタイ
プのセッションプリンシパルが取得されます。

このプリンシパルタイプをポリシーで使用して、信頼済みの SAML ID プロバイダーに基づき、アクセスを
許可または拒否します。ロール信頼ポリシーの Principal 要素で SAML ID ロールセッション ARN を指
定する場合は、次の形式を使用します。
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"Principal": { "Federated": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:saml-provider/provider-name" }

IAM ユーザープリンシパル
リソースベースのポリシーの Principal 要素、またはプリンシパルをサポートする条件キーで、IAM 
ユーザーを指定できます。

Note

Principal 要素にある Amazon リソースネーム(ARN) (p. 1124)のユーザー名の部分では、大文
字と小文字を区別します。

"Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name" }

"Principal": { 
  "AWS": [ 
    "arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name-1",  
    "arn:aws:iam::AWS-account-ID:user/user-name-2" 
  ]
}

Principal 要素内でユーザーを指定する際に、"すべてのユーザー" の意味でワイルドカード (*) を使用す
ることはできません。プリンシパルには、常に複数の特定ユーザーを指定する必要があります。

Important

ロールの信頼ポリシーの Principal 要素に、特定の IAM ユーザーを指し示す ARN が含まれて
いる場合、その ARN をポリシーに保存するときに、IAM がユーザーの一意のプリンシパル ID に
変換されます。これにより、ユーザーを削除して再作成することにより、誰かがそのユーザーの
特権をエスカレートするリスクを緩和できます。通常、この ID はコンソールには表示されませ
ん。これは、信頼ポリシーが表示されるときに、ユーザーの ARN への逆変換が行われるためで
す。ただし、ユーザーを削除すると、関係が壊れます。ユーザーを再作成しても、ポリシーが適
用されることはありません。これは、新しいユーザーには、信頼ポリシーに保存されている ID と
一致しない新しいプリンシパル ID が付与されるためです。この場合、プリンシパル ID はリソー
スベースポリシーに表示されます。これは AWS が有効な ARN に戻って ID をマッピングできな
くなるためです。その結果、信頼ポリシーの Principal 要素で参照されているユーザーを削除
して再作成する場合は、ロールを編集して、正しくなくなったプリンシパル ID を正しい ARN に
置き換える必要があります。ポリシーを保存するときに、IAM が再び、ARN をユーザーの新しい
プリンシパル ID に変換します。

AWS STS フェデレーティッドユーザーセッションプリンシパル
リソースベースのポリシーにある Principal 要素か、プリンシパルをサポートする条件キーで、フェデ
レーティッドユーザーセッションを指定できます。

Important

AWS では、ルートユーザーアクセスが必要などの場合にのみ、AWS STS フェデレーティッド
ユーザーセッションを使用することをお勧めします。代わりに、ロールを使用してアクセス許可
を委任してください (p. 35)。

AWS STS フェデレーティッドユーザーセッションプリンシパルは、AWS STS GetFederationToken
オペレーションの結果として得られるセッションプリンシパルです。この場合は、IAM ロールを使用する
代わりに一時的なアクセストークンを取得する方法として、AWS STS がID フェデレーションを使用して
います。

AWS では、IAM ユーザーまたは AWS アカウントのルートユーザー は、長期的なアクセスキーを使用し
て認証を行うことができます。このオペレーションで、どのプリンシパルがフェデレーションを行えるか
については、「AWS STS API オペレーションの比較 (p. 367)」を参照してください。
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• IAM フェデレーティッドユーザー — GetFederationToken オペレーションを使用して IAM ユーザー
がフェデレーションを行った結果、IAM ユーザーのフェデレーティッドユーザーセッションプリンシパ
ルができます。

• フェデレーティッドルートユーザー — GetFederationToken オペレーションを使用してルートユー
ザーがフェデレーションを行った結果、ルートユーザーのフェデレーティッドユーザーセッションプリ
ンシパルができます。

この操作を使用して、IAM ユーザーまたはルートユーザーが AWS STS から一時的な認証情報をリクエ
ストした場合、一時的なフェデレーティッドユーザーセッションを開始します。このセッションの ARN 
は、フェデレーション元の ID に基づいています。

Principal 要素でフェデレーティッドユーザーセッション ARN を指定する場合は、次の形式を使用しま
す。

"Principal": { "AWS": "arn:aws:sts::AWS-account-ID:federated-user/user-name" }

AWS サービスプリンシパル

リソースベースのポリシーにある Principal 要素か、プリンシパルをサポートする条件キーで、AWS 
サービスを指定できます。サービスプリンシパルは、サービスの識別子です。

AWS のサービスが引き受けることのできる IAM ロールは、サービスロール (p. 185)と呼ばれます。サービ
スロールには信頼ポリシーを含める必要があります。信頼ポリシー は、どのプリンシパルがそのロールを
果たすことができるかを定義するロールにアタッチされるリソースベースのポリシーです。一部のサービ
スロールには事前定義済みの信頼ポリシーがあります。ただし、状況によっては、信頼ポリシーでプリン
シパルサービスを指定する必要があります。

サービスプリンシパルの識別子にはサービス名が含まれ、通常は次の形式になります。

service-name.amazonaws.com

サービスプリンシパルはサービスによって定義されます。一部のサービスのサービスプリンシパルを検索
するには IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137) を開き、サービスの [Service-linked role] (サービス
にリンクされたロール) 列が [Yes] (はい) になっているかどうかを確認し、[Yes] (はい) リンクを開いてそ
のサービスのサービスにリンクされたロールのドキュメントを表示します。サービスプリンシパルを表示
するには、そのサービスの [Service-Linked Role Permissions] (サービスにリンクされたロールのアクセス
許可) のセクションを探します。

次の例では、サービスロールにアタッチできるポリシーを示します。ポリシーは、Amazon ECS および 
Elastic Load Balancing の 2 つのサービスを有効にして、ロールを引き受けます。これらのサービスは、
ロールに割り当てられた権限ポリシー (表示されていない) によって付与されたタスクを実行できます。複
数のサービスプリンシパルを指定する場合に、2 つの Service 要素は指定できません。1 つのみ指定でき
ます。代わりに、1 つの Service 要素の値として複数のサービスのプリンシパルのアレイを使用します。

"Principal": { 
    "Service": [ 
        "ecs.amazonaws.com", 
        "elasticloadbalancing.amazonaws.com" 
   ]
}

すべてのプリンシパル

ワイルドカード (*) を使用して Principal リソースベースのポリシーの要素またはプリンシパルをサポー
トする条件キーにあるすべてのプリンシパルを指定できます。リソースベースのポリシー (p. 418)許可の
アクセス権および条件キーはポリシーステートメントの条件を制限するために使用されます。

1184

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
JSON 要素リファレンス

Important

パブリックまたは匿名アクセスを許可する意図がない限り、Allow の影響を伴うリソースベース
のポリシーの Principal 要素にワイルドカード (*) を使用しないことを強くお勧めします。それ
以外の場合は、Principal 要素で目的のプリンシパル、サービス、または AWS アカウントを指
定して、Condition 要素でさらにアクセスを制限します。これは、他のプリンシパルがアカウン
トのプリンシパルになることを許可することから、特にIAM ロールの信頼ポリシーに当てはまり
ます。

リソースベースポリシーでは、Allow 効果でワイルドカード (*) を使用することで、匿名ユーザー (パブ
リックアクセス) を含むすべてのユーザーへのアクセスが許可されます。アカウント内の IAM ユーザーお
よびロールプリンシパルの場合、他のアクセス権は必要ありません。他のアカウントのプリンシパルの場
合、アカウント内にリソースへのアクセスを許可する ID ベースのアクセス許可がある必要があります。こ
れはクロスアカウントアクセスと呼ばれます。

匿名ユーザーの場合、次の要素は同等です。

"Principal": "*"

"Principal" : { "AWS" : "*" }

ワイルドカードとして使用して、プリンシパルの名前または ARN の一部に一致させることはできませ
ん。

次の例は、Condition 要素で指定されたものを除いたすべてのプリンシパルを明確に拒否する
NotPrincipal と Deny (p. 1186) の代わりに使用できるリソースベースのポリシーを示しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "UsePrincipalArnInsteadOfNotPrincipalWithDeny", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "s3:*", 
      "Principal": "*", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::BUCKETNAME/*", 
        "arn:aws:s3:::BUCKETNAME" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotEquals": { 
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::444455556666:user/user-name" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

詳細情報
詳細については、次を参照してください。

• 「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」にあるバケットポリシーの例
• 「Amazon Simple Notification Service 開発者ガイド」にある Amazon SNS のポリシーの例
• 「Amazon Simple Queue Service 開発者ガイド」にある Amazon SQS ポリシーの例
• 「AWS Key Management Service 開発者ガイド」にある主要ポリシー
• 「AWS 全般のリファレンス」 の「アカウント ID」
• ウェブ ID フェデレーションについて (p. 200)
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AWS JSON ポリシーの要素: NotPrincipal
リソースへのアクセスが許可されない、または拒否される IAM ユーザー、フェデレーションユー
ザー、IAM ロール、AWS アカウント、AWS サービス、またはその他のプリンシパルを指定するに
は、NotPrincipal 要素を使用します。NotPrincipal 要素では、プリンシパルのリストに対して例外
を指定することができます。この要素を使用して、NotPrincipal 要素内で指定されているプリンシパ
ルを除くすべてのプリンシパルによるアクセスを拒否することができます。NotPrincipal を指定する場
合の構文は、AWS JSON ポリシーの要素: Principal (p. 1178) を指定する場合と同じです。

IAM ID ベースポリシーまたは IAM ロールの信頼ポリシーの NotPrincipal 要素は使用できません。これ
は、一部の AWS サービスのリソースベースポリシーで使用できます。リソースベースのポリシーは、リ
ソースに直接埋め込むポリシーです。

Important

NotPrincipal の使用が必要になるシナリオは非常に少ないため、NotPrincipal の使用を決
定する前に、他の承認オプションを検討するようお勧めします。

NotPrincipal と Allow

NotPrincipal は、"Effect": "Allow" と同じポリシーステートメント内で使用しないことを強くお
勧めします。これにより、NotPrincipal 要素で指定されたプリンシパル以外のすべてのプリンシパル
が許可されます。ポリシーステートメントで指定されたアクセス許可は、指定されたものを除いてすべて
のプリンシパルに付与されるため、これはお勧めしません。この操作を行うと、匿名の (承認されていな
い) ユーザーにアクセス許可が付与される可能性があります。

IAM ID ベースポリシーまたは IAM ロールの信頼ポリシーの NotPrincipal 要素は使用できません。ほ
とんどのリソースベースポリシーのタイプは、"Effect": "Allow" で NotPrincipal を使用できませ
ん。将来的には、AWS は、すべてのアクセス権ポリシーに対してこれらのポリシーステートメントの使用
を制限します。

NotPrincipal と Deny
Note

"Effect": "Deny" と同じポリシーステートメントで NotPrincipal を使用する場合、複数
のポリシータイプの影響をトラブルシューティングすることが難しい場合があります。代わりに
aws:PrincipalArn 条件キーを使用することをお勧めします。詳細については、「すべてのプ
リンシパル (p. 1184)」を参照してください。

"Effect": "Deny" と同じポリシーステートメント内で NotPrincipal を使用すると、指定したもの
を除くすべてのプリンシパルに、このポリシーステートメントで指定されているアクションが明示的に拒
否されます。NotPrincipal で Deny を使用する場合は、拒否されていないプリンシパルのアカウントの 
ARN も設定する必要があります。それ以外の場合、ポリシーでは、そのプリンシパルを含むアカウント全
体へのアクセスが拒否されます。ポリシーに含めるサービスに応じて、AWS は最初にアカウントを確認
し、次にユーザーを確認する場合があります。引き受けたロールのユーザー (ロールを使用しているユー
ザー) を評価する場合、AWS は最初にアカウントを確認し、次にロール、最後にロールを引き受けたユー
ザーを確認する場合があります。ロールを引き受けたユーザーは、ユーザーがロールを引き受けたときに
指定されたロールセッション名で識別されます。したがって、ユーザーのアカウントの ARN、またはロー
ルの ARN とそのロールを含むアカウントの ARN の両方を、明示的に含めることを強くお勧めします。

Note

ベストプラクティスとして、アカウントの ARN をポリシーに含めます。一部のサービスではアカ
ウント ARN が必要ですが、すべてのケースで必要になるわけではありません。必要なARNのな
い既存のポリシーは引き続き機能しますが、これらのサービスを含む新しいポリシーはこの要件
を満たす必要があります。IAM はこれらのサービスを追跡しないため、常にアカウント ARN を
含めることをお勧めします。
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以下の例では、同じポリシーステートメント内で NotPrincipal と "Effect": "Deny" を効果的に使
用する方法を示しています。

Example 同じまたは異なるアカウントの IAM ユーザーの例

以下の例では、444455556666 という AWS アカウント に含まれる Bob という名前のユーザーを除い
て、すべてのプリンシパルによるリソースへのアクセスが明示的に拒否されています。ベストプラクティ
スとして、NotPrincipal 要素には、Bob というユーザーの ARN と、Bob が属する AWS アカウント 
(arn:aws:iam::444455556666:root) の ARN が両方含まれています。NotPrincipal 要素に含まれ
ているのが Bob の ARN のみであれば、このポリシーの結果として、ユーザー Bob を含む AWS アカウン
ト のアクセスが明示的に拒否されることがあります。場合によっては、ユーザーは、親アカウントを超え
るアクセス許可を得ることができないため、Bob のアカウントが明示的にアクセスを拒否されると、Bob 
もリソースにアクセスできなくなる可能性があります。

この例は、同じまたは異なる AWS アカウント (444455556666 ではない) のリソースにアタッチされてい
るリソースベースのポリシー内でポリシーステートメントに含まれている場合、意図したとおりに動作し
ます。この例自体は Bob にアクセス許可を付与しておらず、明示的に拒否するプリンシパルのリストから 
Bob を除外しているだけです。リソースへのアクセスを Bob に許可するには、別のポリシーステートメン
トで "Effect": "Allow" を使用して明示的にアクセスを許可する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Deny", 
        "NotPrincipal": {"AWS": [ 
            "arn:aws:iam::444455556666:user/Bob", 
            "arn:aws:iam::444455556666:root" 
        ]}, 
        "Action": "s3:*", 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:s3:::BUCKETNAME", 
            "arn:aws:s3:::BUCKETNAME/*" 
        ] 
    }]
}

Example 同じまたは異なるアカウントの IAM ロールの例

以下の例では、444455556666 という AWS アカウント に含まれる cross-account-audit-app という名
前の引き受けたロールユーザーを除いて、すべてのプリンシパルによるリソースへのアクセスが明示的
に拒否されています。ベストプラクティスとして、NotPrincipal 要素には、引き受けたロールユー
ザー (cross-account-audit-app)、ロール (cross-account-read-only-role)、ロールが属する AWS アカウント 
(444455556666) の ARN が含まれています。ロールの ARN が NotPrincipal 要素に含まれていなけれ
ば、このポリシーの効果としては、このロールに対して、アクセスを明示的に拒否することになります。
同様に、ロールが属する AWS アカウント の ARN が NotPrincipal エレメントに含まれていなければ、
このポリシーの結果として、AWS アカウント とそのアカウントに属するすべてのエンティティへのアク
セスは明示的に拒否されることがあります。場合によっては、引き受けたロールユーザーは、親ロールを
超えるアクセス許可を得ることができず、ロールは、親である AWS アカウント を超えるアクセス許可
を得ることができないため、ロールまたはアカウントが明示的にアクセスを拒否された場合、引き受けた
ロールユーザーはリソースにアクセスできなくなる可能性があります。

この例は、別の AWS アカウント (444455556666 ではない) のリソースにアタッチされているリソース
ベースのポリシー内でポリシーステートメントに含まれている場合、意図したとおりに動作します。こ
の例自体は引き受けたロールユーザー (cross-account-audit-app) にアクセスを許可しておらず、明示的
に拒否するプリンシパルのリストから cross-account-audit-app を除外しているだけです。リソースへの
アクセス許可を cross-account-audit-app に付与するには、別のポリシーステートメントで "Effect": 
"Allow" を使用して明示的にアクセスを許可する必要があります。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Effect": "Deny", 
        "NotPrincipal": {"AWS": [ 
            "arn:aws:sts::444455556666:assumed-role/cross-account-read-only-role/cross-
account-audit-app", 
            "arn:aws:iam::444455556666:role/cross-account-read-only-role", 
            "arn:aws:iam::444455556666:root" 
        ]}, 
        "Action": "s3:*", 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:s3:::Bucket_AccountAudit", 
            "arn:aws:s3:::Bucket_AccountAudit/*" 
        ] 
    }]
}

NotPrincipal 要素で引き受けたロールセッションを指定する場合、ワイルドカード (*) を使用して「す
べてのセッション」を意味することはできません。プリンシパルは常に特定のセッションに名前を付ける
必要があります。

IAM JSON ポリシー要素Action
Action 要素は、許可または拒否される特定のアクションについて説明します。ステートメントに
は、Action または NotAction 要素を含める必要があります。各 AWS 製品には、そのサービスで行
うことができるタスクを記述する独自のアクションセットがあります。例えば、Amazon S3のアクショ
ンのリストは、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのポリシーでのアクセス許可の指定に
あり、Amazon EC2 のアクションのリストは、Amazon EC2 APIリファレンスにあり、AWS Identity and 
Access Management のアクションのリストは、IAM API リファレンスに記載されています。他のサービス
のアクションのリストについては、そのサービスの API リファレンスドキュメントを参照してください。

値は、サービス名前空間をアクションプレフィックス（iam、ec2 sqs、sns、s3 など）として使用し、
許可または拒否するアクションの名前を付けて特定します。この名前は、サービスでサポートされている
アクションと一致しなければいけません。プレフィックスとアクション名には、大文字と小文字の区別が
ありません。たとえば、iam:ListAccessKeys は IAM:listaccesskeys と同じです。下記の例は、
様々サービスに対するAction要素の例を示します。

Amazon SQS アクション

"Action": "sqs:SendMessage"

Amazon EC2 アクション

"Action": "ec2:StartInstances"

IAM アクション

"Action": "iam:ChangePassword"

Amazon S3 のアクション

"Action": "s3:GetObject"

Action要素には複数の値を指定することができます。

"Action": [ "sqs:SendMessage", "sqs:ReceiveMessage", "ec2:StartInstances", 
 "iam:ChangePassword", "s3:GetObject" ]
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特定の AWS 製品が提供するすべてのアクションへのアクセスを許可するには、ワイルドカード (*) を使用
することができます。たとえば、以下の Action 要素はすべての S3 アクションに適用します。

"Action": "s3:*"

また、アクション名の一部にワイルドカード（*）を使用できます。たとえば、以下の Action 要
素は、AccessKey、CreateAccessKey、DeleteAccessKey、ListAccessKeys などの文字列
UpdateAccessKey を含むすべての IAM アクションに適用されます。

"Action": "iam:*AccessKey*"

サービスの中には、使用可能なアクションに制限があるものがあります。たとえば、Amazon SQS では、
使用可能なすべての Amazon SQS アクションのサブセットだけを使用することができます。この場合、*
ワイルドカードはキューの完全なコントロールを許可せず、共有しているアクションのサブセットだけが
許可されます。詳細については、Amazon Simple Storage Service 開発者ガイドの「アクセス許可を理解
する」を参照してください。

IAM JSON ポリシー要素NotAction
NotAction は、指定されたアクションリスト以外のすべてを明示的に照合する高度なポリシー要素で
す。NotAction を使うと、一致するアクションの長いリストではなく、いくつかの一致しないアクショ
ンのリストが含まれるため、ポリシーが短くなります。NotAction を使用する場合は、この要素で指定
されるアクションは制限されたアクションのみであることに注意してください。これは、Allow 効果を使
用する場合、リストされていない該当するすべてのアクションまたはサービスが許可されることを意味し
ます。また、Deny 効果を使用する場合は、リストされていないそのようなアクションやサービスは定義
されません。NotAction を Resource 要素と共に使用することで、ポリシーの範囲を指定します。これ
により、AWS は該当するアクションまたはサービスを決定します。詳細については、次のポリシー例を参
照してください。

Allow での NotAction の使用

"Effect": "Allow" のステートメントで NotAction 要素を使用して、AWS サービス内
で、NotAction で指定したアクションを除くすべてのアクションへのアクセスを許可できます。これを
Resource 要素と共に使用してポリシーの範囲を提供し、許可されるアクションを、指定されたリソース
で実行できるアクションに制限します。

次の例では、任意の S3 リソースで実行できる、バケットの削除以外のすべての Amazon S3 アクションに
ユーザーがアクセスすることを許可します。これにより、ListAllMyBuckets S3 API オペレーションの
使用はユーザーに許可されません。そのアクションでは "*" リソースが必要であるためです。また、この
ポリシーでは、他のサービスのアクションも許可されません。他のサービスのアクションは S3 リソース
には適用されないためです。

"Effect": "Allow",
"NotAction": "s3:DeleteBucket",
"Resource": "arn:aws:s3:::*",

多数のアクションへのアクセスを許可することが必要になる場合があります。NotAction 要素を使用し
てそのステートメントを効果的に反転させることで、アクションのリストを短くすることができます。た
とえば、AWS には多数のサービスがあるため、IAM へのアクセスを除くすべてのアクションの実行をユー
ザーに許可するポリシーを作成することが必要になる場合があります。

以下の例では、IAM を除くすべての AWS サービスですべてのアクションへのアクセスをユーザーに許可
します。

"Effect": "Allow",
"NotAction": "iam:*",
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"Resource": "*"

NotAction 要素と "Effect": "Allow" をポリシー内の同じステートメントで使用したり、別のステー
トメントで使用したりすることに注意してください。NotAction は、指定したリソースに対して明示的
に列挙または適用されないすべてのサービスおよびアクションと一致するため、意図した以上のアクセス
許可をユーザーに付与する結果になる場合があります。

Deny での NotAction の使用

NotAction のステートメントで"Effect": "Deny" 要素を使用すると、NotAction 要素で指定されて
いるアクションを除いて、リストされたすべてのリソースへのアクセスを拒否できます。この組み合わせ
では、リストされた項目は許可されませんが、リストされていないアクションは明示的に拒否されます。
許可したいアクションを許可する必要があります。

次の条件付きの例では、ユーザーが MFA の使用にサインインしていない場合、非 IAM アクションへのア
クセスを拒否しています。ユーザーが MFA でサインインした場合は、"Condition" テストは失敗し、最
終的な "Deny" ステートメントは無効になります。ただし、これにより、ユーザーがアクションにアクセ
スすることは許可されないため、IAM アクションを除くアクションはすべて明示的に拒否されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
        "Sid": "DenyAllUsersNotUsingMFA", 
        "Effect": "Deny", 
        "NotAction": "iam:*", 
        "Resource": "*", 
        "Condition": {"BoolIfExists": {"aws:MultiFactorAuthPresent": "false"}} 
    }]
}

特定のサービスからのアクションを除き、特定のリージョン以外のアクションへのアクセスを拒否するポ
リシーの例については、「AWS: リクエストされたリージョンに基づいて、AWS へのアクセスを拒否す
る (p. 474)」を参照してください。

IAM JSON ポリシー要素Resource
Resource 要素は、ステートメントで取り扱う一連のオブジェクトを指定します。ステートメントに
は、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ARN を使用して、リソースを特定
します。ARN の形式についての詳細は、IAM ARN (p. 1124)を参照してください。

各サービスには、それぞれ一連のリソースがあります。リソースを特定するためには必ず ARN を使用し
ますが、それぞれのリソースの ARN の詳細は、そのサービスおよびリソースによって異なります。リ
ソースの指定方法についての情報は、お客様が記述しているステートメントを適用するリソースのサービ
スに関するドキュメントを参照してください。

Note

一部のサービスでは、個々のリソースに対してアクションを指定することができず、代わり
にActionまたはNotAction要素でリストしたアクションがサービス内のすべてのリソースに適
用されます。その場合、*要素内でワイルドカード (Resource) を使用してください。

以下の例は、特定の Amazon SQS キューを示しています。

"Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:account-ID-without-hyphens:queue1"

以下の例は、AWS アカウント 内のボブという名の IAM ユーザーを示しています。
Note

各 IAM ユーザー名は一意であり、大文字と小文字は区別されません。
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"Resource": "arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/Bob"

リソース ARN でのワイルドカードの使用
リソース ARN の一部にワイルドカードを使用することができます。ARN セグメント (コロンで区切られ
た部分) 内でワイルドカード文字 (* と?) を使用し、アスクテリスク (*) の付いた文字と疑問符 (?) が付いた
任意の 1 文字の任意の組み合わせを表すことができます。複数の * または? 各セグメントの文字。

Note

AWS 製品を識別するためにサービスセグメントでワイルドカードを使用することはできませ
ん。ARN セグメントの詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) (p. 1122)」を参照し
てください。

以下の例は、/accounting というパスを持つすべての IAM ユーザーを示しています。

"Resource": "arn:aws:iam::account-ID-without-hyphens:user/accounting/*"

以下の例は、特定の Amazon S3 バケット内のすべての項目を示しています。

"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"

アスタリスク (*) 文字を展開して、セグメント内のすべてを置き換えることができます。スラッシュ (/) な
どの文字は、特定のサービス名前空間内で区切り文字のように見える場合があります。たとえば、次のよ
うな Amazon S3 ARN を考えてみます。同じワイルドカード拡張ロジックがすべてのサービスに適用され
るためです。

"Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*/test/*"

ARN のワイルドカードは、リストされた最初のオブジェクトだけでなく、バケット内の次のすべてのオブ
ジェクトに適用されます。

DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/test/3/object.jpg 
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/3/test/4/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1///test///object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/test/.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET//test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/test/

前のリストの最後の 2 つのオブジェクトを考えてみましょう。Amazon S3 オブジェクト名は、従来の区切
り文字のスラッシュ（/）文字で開始または終了することができます。「/」は区切り文字として機能します
が、リソース ARN 内でこの文字を使用する場合は特に意味がありません。これは、他の有効な文字と同
じように扱われます。ARN は次のオブジェクトと一致しません。

DOC-EXAMPLE-BUCKET/1-test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/test/object.jpg
DOC-EXAMPLE-BUCKET/1/2/test.jpg

複数のリソースの指定
複数のリソースを特定することができます。以下の例は、2 つの DynamoDB テーブルを示しています。

"Resource": [ 
    "arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-ID-without-hyphens:table/books_table", 
    "arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-ID-without-hyphens:table/magazines_table"
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]

リソース ARN でのポリシー変数の使用
Resource 要素では、特定のリソースを示す ARN の一部 (つまり、ARN の末尾部分) で JSON ポリシー変
数 (p. 1211)を使用できます。たとえば、リソース ARN の一部としてキー {aws:username} を使用する
ことで、現在のユーザー名をリソースの名前の一部として含める必要があることを示すことができます。
以下の例は、{aws:username} 要素内での Resource キーの使用方法を示します。ポリシーは、現在の
ユーザー名に一致する Amazon DynamoDB テーブルへのアクセスを許可します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "dynamodb:*", 
    "Resource": "arn:aws:dynamodb:us-east-2:account-id:table/${aws:username}" 
  }
}

JSON ポリシー変数の詳細については、「IAM ポリシーの要素: 変数とタグ (p. 1211)」を参照してくださ
い。

IAM JSON ポリシー要素NotResource
NotResource は、指定されたリソースを除くすべてのリソースを明示的に照合する高度なポリシー要素
です。NotResource を使うと、一致する予定のリソースのリストを含めるのではなく、一致する必要が
ないアクションがいくつかリストアップされ、リソースが短くなります。これは、単一の AWS のサービ
ス内で適用されるポリシーで特に便利です。

たとえば、HRPayrollという名前のグループがあるとしましょう。HRPayroll のメンバーは、Payroll
バケット内の HRBucket フォルダ以外のすべての Amazon S3 リソースにアクセスできません。次のポ
リシーは、リストされたリソース以外のすべての Amazon S3 リソースへのアクセスを明示的に拒否しま
す。ただし、このポリシーは、すべてのリソースにユーザーのアクセス権を与えるものではないことに注
意してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "s3:*", 
    "NotResource": [ 
      "arn:aws:s3:::HRBucket/Payroll", 
      "arn:aws:s3:::HRBucket/Payroll/*" 
    ] 
  }
}

通常、リソースへのアクセスを明示的に拒否するには、"Effect":"Deny" を使用し、各フォルダを個別
にリストするResource 要素を含むポリシーを作成します。ただし、その場合には、HRBucket にフォル
ダを追加したり、アクセスすべきでない Amazon S3 にリソースを追加するたびに、Resource のリスト
にその名前を追加する必要があります。代わりに NotResource 要素を使用すると、ユーザーはフォルダ
名を NotResource 要素に追加しない限り、新しいフォルダへのアクセスは自動的に拒否されます。

NotResource を使用する場合は、この要素に指定されているリソースは制限されていないリソースの
みであることに注意してください。これにより、アクションに適用されるすべてのリソースが制限されま
す。上記の例では、ポリシーは Amazon S3 アクションにのみ影響し、そのため、Amazon S3 リソースに
のみ影響します。アクションに Amazon EC2 アクションも含まれている場合、ポリシーは EC2 リソース
へのアクセスを拒否しません。サービス内のどのアクションでリソースの ARN を指定できるかについて
は、「AWS のサービスのアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。
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NotResource とその他の要素

"Effect": "Allow"、"Action": "*"、および "NotResource": "arn:aws:s3:::HRBucket"
要素を一緒に使用しないでください。このステートメントは、HRBucket S3 バケットを除くすべてのリ
ソースで AWS のすべてのアクションを許可するため、非常に危険です。これにより、ユーザーは自身に
HRBucket へのアクセスを許可するポリシーを追加することもできます。この操作はしないでください。

NotResource 要素と "Effect": "Allow" をポリシー内の同じステートメントで使用したり、別のス
テートメントで使用したりすることに注意してください。NotResource は、明示的に列挙されないすべ
てのサービスおよびリソースを許可するため、意図した以上のアクセス許可をユーザーに付与する結果に
なる場合があります。同じステートメントで NotResource 要素と "Effect": "Deny" を使用すると、
明示的にリストされていないサービスとリソースが拒否されます。

IAM JSON ポリシー要素Condition
Condition 要素 (またはCondition block) は、ポリシーを実行するタイミングの条件を指定することが
できます。Condition 要素はオプションです。Condition 要素に、条件演算子 (p. 1196)（等しい、よ
り小さい、など）を使用して、ポリシーの条件キーバリューをリクエストコンテキストのキーバリューに
一致させる式を構築します。リクエストコンテキストの詳細については、「リクエスト (p. 8)」を参照して
ください。

"Condition" : { "{condition-operator}" : { "{condition-key}" : "{condition-value}" }}

指定する条件キーは、グローバル条件キー (p. 1253)またはサービス固有の条件キーです。グローバル条
件キーにはという aws: プレフィックスが付いています。サービス固有の条件キーには、サービスのプレ
フィックスがあります。たとえば、Amazon EC2 では、ec2:InstanceType キーを使用してそのサービ
スに固有の条件を記述できます。iam: プレフィックスが付いたサービス固有の IAM 条件キーを表示する
には、「IAM および AWS STS の条件コンテキストキー (p. 1283)」を参照してください。

条件キーの名前は大文字小文字を区別しません。たとえば、aws:SourceIP 条件キーを含めること
は、AWS:SourceIp をテストすることと同じです。条件キーの値の大文字と小文字の区別は、使用する条
件演算子 (p. 1196)によって異なります。例えば、次の条件には、johndoe によって行われたリクエスト
のみが一致するようにする StringEquals 演算子が含まれています。JohnDoe という名前のユーザーは
アクセスを拒否されます。

"Condition" : { "StringEquals" : { "aws:username" : "johndoe" }}

次の条件では、StringEqualsIgnoreCase (p. 1196) 演算子を使用して、johndoe または JohnDoe と
いう名前のユーザーに一致させます。

"Condition" : { "StringEqualsIgnoreCase" : { "aws:username" : "johndoe" }}

一部の条件キーでは、キー名の一部を指定することができるキーバリューのペアをサポートして
います。この例には、aws:RequestTag/tag-key (p. 1253) グローバル条件キー、AWS KMS
kms:EncryptionContext:encryption_context_key、および複数のサービスでサポートされている
ResourceTag/tag-key 条件キーが含まれます。

• Amazon EC2, などのサービスに ResourceTag/tag-key 条件キーを使用する場合は、tag-key の
キー名を指定する必要があります。

• キー名では大文字と小文字が区別されません。つまり、ポリシーの条件要素で "aws:ResourceTag/
TagKey1": "Value1" で指定した場合、その条件は TagKey1 または tagkey1 という名前のリソース
タグキーに一致しますが、その両方には一致しません。

• これらの属性をサポートする AWS サービスでは、大文字と小文字だけが異なる複数のキー名を作成す
ることができる場合があります。例えば、ec2=test1 および EC2=test2 を使用して Amazon EC2 イ
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ンスタンスにタグ付けします。"aws:ResourceTag/EC2": "test1" などの条件を使用して、そのリ
ソースへのアクセスを許可すると、キー名は両方のタグと一致しますが、1 つの値のみが一致します。
これにより、予期しない障害が発生することがあります。

Important

ベストプラクティスとして、キーバリューのペア属性に名前を付けるときは、アカウントのメン
バーが一貫した命名規則に従うようにします。例としては、AWS KMS タグや暗号化コンテキス
トなどがあります。これを強制するには、タグ付けに aws:TagKeys (p. 1280) 条件キーを使用
するか、AWS KMS 暗号化コンテキストに kms:EncryptionContextKeys を使用します。

• 条件演算子の一覧と各演算子の動作の説明については、「条件演算子 (p. 1196)」を参照してください。
• 他に特定のない限り、すべてのキーには複数の値を含むことができます。複数の値を持つ条件キーを処

理する方法の説明については、「複数のキーまたは値による条件の作成 (p. 1204)」を参照してくださ
い。

• グローバルに利用できる条件キーのすべてのリストについては、AWS グローバル条件コンテキスト
キー (p. 1253) を参照してください。

• 各サービスで定義される条件キーについては、「AWS のサービスのアクション、リソース、および条件
キー」を参照してください。

リクエストのコンテキスト

プリンシパル (p. 8)が AWS にリクエスト (p. 8)を行うと、AWS はリクエスト情報をリクエストコン
テキストに収集します。この情報は、リクエストの評価と承認に使用されます。JSON ポリシーの
Condition 要素を使用して、リクエストコンテキストに対して特定の条件をテストできます。たとえ
ば、aws:CurrentTime (p. 1256) 条件キーを使用するポリシーを作成して、特定の日付範囲内でのみアク
ションの実行をユーザーに許可できます (p. 462)。

リクエストが送信されると、AWS はポリシーの各条件キーを評価し、true、false、not present、場合に
よっては null （空のデータ文字列）の値を返します。リクエストに存在しないキーは、不一致と見なされ
ます。たとえば、次のポリシーでは、過去 1 時間（3,600 秒）に MFA を使用してサインインした場合に限
り、独自の多要素認証 (MFA) デバイスの削除を許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Sid": "AllowRemoveMfaOnlyIfRecentMfa", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "iam:DeactivateMFADevice" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:iam::*:user/${aws:username}", 
        "Condition": { 
            "NumericLessThanEquals": {"aws:MultiFactorAuthAge": "3600"} 
        } 
    }
}

リクエストコンテキストは次の値を返すことができます。

• True – リクエスタが過去 1 時間以内に MFA を使用してサインインした場合、条件は true を返します。
• False – リクエスタが MFA を使用して 1 時間以上前にサインインした場合、条件は false を返します。
• Not present – AWS CLI リクエスタが または AWS API の IAM ユーザーアクセスキーを使用してリクエ

ストを行った場合、キーは存在しません。この場合、キーは存在せず、一致しません。
• Null – リクエストでタグを渡すなど、ユーザーが定義した条件キーの場合、空の文字列を含めることが

できます。この場合、リクエストコンテキストの値はnullです。null 値は、場合によっては true を返す
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ことがあります。たとえば、aws:TagKeys (p. 1280) 条件キーで複数値 ForAllValues (p. 1206)
条件演算子を使用する場合、リクエストコンテキストが nullを返すと、予期しない結果が発生する
可能性があります。詳細については、「aws:TagKeys (p. 1280)」および「複数のキーバリューの使
用 (p. 1206)」を参照してください。

条件ブロック

以下の例は、Condition要素の基本フォーマットを示します。

"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["janedoe/*"]}}

リクエストからの値は、条件キーによって表現されます。この場合は s3:prefix です。コンテキスト
キーバリューは、janedoe/* などのリテラル値として指定した値と比較されます。比較の種類は、条件
演算子 (p. 1196)によって指定されます (ここでは StringLike)。等号、大なり記号、小なり記号といっ
た一般的なブール演算子を使用して、文字列、日付、数値などを比較する条件を作成できます。文字列演
算子 (p. 1196)または ARN 演算子 (p. 1202)を使用する場合は、条件値にポリシー変数 (p. 1211)を使用す
ることもできます。次の例では、aws:username 変数が含まれています。

"Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}}

一部の環境では、キーに複数の値が含まれる可能性があります。たとえば、Amazon DynamoDB へ
のリクエストによって、テーブルの複数の属性を返すまたは更新することが要求される場合があ
ります。DynamoDB テーブルへのアクセスのポリシーには、リクエスト内のすべての属性を含む
dynamodb:Attributes キーを追加できます。Condition 要素で設定演算子を使用することで、リクエ
スト内のすべての属性を、ポリシー内の許可された属性のリストと照合できます。詳細については、「複
数のキーまたは値による条件の作成 (p. 1204)」を参照してください。

リクエスト中にポリシーが評価される際、AWS はキーをリクエストからの対応する値に置き換えます。
（この例では、AWS はリクエストの日時を使用します。) 条件が評価された上で「true（真）」または
「false（偽）」が返され、それを考慮に入れてポリシー全体がリクエストを許可または拒否します。

条件内の複数の値

Condition 要素は複数の条件を含むことができ、各条件は複数のキーバリューペアを含むことができま
す。以下の図が解説したものです。
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詳細については、「複数のキーまたは値による条件の作成 (p. 1204)」を参照してください。

IAM JSON ポリシー要素: 条件演算子

Condition 要素で条件演算子を使用して、ポリシーの条件キーバリューをリクエストコンテキストの値
と一致させます。Condition 要素の詳細については、「IAM JSON ポリシー要素Condition (p. 1193)」を
参照してください。

ポリシーで使用できる条件演算子は、選択する条件キーによって異なります。グローバル条件キーまた
はサービス固有の条件キーを選択できます。グローバル条件キーに使用できる条件演算子については、
「AWS グローバル条件コンテキストキー (p. 1253)」を参照してください。サービスのサービス固有の条
件キーを表示するには、「AWS サービスのアクション、リソース、および条件キー」を参照し、キーを表
示するサービスを選択します。

Important

ポリシー条件で指定したキーがリクエストコンテキストに存在しない場合、値は一致せず条件は 
false になります。StringNotLike または ArnNotLike などのように、キーの一致を必要とし
ないポリシー条件であり、かつ正しいキーが存在していない場合、条件は true となります。この
ロジックは、...IfExists (p. 1203) および Null check (p. 1204) を除くすべての条件演算子に適用さ
れます。これらの演算子は、キーがリクエストコンテキストにある（存在する）かどうかをテス
トします。

条件演算子は次のカテゴリに分類できます。

• [String] (p. 1196) (文字列)
• 数値 (p. 1198)
• 日付および時間 (p. 1199)
• [Boolean] (p. 1199) (ブール値)
• バイナリ (p. 1200)
• IP アドレス (p. 1200)
• Amazon リソースネーム (ARN) (p. 1202) (一部のサービスでのみ使用可能)
• ...IfExists (p. 1203) (別のチェックの一部としてキーバリューが存在するかを確認)
• Null check (p. 1204) (スタンドアロンチェックとしてキーが存在するかを確認)

文字列条件演算子

文字列条件演算子では、キーと文字列値の比較に基づいてアクセスを制限する Condition 要素を構築で
きます。

条件演算子 説明

StringEquals 完全一致、大文字と小文字の区別あり。

StringNotEquals 符号反転の一致

StringEqualsIgnoreCase 完全一致、大文字と小文字の区別なし。

StringNotEqualsIgnoreCase 符号反転の一致、大文字と小文字の区別なし。

StringLike 大文字と小文字の区別がある一致。値には、複数文字一致のワイル
ドカード (*) および 1 文字一致のワイルドカード (?) を文字列のどこ
にでも含めることができます。文字列の部分一致検索を行うには、
ワイルドカードを指定する必要があります。
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条件演算子 説明

Note

キーに複数の値が含まれる場合、設定演算子 (StringLike
および ForAllValues:StringLike) を使用して
ForAnyValue:StringLike を修飾できます。詳細につい
ては、「複数のキーまたは値による条件の作成 (p. 1204)」
を参照してください。

StringNotLike 符号反転の一致には、大文字と小文字の区別があります。値には、
複数文字一致のワイルドカード (*) または 1 文字一致のワイルド
カード (?) を文字列のどこにでも含めることができます。

たとえば、次のステートメントに含まれている Condition 要素では、aws:PrincipalTag キーの使用
により、リクエストを行うプリンシパルに iamuser-admin ジョブカテゴリのタグ付けが必要であること
を指定しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:*AccessKey*", 
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/*", 
    "Condition": {"StringEquals": {"aws:PrincipalTag/job-category": "iamuser-admin"}} 
  }
}

ポリシー条件で指定したキーがリクエストコンテキストに存在しない場合、値は一致しません。この例
では、タグがアタッチされた IAM ユーザーをプリンシパルが使用している場合、aws:PrincipalTag/
job-category キーがリクエストコンテキストに存在します。これは、タグまたはセッションタグがア
タッチされた IAM ロールを使用するプリンシパルのために含まれます。タグがないユーザーがアクセス
キーを表示または編集しようとすると、条件により false が返され、リクエストはこのステートメントに
よって暗黙的に拒否されます。

次を使用できます。ポリシー変数 (p. 1211)とString条件演算子を使用します。

以下の例では、StringLike 条件演算子を使用してポリシー変数 (p. 1211)による文字列一致を実行し
て、IAM ユーザーが Amazon S3 コンソールを使用して Amazon S3 バケット内の自らの「ホームディレ
クトリ」を管理できるようにするポリシーを作成します。このポリシーは、s3:prefix が指定されたパ
ターンのいずれかに一致する限り、指定されたアクションを S3 バケットに対して実行することを許可し
ます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:GetBucketLocation" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:ListBucket", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME", 
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": [ 
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        "", 
        "home/", 
        "home/${aws:username}/" 
      ]}} 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "s3:*", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}", 
        "arn:aws:s3:::BUCKET-NAME/home/${aws:username}/*" 
      ] 
    } 
  ]
}

ウェブ ID フェデレーションによるアプリケーション ID とユーザー ID に基づいてリソースへのアクセス
を制限する Condition 要素の使用方法を示すポリシーの例については、「Amazon S3: Amazon Cognito 
ユーザーにバケット内のオブジェクトへのアクセスを許可する (p. 507)」を参照してください。

数値条件演算子

数値条件演算子では、キーと整数または 10 進値の比較に基づいてアクセスを制限する Condition 要素
を構築できます。

条件演算子 説明

NumericEquals 一致

NumericNotEquals 符号反転の一致

NumericLessThan 「未満」の部分一致

NumericLessThanEquals 「未満と等しい」の部分一致

NumericGreaterThan 「上回る」の部分一致

NumericGreaterThanEquals 「上回るまたは等しい」の部分一致

たとえば、以下のステートメントに含まれる Condition 要素は、NumericLessThanEquals 条件演算
子を s3:max-keys キーと合わせて使用して、リクエスタが  の中で一度に最大example_bucket 10 個
のオブジェクトを列挙できることを指定しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "s3:ListBucket", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::example_bucket", 
    "Condition": {"NumericLessThanEquals": {"s3:max-keys": "10"}} 
  }
}

ポリシー条件で指定したキーがリクエストコンテキストに存在しない場合、値は一致しません。この例で
は、ListBucket オペレーションを実行すると、s3:max-keys キーは常にリクエストに存在します。こ
のポリシーですべての Amazon S3 オペレーションが許可されている場合、10 以下の値を持つ max-keys
コンテキストキーを含むオペレーションのみが許可されます。

ポリシー変数 (p. 1211)とNumeric条件演算子を使用することはできません。
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日付条件演算子

日付条件演算子では、キーと日付/時刻値の比較に基づいてアクセスを制限する Condition 要素を構築で
きます。これらの条件演算子は、aws:CurrentTime キーまたは aws:EpochTime キーと合わせて使用
します。日付/時間値と共に、W3C implementations of the ISO 8601 date formats またはエポック (UNIX) 
時間のどれか 1 つを特定しなければいけません。

Note

ワイルドカードは日付条件演算子では使用できません。

条件演算子 説明

DateEquals 特定の日付との一致

DateNotEquals 符号反転の一致

DateLessThan 特定の日時よりも前の日時との一致

DateLessThanEquals 特定の日時またはそれよりも前の日時との一致

DateGreaterThan 特定の日時よりも後の日時との一致

DateGreaterThanEquals 特定の日時またはそれよりも後の日時との一致

たとえば、次のステートメントには、DateGreaterThan 条件演算子を aws:TokenIssueTime キーと
ともに使用する Condition 要素が含まれています。この条件は、リクエストの作成に使用された一時
的なセキュリティ認証情報が 2020 年に発行されたことを示します。このポリシーは、毎日プログラムに
よって更新され、アカウントメンバーが最新の資格情報を使用するようにできます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:*AccessKey*", 
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/*", 
    "Condition": {"DateGreaterThan": {"aws:TokenIssueTime": "2020-01-01T00:00:01Z"}} 
  }
}

ポリシー条件で指定したキーがリクエストコンテキストに存在しない場合、値は一致しません。プリ
ンシパルがリクエストを行うために一時的な認証情報を使用する場合に限り、リクエストコンテキスト
で aws:TokenIssueTime キーが表示されます。このキーは、アクセスキーを使用して行われたAWS 
CLI、AWS API、または AWS SDK リクエストには存在しません。この例では、IAM ユーザーがアクセス
キーを表示または編集しようとすると、リクエストは拒否されます。

Date 条件演算子でポリシー変数 (p. 1211)を使用することはできません。

ブール条件演算子

ブール条件演算子では、キーと "true (真)" または "false (偽)" の比較に基づいてアクセスを制限する
Condition 要素を構築できます。

条件演算子 説明

Bool ブールの一致
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例えば、この ID ベースポリシーはリクエストが SSL 経由でない場合に、バケットとそのコンテンツに対
するすべての S3 アクションを拒否する aws:SecureTransport キーを持つ Bool 条件演算子を使用し
ています。

Important

このポリシーでは、アクションを許可しません。特定のアクションを許可する他のポリシーと組
み合わせてこのポリシーを使用します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "BooleanExample", 
      "Action": "s3:*", 
      "Effect": "Deny", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
        "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "Bool": { 
          "aws:SecureTransport": "false" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

ポリシー条件で指定したキーがリクエストコンテキストに存在しない場合、値は一致しませ
ん。aws:SecureTransport キーは常にリクエストコンテキストに存在します。

次を使用できます。ポリシー変数 (p. 1211)とBoolean条件演算子を使用します。

バイナリ条件演算子

BinaryEquals 条件演算子では、バイナリ形式のキーバリューをテストする Condition 要素を構築でき
ます。これは、指定されたキーの値を、ポリシー内の値を base-64 エンコードした表現に対してバイト単
位で比較します。

"Condition" : { 
  "BinaryEquals": { 
    "key" : "QmluYXJ5VmFsdWVJbkJhc2U2NA==" 
  }
}      

ポリシー条件で指定したキーがリクエストコンテキストに存在しない場合、値は一致しません。

条件演算子 (p. 1211)で Binary ポリシー変数を使用することはできません。

IP アドレス条件演算子

IP アドレス条件演算子では、キーと IPv4 または IPv6 アドレスまたは IP アドレス範囲の比較に基
づいてアクセスを制限する Condition 要素を構築できます。これらを aws:SourceIp キーと合
わせて使用します。値は、標準的な CIDR 形式でなければいけません (例 : 203.0.113.0/24 または 
2001:DB8:1234:5678::/64)。IP アドレスの指定時に関連付けられたルーティングプレフィックスを使用し
ないと、IAM ではデフォルトのプレフィックス値 /32 を使用します。

IPv6 をサポートしている AWS のサービスでは、0 の範囲を :: で表します。サービスで IPv6 がサポートさ
れているかどうかは、そのサービスのドキュメントを参照してください。
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条件演算子 説明

IpAddress 所定の IP アドレスまたは範囲

NotIpAddress 所定の IP アドレスまたは範囲以外のすべての IP アドレス

たとえば、以下のステートメントでは、IpAddress 条件を aws:SourceIp キーと合わせて使用して、リ
クエストが 203.0.113.0 から 203.0.113.255 までの IP 範囲から送られてこなければいけないことを指定し
ています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:*AccessKey*", 
    "Resource": "arn:aws:iam::account-id:user/*", 
    "Condition": {"IpAddress": {"aws:SourceIp": "203.0.113.0/24"}} 
  }
}

aws:SourceIp 条件キーは、リクエストの送信元である IP アドレスに解決します。リクエストが 
Amazon EC2 インスタンスから発信された場合、aws:SourceIp はインスタンスのパブリックIPアドレス
に評価されます。

ポリシー条件で指定したキーがリクエストコンテキストに存在しない場合、値は一致しませ
ん。aws:SourceIp キーは、リクエスタが VPC エンドポイントを使用してリクエストを行う場合を除
き、リクエストコンテキストに常に表示されます。この場合、条件は false を返し、リクエストはこのス
テートメントによって暗黙的に拒否されます。

IpAddress 条件演算子でポリシー変数 (p. 1211)を使用することはできません。

次の例では、組織内の有効な IP アドレスすべてを含めるために、IPv4 と IPv6 アドレスを混在させる方法
を示しています。IPv6 への移行に合わせてポリシーが引き続き機能することを確認するため、すでにある 
IPv4 の範囲に追加する IPv6 アドレスの範囲の組織のポリシーを更新することをお勧めします。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "someservice:*", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
      "IpAddress": { 
        "aws:SourceIp": [ 
          "203.0.113.0/24", 
          "2001:DB8:1234:5678::/64" 
        ] 
      } 
    } 
  }
}

aws:SourceIp 条件キーは、テストされた API をユーザーとして直接呼び出す場合に JSON ポリシーで
のみ機能します。代わりにサービスを使用してターゲットサービスを呼び出した場合、ターゲットサービ
スは元のユーザーの IP アドレスではなく呼び出し元サービスの IP アドレスを認識します。これは、AWS 
CloudFormation を使用して Amazon EC2 を呼び出すことでインスタンスを自動的に作成した場合などに
生じることがあります。現在のところ、JSON ポリシーで評価を行うために、発信元サービスを通じて元
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の IP アドレスをターゲットサービスに渡す方法はありません。これらのタイプのサービス API 呼び出し
では、aws:SourceIp 条件キーを使用しないでください。

Amazon リソースネーム (ARN) の条件演算子

Amazon Resource Name (ARN) 条件演算子では、キーと ARN の比較に基づいてアクセスを制限する
Condition 要素を構築できます。ARN は文字列として見なされます。

条件演算子 説明

ArnEquals, ArnLike ARN の大文字と小文字を区別した一致。ARN のコロンで分割された 6 
個の各構成要素は個別に確認され、それぞれ複数文字一致のワイルド
カード (*) または 1 文字一致のワイルドカード (?) を含むことができま
す。ArnEquals および ArnLike 条件演算子は、同じように動作します。

ArnNotEquals,
ArnNotLike

ARN の符号反転の一致. ArnNotEquals および ArnNotLike 条件演算子
は、同じように動作します。

ARN 演算子が一致しない場合に、文字列演算子が一致する場合もあります。その場合は、文字列条件演算
子 (p. 1196)を使用してみてください。

たとえば、次のパターンがマッチングに使用されているとします。

arn:aws:someservice:*:111122223333:finance/*

リクエストには、次の値があります。

arn:aws:someservice:us-east-2:999999999999:store/abc:111122223333:finance/document.txt

StringLike 条件では、一致は成功します。最初のアスタリスクは us-
east-2:999999999999:store/abc: と一致します。コロン間の要素を照合する ArnLike 条件では、
照合は失敗します。最初のアスタリスクはus-east-2で失敗する999999999999:store/abc:。

次を使用できます。ポリシー変数 (p. 1211)と ARN 条件演算子を使用します。

次のリソースベースのポリシーの例は、SNS メッセージの送信先となる Amazon SQS キューにアタッチ
されたポリシーを示しています。この例では、サービスが 1 つまたは複数の特定の Amazon SNS トピッ
クのためにメッセージを送る場合に限り、1 つまたは複数のキューにメッセージを送る Amazon SNS 許可
を付与しています。Resource フィールドのキューを指定し、SourceArn キーの値として Amazon SNS 
トピックを指定します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": {"AWS": "123456789012"}, 
    "Action": "SQS:SendMessage", 
    "Resource": "arn:aws:sqs:REGION:123456789012:QUEUE-ID", 
    "Condition": {"ArnEquals": {"aws:SourceArn": "arn:aws:sns:REGION:123456789012:TOPIC-
ID"}} 
  }
}

ポリシー条件で指定したキーがリクエストコンテキストに存在しない場合、値は一致しませ
ん。aws:SourceArn キーは、リソース所有者に代わって別のサービスを呼び出すようにリソースがトリ
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ガーした場合にのみ、リクエストコンテキストに表示されます。IAM ユーザーがこのオペレーションを直
接実行しようとすると、条件によ false が返され、リクエストはこのステートメントによって暗黙的に拒
否されます。

IfExists 条件演算子

Null 条件 (StringLikeIfExists など) を除く任意の条件演算子名の末尾に IfExists を追加できま
す。「ポリシーキーがリクエストのコンテキストで存在する場合、ポリシーで指定されたとおりにキー
を処理します。キーが存在しない場合、条件要素は true と評価されます。」 ...IfExists でチェック
すると、ステートメント内の別の Condition 要素は一致なしの結果となることもありますが、キーが見つ
からないことはありません。StringNotEqualsIfExists のような否定条件演算子を持つ "Effect": 
"Deny" 要素を使用している場合は、タグがなくても要求が拒否されます。

IfExists の使用例

多くの条件キーは特定のタイプのリソースに関する情報を示し、そのタイプのリソースにアクセスして
いる場合にのみ存在します。これらの条件キーはその他のタイプのリソースにはありません。ポリシース
テートメントが 1 種類のリソースのみに適用される場合には、これで問題はありません。ところが、ポリ
シーステートメントが複数のサービスからアクションを参照する場合や、サービス内の特定のアクション
が同じサービス内の異なるタイプのリソースにアクセスする場合などのように、1 つのステートメントが
複数のタイプのリソースに適用される場合があります。このような場合、ポリシーステートメント内の 1 
つのリソースのみに適用される条件キーを含めると、ポリシーステートメントの Condition 要素が失敗
し、ステートメントの "Effect" は適用されません。

たとえば、次のポリシーの例を考えてみます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "THISPOLICYDOESNOTWORK", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "ec2:RunInstances", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": {"StringLike": {"ec2:InstanceType": [ 
      "t1.*", 
      "t2.*", 
      "m3.*" 
    ]}} 
  }
}

前述のポリシーの目的は、ユーザーが t1、t2および m3 タイプのインスタンスを起動できるようにする
ことです。ところが、インスタンスを起動する場合には、インスタンス自体に加えて、イメージ、キーペ
ア、セキュリティグループおよびそれ以上のさまざまなリソースにアクセスする必要があります。ステー
トメント全体が、インスタンスを起動するために必要なすべてのリソースに対して評価されます。これら
の追加のリソースには ec2:InstanceType 条件キーがないため、StringLike のチェックは失敗し、
ユーザーはいずれのタイプのインスタンスも起動できません。

これに対応するには、StringLikeIfExists 条件演算子を代わりに使用します。そうすれば、条件キー
が存在する場合のみにテストが行われます。以下のコードは次のように解釈できます。「チェックされる
リソースには 「ec2:InstanceType」条件キーがあり、キーバリューが t1.、t2.、または m3. で始ま
る場合にのみ、アクションを許可します。チェックされるリソースにこの条件キーがなくても問題ありま
せん。」 条件キー値のアスタリスク (*) を StringLikeIfExists 条件演算子と併用すると、ワイルド
カードとして解釈され、文字列の一部が一致します。この DescribeActions 文には、コンソールでイン
スタンスを表示するために必要なアクションが含まれます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
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        { 
            "Sid": "RunInstance", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:RunInstances", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLikeIfExists": { 
                    "ec2:InstanceType": [ 
                        "t1.*", 
                        "t2.*", 
                        "m3.*" 
             ]}} 
        }, 
        { 
            "Sid": "DescribeActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeKeyPairs", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }]
}

条件キーの有無をチェックする条件演算子

Null 条件演算子を使用して、認証時に条件キーが存在していないかどうかを確認します。ポリシース
テートメントで、true（キーは存在しません-nullです）または false（キーが存在し、その値はnullでは
ありません）を使用します。

Null 条件演算子でポリシー変数 (p. 1211)を使用することはできません。

たとえば、ユーザーが操作または一時的な認証情報に独自の認証情報を使用しているかどうかを判断す
るために、この条件演算子を使用することができます。ユーザーが一時的な認証情報を使用している場
合、キー aws:TokenIssueTime が存在し、このキーには値があります。以下の例の場合、ユーザーが 
Amazon EC2 API を使うために一時的な認証情報を使用することはできない (キーは存在してはならない) 
という条件を示しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement":{ 
      "Action":"ec2:*", 
      "Effect":"Allow", 
      "Resource":"*", 
      "Condition":{"Null":{"aws:TokenIssueTime":"true"}} 
  }
}

複数のキーまたは値による条件の作成

ポリシーの Condition 要素を使用して、1 つのキーに複数の値または複数のキーが対応つけられている
リクエストをテストできます。プログラムまたは AWS を通じて AWS Management Console にリクエス
トを行うと、リクエストにはプリンシパル、オペレーション、タグなどに関する情報が含まれます。リク
エストに含まれる情報とデータについては、「リクエスト (p. 8)」を参照してください。条件キーを使用
して、リクエスト内の一致するキーの値をテストできます。たとえば、条件キーを使用して、DynamoDB 
テーブルの特定の属性へのアクセスや、タグに基づいた Amazon EC2 インスタンスへのアクセスをコント
ロールできます。
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Condition 要素は複数の条件を含むことができ、各条件は複数のキーバリューペアを含むことができま
す。ほとんどの条件キーでは、複数の値の使用がサポートされています。以下の図が解説したものです。
他に特定のない限り、すべてのキーには複数の値を含むことができます。

トピック
• 複数のキーまたは値を持つ条件の評価ロジック (p. 1205)
• 複数のキーバリューの使用 (p. 1206)
• 条件セット演算子で複数の値を使用する例 (p. 1207)
• 条件セット演算子を持つ複数の値の評価ロジック (p. 1209)

複数のキーまたは値を持つ条件の評価ロジック

ポリシーに複数の条件演算子 (p. 1196)がある場合、または 1 つの条件演算子に複数のキーがアタッチさ
れている場合、条件は論理 AND を使用して評価されます。1 つの条件演算子に 1 つのキーのための複数の
値が含まれる場合、条件演算子は論理 OR を使用して評価されます。目的の Allow または Deny 効果を呼
び出すには、すべての条件が true に解決される必要があります。

例えば、次の条件ブロックは、上の図がポリシーでどのように表示されるかを示しています。条件ブロッ
クは条件演算子 StringEqualsIgnoreCase と StringEquals、条件キー aws:PrincipalTag と
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aws:PrincipalAccount を使用します。目的の Allow または Deny 効果を呼び出すには、すべての条
件が true に解決される必要があります。リクエストを行うユーザーには、ポリシーで指定されているタグ
キー値のいずれかを含む、department と role の両方のプリンシパルタグキーが必要です。また、リクエス
トを実行しているユーザーは、ポリシーで指定された AWS アカウント 識別子に属している必要がありま
す。

"Condition": { 
  "StringEqualsIgnoreCase": { 
    "aws:PrincipalTag/department": [ "finance", "hr", "legal" ], 
    "aws:PrincipalTag/role": [ "audit", "security" ] 
  }, 
  "StringEquals": { 
    "aws:PrincipalAccount": "123456789012" 
  }
}

Note

StringNotEquals や DateNotEqualsなどのように、否定された一致条件演算子のポリシーで
複数の値がリストされた場合、有効なアクセス許可は論理的 AND であるように働きます。例え
ば、StringNotEquals 条件演算子に aws:PrincipalAccount の値が複数ある場合、条件を
真に合わせるために、文字列はリストされた aws:PrincipalAccount の値のいずれにも一致し
ません。

複数のキーバリューの使用

条件を複数のキー値を持つ要求コンテキスト (p. 8)と比較するには、ForAllValues または
ForAnyValue 集合演算子を使用する必要があります。これらの集合演算子は、2 つの値のセットを比較
するために使用されます。

ポリシー条件が、リクエスト内のタグセットやポリシー条件内のタグセットなど、2 つの値のセット
を比較する場合、AWS にセットを比較する方法を指示する必要があります。IAM は 2 つの集合演算子
ForAnyValue および ForAllValues を定義します。集合演算子は、複数値の条件キーでのみ使用して
ください。単一値の条件キーで集合演算子を使用しないでください。

AWS 条件キーが単一値または複数値であるかどうかを判別するには、そのデータ型を確認します。サービ
スの条件キーデータ型を表示するには、「AWS サービスのアクション、リソース、および条件キー」を参
照し、条件キーを表示するサービスを選択します。条件 [Type] (型) フィールドに ArrayOf 接頭辞が含ま
れる場合、条件キーは複数値です。たとえば、AWS Key Management Service は String 単一値データ型
と ArrayOfString 複数値データ型の条件キーをサポートします。

• 単一値の条件キーはリクエストコンテキストに、最大で 1 つの値を持ちます。たとえば、AWS でリ
ソースにタグを付けることができます。リソースタグは、タグキー値のペアとして格納されます。リ
ソースタグキーは単一のタグ値を持つことができます。したがって、aws:ResourceTag/tag-key は
単一値の条件キーです。単一値の条件キーで集合演算子を使用しないでください。

• 複数値の条件キーは、リクエストコンテキストに複数の値を持つことができます。たとえば、AWS 内
のリソースにタグを付けることができ、リクエストに複数のタグキーと値のペアを含めることができま
す。したがって、aws:TagKeys は複数の値を持つ条件キーです。複数値の条件キーには集合演算子が
必要です。

ForAllValues および ForAnyValue の限定子によって条件演算子にセット演算機能が追加されるた
め、複数のリクエスト値を複数の条件値と照合できます。さらに、ワイルドカードまたは変数を使用し
てポリシーに複数列のキーを含める場合は、StringLike 条件演算子 (p. 1196)も使用する必要がありま
す。1 つのキーに複数の値が含まれるリクエストの場合、配列 (p. 1238)のように条件キーの値を角括弧で
囲む必要があります。例えば、"Key2":["Value2A", "Value2B"] です。

• ForAllValues — 複数値の条件キーで使用します。リクエストセットのすべてのメンバーの値が条件
キーセットのサブセットであるかどうかをテストします。リクエストのすべてのキーバリューがポリ
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シーの 1 つ以上の値と一致する場合、条件は true を返します。また、リクエストにキーがない場合、ま
たはキーバリューが空の文字列などの null データセットに解決される場合は true を返します。過度に制
限される可能性があるため、Allow 効果を持つ ForAllValues を使用しないでください。

• ForAnyValue — 複数値の条件キーで使用します。リクエスト値のセットの少なくとも 1 つのメンバー
が、条件キー値のセットの少なくとも 1 つのメンバーと一致するかどうかをテストします。リクエスト
内のキーバリューのいずれかがポリシーの条件値のいずれかと一致する場合に true が返されます。一致
するキーまたは空のデータセットがない場合、条件は false を返します。

Note

単一値と複数値の条件キーの違いは、ポリシー条件の値の数ではなく、要求コンテキストの値
の数によります。

条件セット演算子で複数の値を使用する例

リクエスト内の複数の値とポリシーで指定した 1 つ以上の値との一致を調べるポリシー
を作成できます。テクニカルサポートフォーラムでスレッドに関する情報を保存するため
に使用される Thread という Amazon DynamoDB テーブルがあるとします。テーブルに
は、ID、UserName、PostDateTime、Message、および Tagsという名前の属性があります。

{  
  ID=101 
  UserName=Bob 
  PostDateTime=20130930T231548Z 
  Message="A good resource for this question is docs.aws.amazon.com" 
  Tags=["AWS", "Database", "Security"]
}

DynamoDB で set 演算子を使用して、個々のデータ項目と属性へのきめ細かいアクセスを実装する方法の
詳細については、DynamoDB のきめ細かなアクセスコントロールのAmazon DynamoDB 開発者ガイドを
参照してください。

PostDateTime、Message、および Tags 属性のみの表示をユーザーに許可するポリシーを作成できま
す。ユーザーのリクエストにこれらの属性のいずれかが含まれている場合、許可されます。ただし、リク
エストに他の属性 (ID など) が含まれている場合、リクエストは拒否されます。論理的に言えば、許可さ
れる属性 (PostDateTime、Message、Tags) のリストを作成する必要があります。また、ユーザーがリ
クエストしたすべての属性が、その許可された属性のリストに含まれている必要があることをポリシーで
示す必要があります。

次のポリシーの例は、ForAllValues 条件演算子で StringEquals 限定子を使用する方法を示していま
す。この条件により、ユーザーは Thread という名前の DynamoDB テーブルから属性 ID、Message、ま
たは Tags のみをリクエストできます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "dynamodb:GetItem", 
            "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread", 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "dynamodb:Attributes": [ 
                        "ID", 
                        "Message", 
                        "Tags" 
                    ] 
                } 
            } 
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        } 
    ]
}

ユーザーが Message に対し、DynamoDB テーブルから Tags および Thread 属性を取得するためのリ
クエストをすると仮定します。この場合、ユーザーがリクエストした属性がすべてポリシーで指定された
値と一致するため、リクエストは許可されます。GetItem オペレーションは、ユーザーがデータベース
テーブルキーとして ID 属性を渡すことを必要とします。また、これはポリシーでも許可されます。ただ
し、ユーザーのリクエストに UserName 属性が含まれている場合、リクエストは失敗します。その理由
は、UserName が許可された属性のリストに含まれておらず、ForAllValues 修飾子は、要求されたすべ
ての値がポリシーに含まれている必要があるためです。

Important

dynamodb:Attributes を使用する場合、テーブルのすべてのプライマリキー属性とインデック
スキー属性の名前を指定する必要があります。ポリシーに記載されているセカンダリインデック
スも指定する必要があります。指定しなかった場合、DynamoDB は、このキー属性を使用して、
リクエストされたアクションを実行できません。

また、ユーザーが一部の属性 (ID、UserName 属性など) をリクエストに含めることを明示的に禁止する
ことができます。たとえば、更新 (PUT オペレーション) で特定の属性の変更を禁止する必要があるため、
ユーザーが DynamoDB テーブルを更新する場合に、それらの属性を除外することができます。この場
合、禁止属性 (ID、UserName) のリストを作成します。ユーザーが要求する属性のいずれかが禁止属性の
いずれかに一致する場合、リクエストを拒否します。

以下の例では、ユーザーが ForAnyValue アクションの実行を試みるときに、ID および PostDateTime
属性へのアクセスを拒否する PutItem 修飾子を使用する方法を示しています。つまり、ユーザーが
Thread テーブルで上記の属性のいずれかの更新を試みた場合です。Effect 要素が Deny に設定されて
いることに注意してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": "dynamodb:PutItem", 
        "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread", 
        "Condition": { 
            "ForAnyValue:StringEquals": { 
                "dynamodb:Attributes": [ 
                    "ID", 
                    "PostDateTime" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

ユーザーが、PostDateTime テーブルの Message および Thread 促成の更新をするリクエストを行った
とします。ForAnyValue 限定子によって、要求された属性のいずれかがポリシー内のリストに含まれる
かどうかが確認されます。この場合、1 つの一致 (PostDateTime) があるので、条件は true (真) になりま
す。リクエスト内の他の値も一致した場合（例: リソース）、ポリシー全体の評価は true（真）を返しま
す。ポリシーの結果は Deny になっているので、リクエストは拒否されます。

代わりに、ユーザーが PutItem 属性のみを使用して UserName を実行するリクエストを実行し
たとします。この場合、リクエスト内の属性 (UserName のみ) は、ポリシーに含まれるどの属性 
(ID、PostDateTime) とも一致しません。この条件では false が返されるので、ポリシーの結果 (Deny) 
も false になり、このポリシーでリクエストは拒否されません (リクエストを成功させるには、別のポリ
シーで明示的に許可する必要があります。 このポリシーでリクエストは明示的に拒否されていませんが、
すべてのリクエストが暗黙的に拒否されます)。
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Warning

ForAllValues 条件演算子を使用すると、リクエストにキーがない場合、またはキーバリューが 
null データセット（空の文字列など）に解決される場合は true を返します。リクエストに少なく
とも 1 つの値を含めるようにするには、ポリシーで別の条件を使用する必要があります。例につ
いては、「AWS リクエスト時のアクセスの制御 (p. 458)」を参照してください。

条件セット演算子を持つ複数の値の評価ロジック

このセクションでは、ForAllValues および ForAnyValue 演算子と共に使用される評価ロジックの詳
細について説明します。次の表は、リクエストに含めることができるキー (PostDateTime と UserName) 
と、PostDateTime、Message、Tags の各値を含むポリシーの条件に含めることができるキーを示して
います。

キー（リクエスト） 条件値 (ポリシー)

PostDateTime PostDateTime

UserName Message

  Tags

組み合わせの評価:

PostDateTime は PostDateTime と一致するか

PostDateTime は Message と一致するか

PostDateTime は Tags と一致するか

UserName は PostDateTime と一致するか

UserName は Message と一致するか

UserName は Tags と一致するか

条件演算子の結果は、ポリシーの条件で使用される修飾子によって異なります。

• ForAllValues. リクエスト内のすべてのキー (PostDateTime または UserName) がポリシーの 1 つ
以上の条件値 (PostDateTime、Message、Tags) と一致する場合に、true (真) が返されます。言い
換えると、条件が true (真) となるためには、PostDateTime は PostDateTime、Message、または
Tags と等しく、かつ UserName は PostDateTime、Message、または Tags と等しい必要がありま
す。

• ForAnyValueリクエスト値とポリシー値 (例にある 6 つのいずれか) の組み合わせが true (真) を返す場
合に、true (真) が返されます。

以下のポリシーには ForAllValues 限定子が含まれます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "dynamodb:GetItem", 
        "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread", 
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        "Condition": { 
            "ForAllValues:StringEquals": { 
                "dynamodb:Attributes": [ 
                    "PostDateTime", 
                    "Message", 
                    "Tags" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

ユーザーが DynamoDB に、属性 PostDateTime および UserName を取得するリクエストを送信すると
します。組み合わせの評価:

PostDateTime は PostDateTime と一致するか True

PostDateTime は Message と一致するか False

PostDateTime は Tags と一致するか False

UserName は PostDateTime と一致するか False

UserName は Message と一致するか False

UserName は Tags と一致するか False

このポリシーには ForAllValues 条件演算子修飾子が含まれています。つまり、PostDateTime に対し
て 1 つ以上の一致、UserName に対して 1 つの一致が必要です。UserName に対する一致がないので、条
件演算子は false (偽) を返し、リクエストは許可されません。

以下のポリシーには ForAnyValue 限定子が含まれます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": { 
        "Effect": "Deny", 
        "Action": "dynamodb:PutItem", 
        "Resource": "arn:aws:dynamodb:*:*:table/Thread", 
        "Condition": { 
            "ForAnyValue:StringEquals": { 
                "dynamodb:Attributes": [ 
                    "ID", 
                    "PostDateTime" 
                ] 
            } 
        } 
    }
}

ポリシーには "Effect":"Deny" が含まれており、アクションは PutItem です。ユーザーが
PutItem、UserName、Message 属性を含む PostDateTime リクエストを作成するとしましょう。その
評価、次のとおりとなります。

UserName は ID と一致するか False

UserName は PostDateTime と一致するか False
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Messages は ID と一致するか False

Message は PostDateTime と一致するか False

PostDateTime は ID と一致するか False

PostDateTime は PostDateTime と一致するか True

修飾子が ForAnyValue で、これらのテストのいずれかが true (真) を返す場合、条件は true (真) を返しま
す。最後のテストでは true が返されるので、条件は true になります。Effect 要素が Deny に設定されて
いるため、リクエストは拒否されます。

Note

リクエスト内のキーバリューが空のデータセット (たとえば、空の文字列) に解決される場
合、ForAllValues によって修飾される条件演算子は true を返します。さらに、ForAnyValue
によって修飾される条件演算子は false を返します。

単一値と複数値の条件キー

ポリシーにリストされている値の数ではなく、1 つの API コールの要求コンテキスト (p. 8)で条件に関連付
けられた潜在的な値の数により、ある条件が単一値になるか、もしくは複数値になります。単一値の条件
キーは API コールの要求コンテキストに、最大で 1 つの値を持ちます。複数値の条件キーは、API コール
の要求コンテキストに、複数の値を持つことができます。

例えば、リクエストは最大でも 1 つの VPC エンドポイントから発信されるため、the section called 
“SourceVpce” (p. 1280) は単一値の条件です。サービスには、そのサービスに属するサービスプリンシパ
ル名を複数持つことができるため、aws:PrincipalServiceNamesList (p. 1266) は複数値の条件キーです。

どの単一値の条件キーでも、ポリシー変数として使用できます。複数値の条件キーは、ポリシー変数とし
ては使用できません。ポリシー変数の詳細については、「IAM ポリシーの要素: 変数とタグ (p. 1211)」を
参照してください。

複数値の条件キーは、条件セット演算子 ForAllValues または ForAnyValue が必要です。the section 
called “RequestTag” (p. 1270) や the section called “ResourceTag” (p. 1276) のようなキーバリューペアを
含む条件キーは複数の tag-key 値を持つため、混乱を招く可能性があります。しかし、それぞれの tag-
key が持つことのできる値は 1 つであるため、aws:RequestTag とaws:ResourceTag はどちらも単一
値の条件キーです。単一値の条件キーで条件セット演算子を使用すると、過度にポリシーが許容される可
能性があります。

IAM ポリシーの要素: 変数とタグ
ポリシーを記述するときにリソースや条件キーの正確な値がわからない場合、AWS Identity and Access 
Management (IAM) のポリシー変数をプレースホルダーとして使用します。

Note

AWS が変数を解決できない場合は、これによってステートメント全体が無効になる可能性があり
ます。たとえば、aws:TokenIssueTime 変数を使用する場合は、リクエスタが一時的な認証情
報 (IAM ロール) を使用して認証した場合にのみ、変数は値に解決されます。変数が無効なステー
トメントを発生させないようにするには、...IfExists 条件演算子を使用します。 (p. 1203)

トピック
• はじめに (p. 1212)
• ポリシーでの変数の使用 (p. 1212)
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• ポリシー変数としてのタグ (p. 1214)
• ポリシー変数を使用する場所 (p. 1214)
• 値のないポリシー変数 (p. 1216)
• ポリシー変数に使用可能なリクエスト情報 (p. 1217)
• デフォルト値の指定 (p. 1219)
• 詳細情報 (p. 1219)

はじめに

IAM ポリシーでは、アクセスを制御する特定のリソースに対して名前を指定することが多くのアクセ
ションで許可されています。たとえば、以下のポリシーでは、Amazon S3 バケット mybucket 内のプレ
フィックス David が付いたオブジェクトの一覧表示、読み取り、および書き込みが許可されます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket"], 
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["David/*"]}} 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/David/*"] 
    } 
  ]
}

場合によっては、ポリシーを書く際に対象リソースの正確な名前が分からないときがあります。ポリシー
を汎用化して多くのユーザーが共用できるようにすると、ユーザーごとにポリシーの一意なコピーを作成
する必要がなくなります。たとえば、前の例のように、各ユーザーに対して Amazon S3 バケット内の各
自のオブジェクトにアクセスすることを許可するポリシーを記述する場合を考えます。この場合、リソー
スの一部としてユーザー名を明示的に指定するユーザーごとの個別のポリシーを作成するのではなく、そ
のグループに属するすべてのユーザーに対して機能する単一のグループポリシーを作成することをお勧め
します。

ポリシーでの変数の使用

ポリシーにプレースホルダーを設定するポリシー変数を使用して、ポリシー内で動的な値を定義できま
す。ポリシーの評価時に、ポリシー変数はリクエスト自体の条件コンテキストから取得された値に置き換
えられます。グローバル条件コンテキストキーは、AWS サービス間のリクエストの変数として使用できま
す。サービス固有の条件キーは、AWS リソースを操作するときの変数としても使用できますが、それら
をサポートするリソースに対してリクエストが行われた場合にのみ使用できます。各 AWS サービスとリ
ソースで使用可能なコンテキストキーのリストについては、サービス認証リファレンスをご覧ください。

変数は、ID ベースのポリシー、リソースポリシー、サービスコントロールポリシー、セッションポリ
シー、VPC エンドポイントポリシーで使用できます。アクセス許可の境界として使用される ID ベースの
ポリシーは、ポリシー変数もサポートします。

特定の状況では、グローバル条件コンテキストキーに値を設定できません。詳細については、「AWS グ
ローバル条件コンテキストキー」を参照してください。
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Important

• キー名では大文字と小文字は区別されません。たとえば、aws:CurrentTime と
AWS:currenttime は同じです。

• 単一値の条件キーは、変数として使用できます。複数値の条件キーは、変数としては使用でき
ません。

次の例は、ポリシー変数を使用する Amazon S3 バケットのポリシーを示しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket"], 
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}} 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/${aws:username}/*"] 
    } 
  ]
}

このポリシーの評価時、IAM は変数 ${aws:username} を実際の該当ユーザーのフレンドリ
名 (p. 1124)に置き換えます。つまり、ユーザーのグループに割り当てられた単一のポリシーによって、
バケットへのアクセスを制御できます。これは、リソース名の一部にユーザー名を使用することで行えま
す。

変数は、$ プレフィックスの後に波かっこ ({ }) を付けることでマークできます。${ } 文字の内部には、
ポリシーで使用する値の名前をリクエストから取得して含めることができます。使用できる値について
は、このページの後半で説明します。

Note

ポリシー変数を使用するには、ステートメントに Version 要素を含めて、ポリシー変数をサ
ポートするバージョンに設定する必要があります。変数はバージョン 2012-10-17 から導入され
ました。旧バージョンでのポリシー言語では、ポリシー変数をサポートしていません。Version
要素を含めず、適切なバージョンの日付に設定しない場合、${aws:username} などの変数はポ
リシー内のリテラル文字列として扱われます。
Version ポリシー要素は、ポリシーバージョンとは異なります。Version ポリシー要素は、
ポリシー内で使用され、ポリシー言語のバージョンを定義します。一方で、ポリシーバージョ
ンは、IAM でカスタマー管理ポリシーを変更すると作成されます。変更されたポリシーによっ
て既存のポリシーが上書きされることはありません。代わりに、IAM は管理ポリシーの新し
いバージョンを作成します。Version ポリシー要素の詳細については、「the section called 
“Version” (p. 1176)」を参照してください。ポリシーのバージョンの詳細については、「the 
section called “IAM ポリシーのバージョニング” (p. 540)」を参照してください。

同じようにポリシー変数を使用して、各ユーザーに対し、自身のアクセスキーを管理することを許可する
ことができます。ポリシーにより、ユーザーは次のようにユーザー David に対するアクセスキーをプログ
ラムによって変更することが許可されます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
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  "Statement": [{ 
    "Action": ["iam:*AccessKey*"], 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": ["arn:aws:iam::account-id:user/David"] 
  }]
}

このポリシーがユーザー David に関連付けられた場合、そのユーザーは自らのアクセスキーを変更できま
す。ユーザー固有の Amazon S3 オブジェクトへのアクセスを許可するポリシーと同様に、ユーザーの名
前を含んだ別々のポリシーをユーザーごとに作成します。その後、各ポリシーを個々のユーザーに関連付
ける必要があります。

ポリシー変数を使用することで、ポリシーを次のように作成できます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "Action": ["iam:*AccessKey*"], 
    "Effect": "Allow", 
    "Resource": ["arn:aws:iam::account-id:user/${aws:username}"] 
  }]
}

このようにユーザー名に対してポリシー変数を使用することで、ユーザーごとに別々のポリシーを作成す
る必要がなくなります。代わりに、自らのアクセスキーを管理する権限を与える必要があるすべての者を
含んだ IAM グループに対し、この新しいポリシーを関連付けることができます。ユーザーが自らのアクセ
スキーを修正することをリクエストした場合、IAM は ${aws:username} 変数を現在のリクエストから取
得したユーザー名に置き換え、ポリシーを評価します。

ポリシー変数としてのタグ
一部の AWS サービスでは、それらのサービスによって作成されたリソースに独自のカスタム属性をア
タッチできます。例えば、Amazon S3 バケットや IAM ユーザーにタグを適用できます。これらのタグ
はキーバリューのペアです。タグキー名と、そのキー名に関連付けられた値とを定義します。たとえ
ば、department キーと Human Resources 値を持つタグを作成します。IAM エンティティのタグ付け
の詳細については、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照してください。他の AWS サービスによっ
て作成されるリソースのタグ付けについては、そのサービスのドキュメントを参照してください。タグエ
ディタの使用については、「AWS Management Console ユーザーガイド」の「タグエディタの使用」を参
照してください。

IAM リソースにタグ付けすることで、IAM リソースの検出、整理、および追跡を簡単に行うことができま
す。また、IAM アイデンティティにタグ付けして、リソースまたはタグ付け自体へのアクセスを制御する
こともできます。タグを使用したアクセスの制御については、「タグを使用した IAM ユーザーおよびロー
ルへのアクセスとそのユーザーおよびロールのアクセスの制御 (p. 455)」を参照してください。

ポリシー変数を使用する場所

Resource 要素のポリシー変数、および Condition 要素の文字列比較を活用できます。

リソースの要素

ポリシー変数は Resource 要素で使用できますが、ARN のリソース部分でのみ使用できます。ARN の
この部分は、5 番目のコロン (:) の後に表示されます。サービスやアカウントなど 5 番目のコロンよりも
前の ARN の部分は、変数を使用して置き換えることはできません。ARN 形式の詳細については、IAM 
ARN (p. 1124)を参照してください。

以下のポリシーは、グループに関連付けることができます。これにより、グループ内の各ユーザーに
は、Amazon S3 内のユーザー固有のオブジェクト（自身の「ホームディレクトリ」）に対する、プログラ
ムによるフルアクセス許可が与えられます。
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": ["s3:ListBucket"], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket"], 
      "Condition": {"StringLike": {"s3:prefix": ["${aws:username}/*"]}} 
    }, 
    { 
      "Action": [ 
        "s3:GetObject", 
        "s3:PutObject" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": ["arn:aws:s3:::mybucket/${aws:username}/*"] 
    } 
  ]
}

Note

この例は aws:username キーを使用しています。これにより、「Apple」や「David」の
ようなユーザーのフレンドリ名が返されます。場合によっては、グローバルに一意の値で
ある aws:userid キーを代わりに用いる場合もあります。詳細については、「一意の識別
子 (p. 1129)」を参照してください。

次のポリシーを IAM グループで使用できます。これにより、そのグループ内のユーザーは、自らの名前を
持つ、us-east-2 リージョン内のキューを作成、使用、削除することができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ListForConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sqs:ListQueues", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllQueueActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sqs:*", 
            "Resource": "arn:aws:sqs:us-east-2:*:${aws:username}-queue" 
        } 
    ]
}

ARN の一部をタグ値で置き換えるには、接頭辞とキー名を ${} で囲みます。たとえば、Resource 要素
は、リクエストしているユーザーの department タグの値と同じ名前のバケットのみを参照します。

    "Resource": ["arn:aws:s3:::bucket/${aws:PrincipalTag/department}"]

条件の要素

ポリシー変数は、文字列演算子または ARN 演算子を含む任意の条件の Condition の値に
使用できます。文字列演算子には StringEquals、StringLike、StringNotLike など
が含まれます。ARN 演算子には ArnEquals と ArnLike が含まれます。ポリシー変数は
Numeric、Date、Boolean、Binary、IP Address、または Null など、他の演算子では使用できませ
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ん。条件演算子の詳細については、「IAM JSON ポリシー要素: 条件演算子 (p. 1196)」を参照してくださ
い。

以下の Amazon SNS トピックポリシーでは、AWS アカウント 999999999999 のユーザーが、トピック
を管理 (トピックに対するすべてのアクションを実行) できるようにします。ただし、このアクセス許可が
付与されるのは、URL が AWS ユーザー名に一致している場合のみです。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Principal": { 
        "AWS": "999999999999" 
      }, 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sns:*", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "sns:endpoint": "https://example.com/${aws:username}/" 
        }, 
        "StringEquals": { 
          "sns:Protocol": "https" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Condition 要素式のタグを参照するときは、関連する接頭辞とキー名を条件キーとして使用します。次
に、条件値でテストする値を使用します。たとえば、次のポリシー例では、IAM ユーザーへのフルアク
セスが許可されていますが、タグ costCenter がユーザーに添付されている場合に限ります。タグの値
は、12345 または 67890 である必要があります。タグ値が設定されていない場合、またはそれ以外の値
の場合、リクエストは失敗します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
          "iam:*user*" 
       ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "iam:ResourceTag/costCenter": [ "12345", "67890" ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

値のないポリシー変数

ポリシー変数が、値のない、またはリクエストの承認コンテキストに存在しない条件コンテキストキーを
参照する場合、その値は事実上 null になります。同等または同等の価値はありません。以下の場合、条件
コンテキストキーが認可コンテキストに存在しない可能性があります。

• その条件キーをサポートしていないリソースへのリクエストで、サービス固有の条件コンテキストキー
を使用しています。
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• IAM プリンシパル、セッション、リソース、またはリクエストのタグは存在しません。
• AWS グローバル条件コンテキストキー (p. 1253) 内の各グローバル条件コンテキストキーにリストされ

ているその他の状況。

IAM ポリシーの条件要素に値のない変数を使用すると（「IAM JSON ポリシー要素: 条件演算
子 (p. 1196)いいね」StringEquals または「StringLike一致しない」）、ポリシーステートメントが
有効になりません。

StringNotEquals または StringNotLike などの逆条件演算子は、テスト対象の条件キーの値が実際
の NULL 値と等しくないか、等しくないため、null 値とマッチします。

たとえば、aws:principaltag/Team はアクセスを許可するには s3:ExistingObjectTag/Team と等
しくなければなりません。aws:principaltag/Team が設定されていない場合、アクセスは特に拒否さ
れます。承認コンテキストに値のない変数をポリシーの Resource または NotResource 要素の一部とし
て使用すると、値のないポリシー変数を含むリソースはどのリソースとも一致しません。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "s3:GetObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::/example-bucket/*", 
        "StringNotEquals": { 
          "s3:ExistingObjectTag/Team": "${aws:PrincipalTag/Team}" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

ポリシー変数に使用可能なリクエスト情報

JSON ポリシーの Condition 要素を使用して、リクエストコンテキスト (p. 1220)のキーを、ポリシーで
指定したキーバリューと比較できます。ポリシー変数を使用する場合、AWS は、ポリシー内の変数の代わ
りにリクエストコンテキストキーの値を置換します。

プリンシパルキーの値

aws:username、aws:userid、および aws:PrincipalType の値は、リクエストを開始したプリン
シパルの値によって異なります。例えば、IAM ユーザー、IAM ロール、または AWS アカウントのルート
ユーザー の認証情報を使用してリクエストを行うことができます。以下のリストは、様々な種類のプリン
シパルに対するキーの値を示しています。

• AWS アカウントのルートユーザー
• aws:username: (なし)
• aws:userid: AWS アカウント ID
• aws:PrincipalType: Account

• IAM ユーザー
• aws:username: IAM-user-name
• aws:userid: 一意の ID (p. 1129)
• aws:PrincipalType: User

• 委任ユーザー
• aws:username: (なし)
• aws:userid: account:caller-specified-name
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• aws:PrincipalType: FederatedUser
• ウェブフェデレーティッドユーザーおよび SAML フェデレーティッドユーザー

Note

ウェブ ID フェデレーションを使用するときに利用可能なポリシーキーの詳細については、
「ウェブ ID フェデレーションを使用したユーザーの識別 (p. 204)」を参照してください。

• aws:username: (なし)
• aws:userid: (なし)
• aws:PrincipalType: AssumedRole

• 委任されたロール
• aws:username: (なし)
• aws:userid: role-id:caller-specified-role-name
• aws:PrincipalType: Assumed role

• Amazon EC2 インスタンスに割り当てられたロール
• aws:username: (なし)
• aws:userid: role-id:ec2-instance-id
• aws:PrincipalType: Assumed role

• 匿名の発信者（Amazon SQS Amazon SNS および Amazon S3 のみ）
• aws:username: (なし)
• aws:userid: (なし)
• aws:PrincipalType: Anonymous

この リストについては、次の点に注意してください。

• なしである場合、値が現在のリクエスト情報内に存在しないために値を一致させる試みが失敗し、ス
テートメントが無効になることを意味します。

• role-id は、作成時に各ロールに割り当てられる一意の識別子です。次の AWS CLI コマンドでロール 
ID を表示できます: aws iam get-role --role-name rolename

• caller-specified-name および caller-specified-role-name は、一時的認証情報を取得する
ための呼び出し元プロセス (アプリケーションまたはサービスなど) によって渡された名前です。

• ec2-instance-id は、インスタンスにその起動時に割り当てられ、Amazon EC2 コンソールの 
[Instances (インスタンス)] ページに表示される値です。インスタンス ID を表示するには、次の AWS 
CLI コマンドを実行します: aws ec2 describe-instances

フェデレーティッドユーザーがリクエストで利用可能な情報

フェデレーションユーザーとは、IAM 以外のシステムを使用して認証されたユーザーです。たとえば、
ある企業が AWS に発信する社内用のアプリケーションを使用しているとします。このアプリケーション
を使用する社内すべてのユーザーに IAM ID を発行することは実際的ではありません。代わりに、単一の 
IAM ID を持つプロキシ (中間層) アプリケーションを使用するか、SAML ID プロバイダー (IdP) を使用す
ることができます。プロキシアプリケーションまたは SAML IdP は、企業ネットワークを使用して個々の
ユーザーを認証します。プロキシアプリケーションは、その IAM ID を使用して、個々のユーザーの一時的
セキュリティ認証情報を取得できます。SAML IdP は、実際には AWS 一時的セキュリティ認証情報の ID 
に置き換えることができます。次に、一時的な認証情報を使用して、AWS リソースにアクセスできます。

同様に、AWS リソースへのアクセスが必要なモバイルデバイス用アプリを作成することもできます。こ
の場合、ウェブ ID フェデレーションを使用すると、アプリケーションで、Login with Amazon、Amazon 
Cognito、Facebook、Google などのよく知られた ID プロバイダーを使用するユーザーを認証できます。
その後、アプリはこれらのプロバイダーから取得したユーザーの認証情報を用いて、AWS リソースにアク
セスするための一時認証情報を取得します。
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ウェブ ID フェデレーションを使用する場合は、Amazon Cognito と AWS Mobile SDK を利用することをお
勧めします。詳細については、次を参照してください。

• Amazon Cognito ユーザーガイド
• 一時的な認証情報の一般的なシナリオ (p. 356).

特殊文字

それ以外の場合は特別な意味を持つ文字を表すことのできる、固定値を持つ事前定義された特殊なポリ
シー変数がいくつかあります。これらの特殊文字が、一致を試みている文字列、またリテラルに挿入した
文字列の一部である場合、これらは誤って解釈されます。たとえば、文字列に挿入されたアスタリスク (*) 
は、リテラルな * としてではなく、任意の文字列を指定するワイルドカードとして解釈されます。この場
合、事前定義した次のポリシー変数を使用できます。

• ${*} - * (アスタリスク) が必要な場合に使用します。
• ${?} - ? (疑問符) が必要な場合に使用します。
• ${$} - $ (ドル記号) が必要な場合に使用します。

これらの事前定義されたポリシー変数は、正規のポリシー変数を使用できるすべての文字列で使用できま
す。

デフォルト値の指定

変数にデフォルト値を追加するには、デフォルト値を一重引用符 (' ') で囲み、変数テキストとデフォル
ト値をコンマとスペース (, ) で区切ります。

例えば、プリンシパルが team=yellow でタグ付けされている場合、DOC-EXAMPLE-BUCKET-yellow
という名前で ExampleCorp's のAmazon S3 バケットにアクセスできます。このリソースを使用するポ
リシーでは、チームメンバーがチームのバケットにアクセスすることは許可されますが、他のチームのリ
ソースにアクセスすることはできません。チームタグのないユーザーの場合、company-wide のデフォル
ト値をバケットの名前として設定します。これらのユーザーは DOC-EXAMPLE-BUCKET-company-wide
バケットにのみアクセスでき、チームへの参加方法などの一般的な情報を確認できます。

"Resource":"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-${aws:PrincipalTag/team, 'company-wide'}"

詳細情報

ポリシーの詳細については、以下を参照してください。

• IAM でのポリシーとアクセス許可 (p. 417)
• IAM アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 459)
• IAM JSON ポリシー要素のリファレンス (p. 1175)
• ポリシーの評価論理 (p. 1220)
• ウェブ ID フェデレーションについて (p. 200)

IAM JSON ポリシー要素: サポートされているデータ型
このセクションでは、JSON ポリシーで値を指定するときにサポートされているデータの種類の一覧を掲
載します。ポリシー言語では、各ポリシー要素のすべての種類がサポートされているわけではありませ
ん。各要素の詳細については、前のセクションを参照してください。

• 文字列

1219

https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-identity.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ポリシーの評価論理

• 数字（整数および浮動小数点数）
• ブール値
• Null
• リスト
• マップ
• 構造体（入れ子形式のマップ）

以下の表は、各データの種類をシリアル化してまとめたものです。すべてのポリシーは UTF-8 形式でな
ければいけないことに注意してください。JSON データの種類については、RFC 4627 を参照してくださ
い。

タイプ JSON

文字列 文字列

整数 数値

浮動小数点 数値

ブール値 true または false

Null null

日付 ISO 8601 の W3C プロファイルに準拠する文字列

IP アドレス RFC 4632 に準拠する文字列

リスト 配列

オブジェクト オブジェクト

ポリシーの評価論理
プリンシパルが AWS Management Console、AWS API、または AWS CLI を使用しようとすると、プリン
シパルは AWS にリクエストを送信します。AWS サービスが、リクエストを受け取ると、AWS は、いく
つかのステップを実行してリクエストの許可または拒否を決定します。

1. 認証 – AWS は、必要に応じて、最初にリクエストを行ったプリンシパルを認証します。このステップ
は、匿名ユーザーからの一部のリクエストを許可するいくつかのサービス (Amazon S3 など) では不要
です。

2. リクエストコンテキストの処理 (p. 1220) – AWS は、リクエスト内で収集した情報を処理し、リクエス
トに適用するポリシーを決定します。

3. 単一アカウント内のポリシーを評価する (p. 1221) – AWS は、すべてのポリシータイプを評価します。
ポリシータイプは、ポリシーを評価する順序に影響を与えます。

4. アカウント内でのリクエストの許可または拒否の決定 (p. 1223) – AWS 次にリクエストコンテキストに
対してポリシーを処理して、リクエストが許可されているか拒否されているかを判断します。

リクエストコンテキストの処理
AWS はリクエストを処理して、以下の情報をリクエストコンテキスト内に取り込みます。

• アクション (またはオペレーション) – プリンシパルが実行するアクションまたはオペレーション。
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• リソース – アクションまたはオペレーションを実行する対象の AWS リソースオブジェクト。
• プリンシパル – リクエストの送信元のユーザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、またはアプリ

ケーション。プリンシパルに関する情報には、そのプリンシパルに関連付けられたポリシーが含まれま
す。

• 環境データ – IP アドレス、ユーザーエージェント、SSL 有効化ステータス、または時刻に関する情報。
• リソースデータ – リクエストされているリソースに関連するデータ。これには、DynamoDB テーブル

名、Amazon EC2 インスタンスのタグなどの情報が含まれる場合があります。

次に、AWS は以上の情報を使用してリクエストコンテキストに適用するポリシーを見つけます。

単一アカウント内のポリシーを評価する
AWS によるポリシーの評価方法は、リクエストコンテキストに適用するポリシーのタイプによって異なり
ます。以下のポリシータイプ (使用頻度の高い順に表示) は、単一の AWS アカウント で使用することがで
きます。これらのポリシータイプの詳細については、「IAM でのポリシーとアクセス許可 (p. 417)」をご
参照ください。AWS がクロスアカウントアクセスのポリシーを評価する方法については、「クロスアカウ
ントポリシーの評価論理 (p. 1231)」を参照してください。

1. ID ベースのポリシー — アイデンティティベースのポリシーは IAM ID (ユーザー、ユーザーのグルー
プ、またはロール) にアタッチされており、アクセス許可を IAM エンティティ (ユーザーおよびロール) 
にアタッチします。リクエストにアイデンティティベースのポリシーのみ、リクエストに適用された場
合、AWS では、それらのすべてのポリシーに少なくとも 1 つ Allow がないか確認します。

2. リソースベースのポリシー – リソースベースのポリシーは、プリンシパルとして指定されたプリンシ
パル (アカウント、ユーザー、ロール、ロールセッションなどのセッションプリンシパル、IAM フェデ
レーションユーザー) にアクセス許可を付与します。このアクセス許可では、ポリシーがアタッチされ
ているリソースに対してプリンシパルが実行できる操作を定義します。リソースベースのポリシーとア
イデンティティのポリシーの両方がリクエストに適用された場合、AWS では、それらのすべてのポリ
シーに少なくとも 1 つ Allow がないか確認します。リソースベースのポリシーが評価されると、ポリ
シーで指定されたプリンシパル ARN によって、他のポリシータイプの暗黙的な拒否が、最終的な決定
に適用されるかどうかが決まります。

3. IAM アクセス許可の境界 – アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーが IAM エン
ティティ (ユーザーまたはロール) に付与できるアクセス許可の上限を設定する高度な機能です。エン
ティティのアクセス許可の境界を設定した場合、エンティティは、アイデンティティベースのポリシー
とそのアクセス許可の境界の両方で許可されているアクセス許可のみ実行できます。アクセス許可の境
界で暗黙的に拒否しても、リソースベースのポリシーによって付与されるアクセス許可は制限される場
合もあります。詳細については、このトピックの後半の「アカウント内でのリクエストの許可または拒
否の決定 (p. 1223)」を参照してください。

4. AWS Organizations サービスコントロールポリシー (SCP) – Organizations SCP は、組織または組織単
位 (OU) のアクセス許可の上限を指定します。最大 SCP はメンバーアカウントのプリンシパルに適用さ
れます (各 AWS アカウントのルートユーザー など)。SCP が存在する場合、アイデンティティのポリ
シーおよびリソースベースのポリシーは、それらのポリシーと SCP によってアクションが許可されて
いる場合にのみ、メンバーアカウントのプリンシパルにアクセス許可を付与します。アクセス許可の境
界と SCP が両方存在する場合は、アクセス許可の境界、SCP、およびアイデンティティのポリシーに
よって、すべてのアクションが許可されます。

5. セッションポリシー – セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時セッ
ションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。ロールセッションをプ
ログラムで作成するには、AssumeRole* API オペレーションのいずれかを使用します。これを行い、
セッションポリシーに合格すると、結果として得られるセッションのアクセス許可は、IAM エンティ
ティの ID ベースのポリシーとセッションポリシーの共通部分です。フェデレーションユーザーのセッ
ションを作成するには、IAM ユーザーのアクセスキーを使用して、API の GetFederationToken オ
ペレーションをプログラムで呼び出します。リソースベースのポリシーは、セッションポリシーのアク
セス許可ポリシーの評価に異なる影響を与えます。この違いは、ユーザーまたはロールの ARN または
セッションの ARN がリソースベースのポリシーでプリンシパルとして表示されているかどうかによっ
て異なります。詳細については、「セッションポリシー (p. 419)」を参照してください。
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これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、その許可は無効になる点に注意してください。

リソースベースのポリシーを使用したアイデンティティベースのポリシーの評価

アイデンティティのポリシーとリソースベースのポリシーは、それらが関連付けられているアイデンティ
ティまたはリソースにアクセス許可を付与します。IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) が同じアカ
ウントのリソースへのアクセスをリクエストした場合、AWS は、アイデンティティのポリシーおよびリ
ソースベースのポリシーによって付与されているすべてのアクセス許可を評価します。結果として、合計 
2 種類のアクセス許可が付与されます。アクションがアイデンティティのポリシーかリソースベースのポ
リシー、または両方で許可されている場合、AWS はそのアクションを許可します。これらのポリシーのい
ずれかを明示的に拒否した場合、その許可は無効になります。

アクセス許可の境界を使用したアイデンティティベースのポリシーの評価

AWS でユーザーのアイデンティティベースのポリシーとアクセス許可の境界を評価する場合は、2 つの
カテゴリーの共通部分に基づいてアクセス許可が決定されます。つまり、既存のアイデンティティベース
のポリシーを使用してアクセス許可の境界をユーザーに追加すると、ユーザーが実行できるアクションが
制限される場合があります。逆に、ユーザーからアクセス許可の境界を削除すると、ユーザーが実行でき
るアクションが増える場合があります。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、その許可
は無効になります。他のポリシータイプがアクセス許可の境界で評価される方法について確認するには、
「境界を設定した場合の有効なアクセス許可の評価 (p. 434)」を参照してください。
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SCP を使用したアイデンティティベースのポリシーの評価

ユーザーが組織のメンバーであるアカウントに所属している場合、結果として得られるアクセス許可は
ユーザーのポリシーと SCP の共通部分です。つまり、アクションは、アイデンティティベースのポリシー
と SCP の両方で許可されます。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、その許可は無効に
なります。

自分のアカウントが AWS Organizations の組織のメンバーであるかどうかを確認できます。組
織のメンバーは、SCP による影響を受ける可能性があります。AWS CLI コマンドまたは AWS 
API オペレーションを使用してこのデータを表示するには、Organizations エンティティに対する
organizations:DescribeOrganization アクションのアクセス許可が必要です。Organizations コ
ンソールでオペレーションを実行するには、追加のアクセス許可が必要です。SCP が特定のリクエス
トへのアクセスを拒否しているかどうかを確認する、または有効なアクセス権限を変更するには、AWS 
Organizations 管理者に連絡してください。

アカウント内でのリクエストの許可または拒否の決定
プリンシパルが、プリンシパルのエンティティと同じアカウントのリソースにアクセスするためのリクエ
ストを AWS に送信するとします。AWS エンフォースメントコードは、リクエストを許可するか拒否する
かどうかを決定します。AWS は、リクエストコンテキストに適用されるすべてのポリシーを評価します。
単一アカウントでのポリシーの AWS 評価ロジックの概要を次に示します。

• デフォルトでは、フルアクセスを持つ AWS アカウントのルートユーザー 以外は、すべてのリクエスト
が暗示的に拒否されます。

• アイデンティティベースのポリシーまたはリソースベースのポリシーに明示的な許可が含まれている場
合、このデフォルト設定は上書きされます。

• アクセス許可の境界、Organizations SCP、またはセッションポリシーがある場合、この許可は明示的な
拒否で上書きされる場合があります。

• ポリシー内の明示的な拒否は、すべての許可に優先します。

以下のフローチャートは、決定が下されるまでの詳細な流れを示しています。このフローチャートでは、
リソースベースのポリシーと他のタイプのポリシーでの暗黙的な拒否による影響はカバーしていません。
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1. 拒否の評価 – デフォルトでは、すべてのリクエストが拒否されます。これは暗黙的な拒否 (p. 1230)と
呼ばれます。AWS エンフォースメントコードでは、リクエストに適用されるアカウント内のすべての
ポリシーを評価します。このポリシータイプには、AWS Organizations SCP、リソースベースのポリ
シー、ID ベースのポリシー、IAM 許可の境界、セッションポリシーなどがあります。エンフォースメ
ントコードでは、すべての該当するポリシーでリクエストに適用される Deny ステートメントを探しま
す。このプロセスは明示的な拒否 (p. 1230)と呼ばれています。エンフォースメントコードにより、適
用される明示的な拒否が 1 つでも見つかると、拒否の最終決定が返されます。明示的な拒否がない場合
は、エンフォースメントコードの評価は続行されます。

2. Organizations SCP - その後、エンフォースメントコードは、リクエストに適用する AWS Organizations 
サービスコントロールポリシー (SCP) を評価します。SCP は、SCP がアタッチされているアカウント
のプリンシパルに適用されます。エンフォースメントコードで SCP に Allow ステートメントが見つか
らなかった場合、例え暗黙の否定であっても、リクエストは明示的に拒否されます。エンフォースメン
トコードにより、拒否の最終決定が返ります。SCP がない場合、または SCP により、リクエストされ
たアクションが許可された場合は、エンフォースメントコードが続行されます。

3. リソースベースのポリシー - 同じアカウント内でも、リソースにアクセスするプリンシパルのタイプ
と、リソースベースのポリシーで許可されるプリンシパルに応じて、リソースベースのポリシーはポリ
シーの評価に異なる影響を与えます。リソースベースのポリシーの Allow は、ID ベースのポリシー、
アクセス許可の境界、またはセッションポリシーに潜在的な拒否があったとしても、プリンシパルのタ
イプに応じて最終的には Allow に決定されます。

ほとんどのリソースでは、ID ベースのポリシーまたはリソースベースのポリシーのいずれかでプリン
シパルを明示的に許可するだけで、アクセス権を付与できます。IAM ロール信頼ポリシー (p. 324)と
KMS キーポリシーは、プリンシパル (p. 1178)へのアクセスを明示的に許可する必要があるため、この
ロジックの例外です。

指定されたプリンシパルが IAM ユーザー、IAM ロール、またはセッションプリンシパルである場合、
リソースベースのポリシーのロジックは他のポリシータイプとは異なります。セッションプリンシパル
には、IAM ロールセッション (p. 1181)またはIAM フェデレーティッドユーザーセッション (p. 1183)が
含まれます。リソースベースのポリシーが、リクエストを作成している IAM ユーザーまたはセッション
プリンシパルに直接アクセス許可を付与する場合、ID ベースのポリシー、アクセス許可の境界、または
セッションポリシーで暗黙的な拒否が最終的な決定に影響を与えることはありません。

次の表は、ID ベースのポリシー、アクセス許可の境界、セッションポリシーで暗黙的な拒否が存在する
場合に、さまざまなプリンシパルタイプに対する、リソースベースのポリシーの影響を理解するのに役
立ちます。
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リソースベースのポリシーと他のポリシータイプでの暗黙的な拒否 (同じアカウント)

リクエスト
を実行する
プリンシパ
ル

リソース
ベースのポ
リシー

ID ベースの
ポリシー

アクセス許
可の境界

セッション
ポリシー

結果 理由

[IAM role] 
(IAM ロー
ル)

該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない ロール自体
がリクエス
トを行うこ
とはできま
せん。リク
エストは、
ロールを引
き受けた後
に、ロール
セッション
で行われま
す。

IAM ロール
セッション

ロール ARN 
を許可する

暗黙的な拒
否

暗黙的な拒
否

暗黙的な拒
否

DENY アクセス許
可の境界
とセッショ
ンポリシー
は、最終決
定の一部と
して評価さ
れます。い
ずれかの
ポリシー
で暗黙的な
拒否がある
と、DENY 
と決定され
ます。

IAM ロール
セッション

ロールセッ
ション ARN 
を許可する

暗黙的な拒
否

暗黙的な拒
否

暗黙的な拒
否

許可 アクセス許
可は、セッ
ションに直
接付与され
ます。他の
ポリシータ
イプは、決
定に影響し
ません。

IAM ユー
ザー

IAM ユー
ザーの ARN 
を許可する

暗黙的な拒
否

暗黙的な拒
否

該当しない 許可 アクセス許
可は、ユー
ザーに直接
付与されま
す。他のポ
リシータイ
プは、決定
に影響しま
せん。

1225



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ポリシーの評価論理

リクエスト
を実行する
プリンシパ
ル

リソース
ベースのポ
リシー

ID ベースの
ポリシー

アクセス許
可の境界

セッション
ポリシー

結果 理由

IAM フェデ
レーティッ
ドユーザー 
(GetFederationToken)

IAM ユー
ザーの ARN 
を許可する

暗黙的な拒
否

暗黙的な拒
否

暗黙的な拒
否

DENY アクセス許
可の境界
またはセッ
ションポリ
シーで暗
黙的な拒
否がある
と、DENY 
と決定され
ます。

IAM フェデ
レーティッ
ドユーザー 
(GetFederationToken)

IAM フェデ
レーティッ
ドユーザー
セッション 
ARN を許可
する

暗黙的な拒
否

暗黙的な拒
否

暗黙的な拒
否

許可 アクセス許
可は、セッ
ションに直
接付与され
ます。他の
ポリシータ
イプは、決
定に影響し
ません。

ルートユー
ザー

ルートユー
ザーの ARN 
を許可する

該当しない 該当しない 該当しない 許可 ルート
ユーザー
は、AWS 
アカウント 
のすべての
リソースに
完全かつ無
制限にアク
セスできま
す。AWS 
Organizations 
のアカウ
ントのルー
トユーザー
へのアクセ
スを制御
する方法に
ついては、
「Organizations 
ユーザー
ガイド」の
「サービス
コントロー
ルポリシー 
(SCP)」を
参照してく
ださい。
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リクエスト
を実行する
プリンシパ
ル

リソース
ベースのポ
リシー

ID ベースの
ポリシー

アクセス許
可の境界

セッション
ポリシー

結果 理由

AWS サービ
スプリンシ
パル

AWS サービ
スプリンシ
パルを許可
する

該当しない 該当しない 該当しない 許可 リソース
ベースの
ポリシー
が、AWS 
サービス
プリンシパ
ル (p. 1184)に
アクセス
許可を直接
付与する場
合、他のポ
リシータイ
プは決定に
影響しませ
ん。

• IAM ロール— IAM ロール ARN にアクセス許可を与えるリソースベースのポリシーは、アクセス許可
の境界またはセッションポリシーの暗黙的な拒否によって制限されます。

ロール ARN の例

arn:aws:iam::111122223333:role/examplerole

• IAM ロールセッション — 同じアカウント内で、IAM ロールセッション ARN にアクセス許可を与える
リソースベースのポリシーは、引き受けたロールセッションに、直接アクセス許可を与えます。セッ
ションに直接付与されるアクセス許可は、ID ベースのポリシー、アクセス許可の境界、またはセッ
ションポリシーの暗黙的な拒否によって制限されません。ロールを引き受けてリクエストを行う場
合、リクエストを行うプリンシパルは IAM ロールセッション ARN であり、ロールそれ自体の ARN 
ではありません。

ロールセッション ARN の例

arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/examplerole/examplerolesessionname

• IAM ユーザー — 同じアカウント内では、IAM ユーザー ARN (フェデレーティッドユーザーセッショ
ンではない) へのアクセス許可を与えているリソースベースのポリシーは、ID ベースのポリシーまた
はアクセス許可の境界による、暗黙的な拒否によって制限されません。

IAM ユーザー ARNの例

arn:aws:iam::111122223333:user/exampleuser

• IAM フェデレーティッドユーザーセッション — IAM フェデレーティッドユーザーセッション
は、GetFederationToken (p. 363) を呼び出して作成されたセッションです。フェデレーティッド
ユーザーがリクエストを行う場合、リクエストを行うプリンシパルはフェデレーティッドユーザー 
ARN であり、フェデレーションした IAM ユーザーの ARN ではありません。同じアカウント内で、
フェデレーティッドユーザー ARN にアクセス許可を与えるリソースベースのポリシーは、セッショ
ンに直接アクセス許可を与えます。セッションに直接付与されるアクセス許可は、ID ベースのポリ
シー、アクセス許可の境界、またはセッションポリシーの暗黙的な拒否によって制限されません。
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ただし、リソースベースのポリシーがフェデレーションした IAM ユーザーの ARN にアクセス許可を
与える場合、セッション中にフェデレーティッドユーザーによって行われたリクエストは、アクセス
許可の境界またはセッションポリシーの、暗黙的な拒否によって制限されます。

IAM フェデレーティッドユーザーセッション ARN の例

arn:aws:sts::111122223333:federated-user/exampleuser

4. アイデンティティベースのポリシー – コードを使用して、プリンシパルのアイデンティティベースのポ
リシーを確認します。IAM ユーザーの場合は、ユーザーポリシーや、ユーザーが属するグループのポリ
シーが含まれます。ID ベースのポリシーが無いか、ID ベースのポリシーにリクエストされたアクショ
ンを許可するステートメントがない場合、そのリクエストは暗黙的に拒否され、拒否の最終決定がコー
ドで返ります。該当する ID ベースのポリシーのステートメントで、リクエストされたアクションが許
可されている場合は、コードが継続します。

5. IAM アクセス許可の境界 – その後コードで、プリンシパルによって使用されている IAM エンティティ
にアクセス許可の境界があるかどうかが確認されます。アクセス許可の境界の設定に使用されている
ポリシーで、リクエストされたアクションが許可されていない場合、リクエストは明示的に拒否されま
す。この場合、拒否の最終決定が返ります。アクセス許可の境界がない場合、またはアクセス許可の境
界で、リクエストされたアクションが許可されている場合、コードは続行されます。

6. セッションポリシー — その後、コードは、プリンシパルがセッションプリンシパルかどうかをチェッ
クします。セッションプリンシパルには、IAM ロールセッションか IAM フェデレーティッドユーザー
セッションが含まれます。プリンシパルがセッションプリンシパルでない場合、エンフォースメント
コードは最終決定で許可を返します。

セッションプリンシパルの場合、コードは、セッションポリシーがリクエストによって渡されたかどう
かをチェックします。セッションポリシーは、AWS CLI または AWS API を使用して、ロールまたは 
IAM フェデレーティッドユーザーの一時認証情報を取得する場合に渡すことができます。
• セッションポリシーが存在し、リクエストされたアクションが許可されていない場合、そのリクエス

トは暗示的に拒否されます。この場合、拒否の最終決定が返ります。
• セッションポリシーがない場合、プリンシパルがロールセッションかどうかをコードがチェックし

ます。プリンシパルがロールセッションだった場合、リクエストは許可になります。それ以外の場合
は、リクエストは暗黙的に拒否され、コードは最終決定で拒否を返します。

• セッションポリシーが存在し、リクエストされたアクションが許可されている場合は、エンフォース
メントコードは最終決定で許可を返します。

7. エラー – 評価中に AWS エンフォースメントコードでエラーが発生すると、例外が生成され、終了しま
す。

アイデンティティベースのポリシーおよびリソースベースのポリ
シーの評価の例
最も一般的なポリシータイプは、アイデンティティベースのポリシーとリソースベースのポリシーです。
リソースへのアクセスがリクエストされると、同じアカウント内の少なくとも 1 つの許可について、AWS 
はポリシーによって付与されたすべてのアクセス許可を評価します。これらのポリシーのいずれかが明示
的に拒否された場合、許可は無効になります。

Important

同じアカウント内の ID ベースのポリシーまたはリソースベースのポリシーの一方がリクエストを
許可し、他方が許可しない場合でも、リクエストは許可されます。

Carlos のユーザー名が carlossalazar で、ファイルを Amazon S3 バケット carlossalazar-logs に
保存するとします。

また、次のポリシーを IAM ユーザー carlossalazar にアタッチするとします。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowS3ListRead", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:ListAccessPoints", 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowS3Self", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::carlossalazar/*", 
                "arn:aws:s3:::carlossalazar" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyS3Logs", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::*log*" 
        } 
    ]
}

このポリシーの AllowS3ListRead ステートメントでは、アカウント内のすべてのバケットを一覧表示す
ることを Carlos に許可します。AllowS3Self ステートメントでは、Carlos のユーザー名と同じ名前のバ
ケットに対するフルアクセスを Carlos に許可します。DenyS3Logs ステートメントでは、名前に log が
含まれている S3 バケットへのアクセスを Carlos に拒否します。

さらに、次のリソースベースのポリシー (バケットポリシー) を carlossalazar バケットにアタッチしま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/carlossalazar" 
            }, 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::carlossalazar/*", 
                "arn:aws:s3:::carlossalazar" 
            ] 
        } 
    ]
}

このポリシーでは、carlossalazar ユーザーのみが carlossalazar バケットにアクセスできることを
指定します。

Carlos がファイルを carlossalazar-logs バケットに保存することをリクエストすると、AWS はこ
のリクエストに適用されるポリシーを決定します。この例では、アイデンティティベースのポリシーとリ
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ソースベースのポリシーのみが適用されます。これらは両方ともアクセス許可ポリシーです。アクセス許
可の境界は適用されないため、評価ロジックは次のロジックに限定されます。

AWS は、最初にリクエストのコンテキストに適用される Deny ステートメントの有無を確認します。アイ
デンティティベースのポリシーでは、Carlos に対してログ記録用の S3 バケットへのアクセスが明示的に
拒否されるため、該当するステートメントが見つかります。Carlos はアクセスが拒否されます。

彼は間違いに気が付いて、ファイルを carlossalazar バケットに保存しようとします。AWS は Deny
ステートメントを探しますが、1 つも見つかりません。次に、アクセス許可ポリシーを確認します。ID 
ベースのポリシーとリソースベースのポリシーの両方で、リクエストが許可されます。従って、AWS でリ
クエストが許可されます。どちらでもステートメントが明示的に拒否された場合、リクエストは拒否され
ます。いずれかのポリシータイプでリクエストが許可され、もう一方では許可されない場合でも、リクエ
ストは許可されます。

明示的な拒否と暗黙的な拒否の違い
該当するポリシーに Deny ステートメントが含まれている場合、リクエストは明示的に拒否されます。
リクエストに適用されるポリシーに Allow ステートメントと Deny ステートメントが含まれている場合
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は、Deny ステートメントが Allow ステートメントより優先されます。リクエストは明示的に拒否されま
す。

該当する Deny ステートメントがなく、該当する Allow ステートメントもない場合は、暗黙的な拒否が発
生します。IAM プリンシパルは、デフォルトでアクセスが拒否されされるため、アクションを実行するに
は明示的に許可を受ける必要があります。そうでない場合は、アクセスは暗黙的に拒否されます。

承認戦略を設計する場合、プリンシパルのリクエストを成功させるには、作成するポリシーに Allow ス
テートメントを含める必要があります。ただし、明示的な拒否と暗黙的な拒否の任意の組み合わせを選択
できます。

例えば、許可されたアクション、暗黙的に拒否されたアクション、および明示的に拒否されたアクション
を含む、次のポリシーを作成できます。AllowGetList ステートメントは、Get または List プレフィッ
クスで始まる IAM アクションに対して、読み取り専用のアクセスを許可します。iam:CreatePolicy
など、IAM の他のすべてのアクションは、暗黙的に拒否されます。DenyReports ステートメント
は、iam:GetOrganizationsAccessReport などのReport サフィックスを含むアクションへのアクセ
スを拒否することで、IAM レポートへのアクセスを明示的に拒否します。誰かがこのプリンシパルに別の
ポリシーを追加して、iam:GenerateCredentialReport などのIAM レポートへのアクセス許可を付与
した場合は、この明示的拒否のために、レポート関連のリクエストは引き続き拒否されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowGetList", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:Get*", 
                "iam:List*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyReports", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "iam:*Report", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

クロスアカウントポリシーの評価論理
1 つのアカウントのプリンシパルが別のアカウントのリソースにアクセスすることを許可できます。これ
はクロスアカウントアクセスと呼ばれます。クロスアカウントアクセスを許可する場合、プリンシパルが
存在するアカウントを信頼されたアカウントと呼びます。リソースが存在するアカウントは、信頼するア
カウントです。

クロスアカウントアクセスを許可するには、共有するリソースにリソースベースのポリシーをアタッチし
ます。また、リクエストのプリンシパルとして機能する ID に ID ベースポリシーをアタッチする必要が
あります。信頼するアカウントのリソースベースのポリシーは、リソースにアクセスできる信頼されるア
カウントのプリンシパルを指定する必要があります。アカウント全体を指定することも、その IAM ユー
ザー、フェデレーティッドユーザー、IAM ロール、または引き受けたロールセッションを指定することも
できます。AWS サービスをプリンシパルとして指定することもできます。詳細については、「プリンシパ
ルの指定 (p. 1179)」を参照してください。

プリンシパルの ID ベースのポリシーは、信頼するサービスにあるリソースへのリクエストされたアクセス
を許可する必要があります。これを行うには、リソースの ARN を指定するか、すべてのリソースへのア
クセスを許可します (*)。

1231



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ポリシーの評価論理

IAM では、リソースベースのポリシーをロールにアタッチして、他のアカウントのプリンシパルがその 
IAM ロールを引き受けることを許可できます。ロールのリソースベースのポリシーは、ロールの信頼ポリ
シーと呼ばれます。そのロールを引き受けると、許可されたプリンシパルは結果として生じる一時的な認
証情報を使用して、アカウント内の複数のリソースにアクセスできます。このアクセスは、ロールの ID 
ベースのアクセス許可ポリシーで定義されます。ロールを使用したクロスアカウントアクセスの許可と、
他のリソースベースのポリシーを使用したクロスアカウントアクセスの許可の違いについては、「IAM 
ロールとリソースベースのポリシーとの相違点 (p. 324)」を参照してください。

Important

ポリシー評価ロジックに影響を与えるサービスもあります。たとえば、AWS Organizations は、1 
つ以上のアカウントのプリンシパルに適用できるサービスコントロールポリシーをサポートしま
す。AWS Resource Access Manager は、プリンシパルが共有されるリソースに対して実行でき
るアクションを制御するポリシーフラグメントをサポートします。

クロスアカウントリクエストが許可されているかどうかを確認

クロスアカウントリクエストの場合、信頼済み AccountA のリクエスタには ID ベースのポリシーが必要
です。このポリシーでは、信頼する AccountB のリソースへのリクエストを許可する必要があります。ま
た、AccountB のリソースベースのポリシーを使用して、AccountA のリクエスタによるリソースへのア
クセスを許可する必要があります。

クロスアカウントリクエストを行うと、AWS は 2 つの評価を実行します。AWS は、信頼するアカウント
のリクエストと信頼されるアカウントを評価します。1 つのアカウント内でリクエストが評価される方法
の詳細については、「アカウント内でのリクエストの許可または拒否の決定 (p. 1223)」を参照してくださ
い。リクエストは、両方の評価が Allow の決定を返す場合にのみ許可されます。
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1. あるアカウントのプリンシパルが別のアカウントのリソースにアクセスするためのリクエストを行う場
合のリクエストが、クロスアカウントリクエストです。

2. リクエスト元のプリンシパルは、信頼されたアカウント (AccountA) に存在します。AWS がこのアカ
ウントを評価すると、ID ベースのポリシー、および ID ベースのポリシーを制限できるすべてのポリ
シーがチェックされます。詳細については、「単一アカウント内のポリシーを評価する (p. 1221)」を
参照してください。

3. リクエストされたリソースは、信頼するアカウント (AccountB) に存在します。AWS は、このアカウ
ントを評価するときに、リクエストされたリソースにアタッチされているリソースベースのポリシー
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と、リソースベースのポリシーを制限できるすべてのポリシーがチェックされます。詳細については、
「単一アカウント内のポリシーを評価する (p. 1221)」を参照してください。

4. AWS は、両方のアカウントポリシー評価でリクエストが許可されている場合にのみリクエストを許可
します。

クロスアカウントポリシー評価の例

次の例は、あるアカウントのユーザーが、別のアカウントのリソースベースのポリシーによってアクセス
許可が付与されるシナリオを示しています。

Carlos は、アカウント 111111111111 で carlossalazar という名前の IAM ユーザーを持つ開発者であ
るとします。アカウント 222222222222 の Production-logs Amazon S3 バケットにファイルを保存し
たいと考えています。

また、次のポリシーを IAM ユーザー carlossalazar にアタッチするとします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowS3ListRead", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:ListAllMyBuckets", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowS3ProductionObjectActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:*Object*", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::Production/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DenyS3Logs", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::*log*", 
                "arn:aws:s3:::*log*/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

このポリシーの AllowS3ListRead ステートメントでは、Amazon S3 内のすべてのバケットを一覧表
示することを Carlos に許可します。この AllowS3ProductionObjectActions ステートメントによ
り、Carlos に Production バケットへのフルアクセスが許可されます。DenyS3Logs ステートメントで
は、名前に log が含まれている S3 バケットへのアクセスを Carlos に拒否します。また、これらのバケッ
ト内のすべてのオブジェクトへのアクセスを拒否します。

さらに、次のリソースベースのポリシー（バケットポリシー）を 222222222222 アカウントの
Production バケットにアタッチします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject*", 
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                "s3:PutObject*", 
                "s3:ReplicateObject", 
                "s3:RestoreObject" 
            ], 
            "Principal": { "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:user/carlossalazar" }, 
            "Resource": "arn:aws:s3:::Production/*" 
        } 
    ]
}

このポリシーにより、carlossalazar ユーザーは Production バケット内のオブジェクトにアクセス
できます。バケット内のオブジェクトを作成および編集することはできますが、削除することはできませ
ん。バケット自体を管理することはできません。

Carlos がファイルを Production-logs バケットに保存することをリクエストすると、AWS はこのリ
クエストに適用されるポリシーを決定します。この場合、アカウント 111111111111 に適用される唯
一のポリシーは、carlossalazar ユーザーにアタッチされた ID ベースのポリシーです。アカウント
222222222222 には、Production-logs バケットにアタッチされたリソースベースのポリシーはあり
ません。AWS がアカウント 111111111111 を評価するとき、Deny の決定を返します。これは、ID ベー
スのポリシーの DenyS3Logs ステートメントが、ログバケットへのアクセスを明示的に拒否するためで
す。1 つのアカウント内でリクエストが評価される方法の詳細については、「アカウント内でのリクエス
トの許可または拒否の決定 (p. 1223)」を参照してください。

リクエストはいずれかのアカウントで明示的に拒否されるため、最終的な決定はリクエストを拒否するこ
とです。
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Carlos は、その後、間違いに気付き、Production バケットにファイルを保存しようとするとしま
す。AWS は、最初にアカウント 111111111111 をチェックし、リクエストが許可されるかどうかを判
断します。ID ベースのポリシーのみが適用され、リクエストが許可されます。次に、AWS はアカウント
222222222222 をチェックします。Production バケットにアタッチされたリソースベースのポリシー
のみが適用され、リクエストが許可されます。両方のアカウントがリクエストを許可するため、最終的な
決定はリクエストを許可することです。
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IAM JSON ポリシー言語の文法
このページでは、IAM で JSON ポリシーを作成する際に使用する言語の正式な文法を示します。ポリシー
を構築および検証する方法を理解できるようにするために、この文法を示しています。

ポリシーの例については、以下のトピックを参照してください。

• IAM でのポリシーとアクセス許可 (p. 417)
• IAM アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 459)
• Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの AmazonEC2コンソールで作業するためのポリ

シーの例と AWS CLI、Amazon EC2 CLI、または AWS SDKを操作するためのポリシーの例。
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• Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのバケットポリシーの例とユーザーポリシーの例。

その他の AWS サービスで使用されるポリシーの例については、各サービスのドキュメントを参照してく
ださい。

トピック
• ポリシー言語と JSON (p. 1238)
• この文法で使用される表記規則 (p. 1238)
• 文法 (p. 1239)
• ポリシーの文法に関する注意事項 (p. 1240)

ポリシー言語と JSON
ポリシーは、JSON 形式で表されます。JSON ポリシーを作成または編集するときに、IAM はポリシー
検証を実行し、効果的なポリシーを作成するのに役立ちます。IAM は JSON 構文エラーを識別します。
一方、IAM Access Analyzer は、ポリシーをさらに絞り込むのに役立つ推奨事項を含む追加のポリシー
チェックを提供します。ポリシーの検証の詳細については、「IAM ポリシーの検証 (p. 521)」を参照し
てください。。IAM Access Analyzer ポリシーチェックと実用的な推奨事項の詳細については、「IAM 
Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

このドキュメントでは、有効な JSON の構成内容については詳しく説明しません。ただし、基本的な 
JSON のルールをいくつか紹介します。

• 個々のエンティティ間の空白文字は許可されています。
• 値は引用符で囲みます。数値やブール値の場合、引用符は省略できます。
• 多くの要素 (たとえば、action_string_list や resource_string_list) で、値として JSON 配

列を使用できます。配列では 1 つまたは複数の値を使用できます。複数の値が含まれている場合、配列
は次の例のように、角括弧 ([ と ]) で囲まれ、カンマで区切られます。

"Action" : ["ec2:Describe*","ec2:List*"]
• 基本的な JSON のデータ型 (ブール値、数値、文字列) は RFC 7159 で定義されています。

この文法で使用される表記規則
この文法では、以下の表記規則が使用されます。

• 以下の文字は JSON のトークンであり、ポリシーに含まれます。

{ } [ ] " , :
• 以下の文字は文法の特殊文字であり、ポリシーには含まれません。

= < > ( ) |
• 要素で複数の値を使用できる場合、繰り返し値、カンマ区切り文字、および省略符号 (...) で示されま

す。例:

[<action_string>, <action_string>, ...]

<principal_map> = { <principal_map_entry>, <principal_map_entry>, ... }

複数の値が許可されている場合、値が 1 つだけ含むことも有効です。値が 1 つだけである場合、末尾の
カンマは省略する必要があります。要素で配列（[ と ] で表される）を使用する場合、含まれている値が 
1 つだけであるときは、角括弧を省略できます。例:

"Action": [<action_string>]
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"Action": <action_string>
• 要素に続く疑問符 (?) は、その要素が省略できることを示します。例:

<version_block?>

ただし、省略可能な要素の詳細については、文法の一覧の後に続く注意事項を参照してください。
• 要素間の縦棒 (|) は選択肢を示します。この文法では、括弧は選択肢の範囲を定義します。例:

("Principal" | "NotPrincipal")
• リテラル文字列にする必要がある要素は二重引用符 (") で囲まれます。例:

<version_block> = "Version" : ("2008-10-17" | "2012-10-17")

その他の注意事項については、文法の一覧の後にある「ポリシーの文法に関する注意事項 (p. 1240)」を参
照してください。

文法
以下の一覧では、ポリシー言語の文法について説明します。この一覧で使用されている表記規則について
は、前のセクションを参照してください。詳細については、後に示されている注意事項を参照してくださ
い。

Note

この文法では、2008-10-17 と 2012-10-17 のバージョンでマークされているポリシーについ
て説明します。Version ポリシー要素は、ポリシーバージョンとは異なります。Version ポリ
シー要素は、ポリシー内で使用され、ポリシー言語のバージョンを定義します。一方で、ポリ
シーバージョンは、IAM でカスタマー管理ポリシーを変更すると作成されます。変更されたポリ
シーによって既存のポリシーが上書きされることはありません。代わりに、IAM は管理ポリシー
の新しいバージョンを作成します。Version ポリシー要素の詳細については、「IAM JSON ポ
リシー要素Version (p. 1176)」を参照してください。ポリシーのバージョンの詳細については、
「the section called “IAM ポリシーのバージョニング” (p. 540)」を参照してください。

policy  = { 
     <version_block?> 
     <id_block?> 
     <statement_block>
}

<version_block> = "Version" : ("2008-10-17" | "2012-10-17")

<id_block> = "Id" : <policy_id_string>

<statement_block> = "Statement" : [ <statement>, <statement>, ... ]

<statement> = {  
    <sid_block?>, 
    <principal_block?>, 
    <effect_block>, 
    <action_block>, 
    <resource_block>, 
    <condition_block?>
}

<sid_block> = "Sid" : <sid_string>

<effect_block> = "Effect" : ("Allow" | "Deny")   

<principal_block> = ("Principal" | "NotPrincipal") : ("*" | <principal_map>)
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<principal_map> = { <principal_map_entry>, <principal_map_entry>, ... }

<principal_map_entry> = ("AWS" | "Federated" | "Service" | "CanonicalUser") :    
    [<principal_id_string>, <principal_id_string>, ...]

<action_block> = ("Action" | "NotAction") :  
    ("*" | [<action_string>, <action_string>, ...])

<resource_block> = ("Resource" | "NotResource") :  
    : ("*" | <resource_string> | [<resource_string>, <resource_string>, ...])

<condition_block> = "Condition" : { <condition_map> }
<condition_map> = {  
  <condition_type_string> : { <condition_key_string> : <condition_value_list> }, 
  <condition_type_string> : { <condition_key_string> : <condition_value_list> }, ...
}   
<condition_value_list> = [<condition_value>, <condition_value>, ...]
<condition_value> = (<condition_value_string> | <condition_value_string> | 
 <condition_value_string>)

ポリシーの文法に関する注意事項
• 1 つのポリシーにステートメントの配列を含めることができます。
• ポリシーの最大サイズは 2,048 ～ 10,240 文字で、ポリシーがアタッチされるエンティティによって異

なります。詳細については、「IAM クォータおよび AWS STS クォータ、名前の要件、および文字の制
限 (p. 1131)」を参照してください。ポリシーのサイズの計算には、空白文字は含まれません。

• 個々の要素に、同じキーの複数のインスタンスを含めることはできません。たとえば、同じステートメ
ントに Effect ブロックを 2 回含めることはできません。

• ブロックは任意の順序で記述できます。たとえば、ポリシー内で version_block
が id_block の後にあってもかまいません。同様に、ステートメント内で
effect_block、principal_block、action_block は任意の順序で記述できます。

• リソースベースのポリシーでは、id_block はオプションです。アイデンティティベースのポリシーに
含めることはできません。

• principal_block 要素は、リソースベースのポリシー (Amazon S3 のバケットポリシーなど) および 
IAM ロールの信頼ポリシーでは必須です。アイデンティティベースのポリシーに含めることはできませ
ん。

• Amazon S3 バケットポリシーの principal_map 要素には、CanonicalUser ID を含めることができ
ます。ほとんどのリソースベースのポリシーは、このマッピングをサポートしていません。バケットポ
リシーでの正規ユーザー ID の使用の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイ
ドの「ポリシーでのプリンシパルの指定の」を参照してください。

• 各文字列値
（policy_id_string、sid_string、principal_id_string、action_string、resource_string、condition_type_string、condition_key_string、
および文字列バージョンの condition_value）では、それぞれの最小長と最大長の制限、特定の許容
値、または必要な内部形式が決まっている場合があります。

文字列値に関する注意事項
このセクションでは、ポリシー内の複数の要素で使用される文字列値に関する追加情報を示します。

action_string

サービス名前空間、コロン、およびアクション名で構成されます。アクション名にはワイルドカード
を含めることができます。例:

"Action":"ec2:StartInstances"

1240

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/s3-bucket-user-policy-specifying-principal-intro.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/s3-bucket-user-policy-specifying-principal-intro.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
ポリシーの文法

"Action":[ 
  "ec2:StartInstances", 
  "ec2:StopInstances"
]

"Action":"cloudformation:*"

"Action":"*"

"Action":[ 
  "s3:Get*", 
  "s3:List*"
]

policy_id_string

ポリシーに関する情報をまとめて含める方法を提供します。Amazon SQS や Amazon SNS などの一
部のサービスでは、Id 要素は予約された方法で使用されます。個々のサービスで制限されていない限
り、policy_id_string には空白文字を含めることができます。一部のサービスでは、この値が AWS ア
カウント内で一意である必要があります。

Note

id_block は、リソースベースのポリシーでは使用できますが、アイデンティティベースの
ポリシーでは使用できません。

長さに制限はありません。ただし、この文字列はポリシー全体の長さにカウントされ、全体の長さは
制限されます。

"Id":"Admin_Policy"

"Id":"cd3ad3d9-2776-4ef1-a904-4c229d1642ee"

sid_string

個々のステートメントに関する情報含める方法を提供します。IAM ポリシーでは、基本的な英数字 (A
～Z、a～z、0～9) のみを Sid 値に使用できます。リソースポリシーをサポートするその他の AWS 
サービスでは、Sid 値に関して他の要件がある場合があります。例えば、一部のサービスには AWS 
アカウント 内でこの値が一意であること、スペースなどの追加の文字を Sid 値で使用できることで
す。

"Sid":"1"  

"Sid": "ThisStatementProvidesPermissionsForConsoleAccess"

principal_id_string

AWS アカウント の Amazon リソースネーム (ARN) (p. 1124)、IAM ユーザー、IAM ロール、フェデ
レーションユーザー、または引き受けたロールユーザーを使用してプリンシパルを指定する方法を提
供します。AWS アカウント では、完全な ARN の代わりに短縮形 AWS:accountnumber を使用でき
ます。AWS のサービス、割り当てられたロールなどを含むすべてのオプションについては、「プリン
シパルの指定 (p. 1179)」を参照してください。

"すべてのユーザー/匿名ユーザー" を指定するには、* のみを使用できることに注意してください。こ
れを使用して名前または ARN の一部を指定することはできません。

resource_string

多くの場合、Amazon リソースネーム (p. 1124) (ARN) で構成されます。

"Resource":"arn:aws:iam::123456789012:user/Bob"
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"Resource":"arn:aws:s3:::examplebucket/*"

condition_type_string

StringEquals、StringLike、NumericLessThan、DateGreaterThanEquals、Bool、BinaryEquals、IpAddress、ArnEquals
など、テストされる条件のタイプを指定します。条件タイプの詳細なリストについては、「IAM 
JSON ポリシー要素: 条件演算子 (p. 1196)」を参照してください。

"Condition": { 
  "NumericLessThanEquals": { 
    "s3:max-keys": "10" 
  }
}

"Condition": { 
  "Bool": { 
    "aws:SecureTransport": "true" 
  }
}

"Condition": { 
  "StringEquals": { 
      "s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256" 
   }
}

condition_key_string

条件が満たされているかどうかを判断するために値がテストされる条件キーを識別します。AWS 
は、AWS、aws:PrincipalType、aws:SecureTransport、aws:userid を含むすべてのサービ
スで使用できる条件キーのセットを定義します。

AWS の条件キーのリストについては、「AWS グローバル条件コンテキストキー (p. 1253)」を参照
してください サービスに固有の条件キーについては、以下のようなそのサービスのドキュメントを参
照してください。
• Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドのポリシーでの条件の指定
• 詳細については、Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの「IAM と Amazon EC2」

を参照してください。

"Condition":{ 
  "Bool": { 
      "aws:SecureTransport": "true" 
   }
}

"Condition": { 
  "StringNotEquals": { 
      "s3:x-amz-server-side-encryption": "AES256" 
   }
}

"Condition": { 
  "StringEquals": { 
    "aws:ResourceTag/purpose": "test" 
  }
}

condition_value_string

条件が満たされているかどうかを判断する condition_key_string の値を識別します。条件タイプの有効
な値の一覧については、「IAM JSON ポリシー要素: 条件演算子 (p. 1196)」を参照してください。
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"Condition":{ 
  "ForAnyValue:StringEquals": { 
  "dynamodb:Attributes": [ 
   "ID", 
   "PostDateTime" 
  }
}

AWSジョブ機能の 管理ポリシー
最小権限を付与する (p. 941)ポリシーを使用するか、タスクの実行に必要な権限のみを付与することをお
勧めします。最小限の権限を付与する最も安全な方法は、チームに必要な権限のみを使用してカスタムポ
リシーを作成することです。必要に応じて、チームがより多くの権限を要求できるようにプロセスを作成
する必要があります。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマー管理ポリシー (p. 514)を作成す
るには、時間と専門知識が必要です。

AWS マネージドポリシー (p. 427) を使用して、IAM ID (ユーザー、ユーザーのグループ、およびロール) 
へのアクセス許可の追加を開始。AWS 管理ポリシーは一般的な使用例をカバーし、AWS アカウント で利
用できます。AWS 管理ポリシーは、最小特権のアクセス許可を付与しません。プリンシパルにジョブに必
要な以上のアクセス許可を付与すると、セキュリティ上のリスクを考慮する必要があります。

AWS管理ポリシー（ジョブ機能を含む）を任意の IAM ID に添付することができます。最小権限権限に切
り替えるには、AWS Identity and Access ManagementAnalyzerにアクセスしてプリンシパルをモニタリン
グするAWS管理ポリシーを使用します。どの権限を使用しているかを学習したら、カスタムポリシーを
作成するか、チームに必要な権限のみを持つポリシーを生成できます。これは安全性は低くなりますが、
チームが AWS をどのように使用しているかを学習するにつれて柔軟性が高まります。

AWSジョブ機能の 管理ポリシーは、IT 業界の一般的なジョブ機能と密接に連携するように設計されてい
ます。これらのポリシーを使用すると、特定のジョブ機能を持つ人によるタスクの実行に必要な権限を簡
単に付与することができます。これらのポリシーは、多くのサービスの権限を一つのポリシーに統合して
いるため、権限が様々なポリシーに分散している場合に比べてより作業しやすくなっています。

ロールを使用してサービスを連動する

他の AWS サービスにある機能の活用を促すために IAM サービスのロールを使用するポリシーもありま
す。これらのポリシーは、iam:passrole にアクセス許可を付与します。これによりポリシーが適用さ
れるユーザーは AWS のサービスにロールを渡すことができます。このロールは、お客様に代わってアク
ションを実行するための IAM アクセス許可を AWS のサービスに委任します。

必要に応じてロールを作成する必要があります。たとえば、ネットワーク管理者のポリシーでは、ポリ
シーを利用するユーザーは「flow-logs-vpc」というロールを Amazon CloudWatch サービスに渡すことが
できます。CloudWatch は、そのロールを使用して、ユーザーが作成した VPC の IP トラフィックをログ
に記録し、キャプチャします。

セキュリティのベスト プラクティスに従うは、渡すことができる有効なロール名を制限するフィルタを、
ジョブ機能のポリシーに含めます。これは不要な権限の付与を避けるのに役立ちます。ご自分のユーザー
にオプション サービス ロールが必要な場合は、ポリシーで指定されている命名規則に従うロールを作成す
る必要があります。その後、ロールに権限を付与します。この処理が終わると、ユーザーは、ロールを使
用するサービスを設定して、そのロールが提供する権限を付与することができます。

次のセクションでは、各ポリシーの名前は AWS Management Console のポリシー詳細ページへのリンク
です。ここでは、ポリシードキュメントを表示し、そのポリシーによって付与されるアクセス許可を確認
できます。

管理者ジョブ関数
AWS 管理ポリシー名: AdministratorAccess
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https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess
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ユースケース: このユーザーはフルアクセスが許可され、AWS のあらゆるサービスおよびリソースにアク
セス許可を委任できます。

ポリシーの更新 AWSは、このポリシーを維持および更新します。このポリシーの変更履歴について
は、IAM コンソールでポリシーを表示し、ポリシーバージョンタブを選択します。ジョブ関数のポリシー
の更新の詳細については、「ジョブ機能の AWS 管理ポリシー (p. 1249)」を参照してください。

ポリシーの詳細: このポリシーでは、アカウントの AWS のすべてのサービスおよびリソースに対するすべ
てのアクションを許可します。

Note

IAM ユーザーまたはロールが、このポリシーのアクセス許可を使用して AWS Billing and Cost 
Management コンソールにアクセスするには、まず IAM ユーザーおよびロールのアクセスをア
クティブ化する必要があります。そのためには、請求コンソールへのアクセスの委任に関する
チュートリアルのステップ 1 (p. 32) の手順に従ってください。

請求ジョブ関数
AWS 管理ポリシー名: Billing

ユースケース: このユーザーは請求情報の確認、支払いの設定、支払いの承認を行う必要があります。ユー
ザーは、AWS のサービス全体の累計されたコストをモニタリングできます。

ポリシーの更新 AWSは、このポリシーを維持および更新します。このポリシーの変更履歴について
は、IAM コンソールでポリシーを表示し、ポリシーバージョンタブを選択します。ジョブ関数のポリシー
の更新の詳細については、「ジョブ機能の AWS 管理ポリシー (p. 1249)」を参照してください。

ポリシーの詳細: このポリシーでは、請求、コスト、支払い方法、予算、レポートを管理するためのフ
ルアクセス許可を付与します。その他のコスト管理ポリシーの例については、「AWS Billing and Cost 
Management ユーザーガイド」の「AWS Billing ポリシー例」を参照してください。

Note

IAM ユーザーまたはロールが、このポリシーのアクセス許可を使用して AWS Billing and Cost 
Management コンソールにアクセスするには、まず IAM ユーザーおよびロールのアクセスをア
クティブ化する必要があります。そのためには、請求コンソールへのアクセスの委任に関する
チュートリアルのステップ 1 (p. 32) の手順に従ってください。

データベース管理者のジョブ機能
AWS 管理ポリシー名: DatabaseAdministrator

ユースケース: このユーザーは AWS クラウドのデータベースのセットアップ、設定、メンテナンスを行い
ます。

ポリシーの更新 AWSは、このポリシーを維持および更新します。このポリシーの変更履歴について
は、IAM コンソールでポリシーを表示し、ポリシーバージョンタブを選択します。ジョブ関数のポリシー
の更新の詳細については、「ジョブ機能の AWS 管理ポリシー (p. 1249)」を参照してください。

ポリシーの詳細: このポリシーでは、データベースの作成、設定、メンテナンスを行うためのアクセス許
可を付与します。これは、へのアクセスが含まれていますAWSAmazon DynamoDB、Amazon Relational 
Database Service (RDS)、Amazon Redshift などのデータベースサービスを利用できます。このポリシー
がサポートしているデータベースサービスの詳細なリストに対するポリシーを表示します。

このジョブ機能ポリシーは、ロールを AWS サービスへ渡す機能をサポートしています。このポリシー
は、次の表で示されるロールに対してのみ iam:PassRole アクションを許可します。詳細については、
このトピックで後述する「ロールの作成とポリシーのアタッチ (コンソール) (p. 1250)」を参照してくださ
い。
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https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/job-function/Billing
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/billing-example-policies.html
https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/job-function/DatabaseAdministrator
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データベース管理者のジョブ機能のオプション IAM サービスロール

ユースケース ロール名 (* はワイルド
カードです)

選択するサービス
ロールの種類

この AWS 管理ポリシーを
選択します。

ユーザーに RDS データベー
スのモニタリングを許可し
ます

rds-monitoring-role 拡張モニタリング
用 Amazon RDS 
ロール

AmazonRDSEnhancedMonitoringRole

AWS Lambda に、データ
ベースのモニタリングと外
部データベースへのアクセ
スを許可します

rdbms-lambda-access Amazon EC2 AWSLambda_FullAccess

Lambda が DynamoDB を
使用して Amazon S3 およ
び Amazon Redshift クラ
スターにファイルをアップ
ロードすることを許可する

lambda_exec_role AWS Lambda AWS ビッグデータブロ
グで定義されているように
新しい管理ポリシーを作成
します

Lambda 関数
に、DynamoDB テーブルの
トリガーとしての動作を許
可します

lambda-dynamodb-* AWS Lambda AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

Lambda 関数が VPC 内の 
Amazon RDS へのアクセス
を許可する

lambda-vpc-execution-
role

AWS Lambda 開発
者ガイド に定義さ
れているように、
信頼ポリシーを適
用したロールを作
成します

AWSLambdaVPCAccessExecutionRole

AWS Data Pipeline 
に、AWS へのアクセスを許
可します

DataPipelineDefaultRole AWS Data Pipeline 
開発者ガイド に定
義されているよう
に、信頼ポリシー
を適用したロール
を作成します

AWS Data Pipeline のド
キュメントには、このユー
スケースに必要なアクセ
ス許可が記載されていま
す。「AWS Data Pipeline
の IAM ロール」を参照し
てください。

Amazon EC2 インスタン
スで実行されるアプリケー
ションに、AWS リソースへ
のアクセスを許可します

DataPipelineDefaultResourceRoleAWS Data Pipeline 
開発者ガイド に定
義されているよう
に、信頼ポリシー
を適用したロール
を作成します

AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

データサイエンティストジョブ関数
AWS 管理ポリシー名: DataScientist

ユースケース: このユーザーは Hadoop ジョブおよびクエリを実行します。このユーザーは、データ分析
やビジネスインテリジェンス用の情報にアクセスして分析も行います。

ポリシーの更新 AWSは、このポリシーを維持および更新します。このポリシーの変更履歴について
は、IAM コンソールでポリシーを表示し、ポリシーバージョンタブを選択します。ジョブ関数のポリシー
の更新の詳細については、「ジョブ機能の AWS 管理ポリシー (p. 1249)」を参照してください。
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_Monitoring.OS.html
https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSEnhancedMonitoringRole
http://aws.amazon.com/blogs/big-data/from-sql-to-microservices-integrating-aws-lambda-with-relational-databases
https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/AWSLambda_FullAccess
http://aws.amazon.com/blogs/big-data/a-zero-administration-amazon-redshift-database-loader
http://aws.amazon.com/blogs/big-data/a-zero-administration-amazon-redshift-database-loader
http://aws.amazon.com/blogs/big-data/a-zero-administration-amazon-redshift-database-loader
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/with-ddb.html
https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaDynamoDBExecutionRole
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/vpc-rds.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/vpc-rds.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/vpc-rds.html
https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/vpc-rds.html
https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSLambdaVPCAccessExecutionRole
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforDataPipelineRole
https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/job-function/DataScientist
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ポリシーの詳細: このポリシーでは、Amazon EMR クラスターでクエリを作成、管理、実行し、Amazon 
QuickSight などのツールでデータを分析するアクセス許可を付与します。このポリシーには、追加のデー
タサイエンティストサービス (AWS Data Pipeline、Amazon EC2、Amazon Kinesis、Amazon Machine 
Learning、および SageMaker に導入されている。このポリシーがサポートしているデータサイエンティス
トサービスの詳細なリストに対するポリシーを表示します。

このジョブ機能ポリシーは、ロールを AWS サービスへ渡す機能をサポートしています。一方のステート
メントは、任意のロールを SageMaker に渡すことを許可します。別のステートメントは、次の表で示さ
れるロールに対してのみ iam:PassRole アクションを許可します。詳細については、このトピックで後
述する「ロールの作成とポリシーのアタッチ (コンソール) (p. 1250)」を参照してください。

データサイエンティストのジョブ機能に対するオプション IAM サービスロール

ユースケース ロール名 (* はワイル
ドカードです)

選択するサービス
ロールの種類

選択する AWS 管理
ポリシー

Amazon EC2 インスタンスの、
クラスターに適したサービスお
よびリソースへのアクセスを許
可します。

EMR-
EC2_DefaultRole

EC2 の Amazon EMR AmazonElasticMapReduceforEC2Role

Amazon EMR アクセスを許可
して Amazon EC2 サービスお
よびクラスターのリソースにア
クセスする

EMR_DefaultRole Amazon EMR AmazonEMRServicePolicy_v2

Kinesis Kinesis Data Analytics 
でストリーミングデータソース
へのアクセスを許可する

kinesis-* AWS ビッグデータブ
ログに定義されてい
るように、信頼ポリ
シーを適用したロー
ルを作成します。

ユースケースに応じ
て選択できる 4 つの
オプションの概要に
ついては、「AWS 
ビッグデータブロ
グ」を参照してくだ
さい。

AWS Data Pipeline に、AWS へ
のアクセスを許可します

DataPipelineDefaultRoleAWS Data Pipeline 開
発者ガイド に定義さ
れているように、信
頼ポリシーを適用し
たロールを作成しま
す

AWS Data Pipeline 
のドキュメントに
は、このユースケー
スに必要なアクセス
許可が記載されてい
ます。「AWS Data 
Pipelineの IAM ロー
ル」を参照してくだ
さい。

Amazon EC2 インスタンスで
実行されるアプリケーション
に、AWS リソースへのアクセ
スを許可します

DataPipelineDefaultResourceRoleAWS Data Pipeline 開
発者ガイド に定義さ
れているように、信
頼ポリシーを適用し
たロールを作成しま
す

AmazonEC2RoleforDataPipelineRole

開発者パワーユーザージョブ機能
AWS 管理ポリシー名: PowerUserAccess

ユースケース: このユーザーはアプリケーション開発タスクを実行し、AWS 対応アプリケーションの開発
をサポートするリソースとサービスを作成および設定できます。
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https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/DeveloperGuide/emr-iam-roles-defaultroles.html
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/DeveloperGuide/emr-iam-roles-defaultroles.html
https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonElasticMapReduceforEC2Role
https://docs.aws.amazon.com/emr/latest/DeveloperGuide/emr-iam-roles-defaultroles.html
https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEMRServicePolicy_v2
http://aws.amazon.com/blogs/big-data/a-zero-administration-amazon-redshift-database-loader
http://aws.amazon.com/blogs/big-data/a-zero-administration-amazon-redshift-database-loader
http://aws.amazon.com/blogs/big-data/a-zero-administration-amazon-redshift-database-loader
http://aws.amazon.com/blogs/big-data/a-zero-administration-amazon-redshift-database-loader
http://aws.amazon.com/blogs/big-data/a-zero-administration-amazon-redshift-database-loader
http://aws.amazon.com/blogs/big-data/a-zero-administration-amazon-redshift-database-loader
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/datapipeline/latest/DeveloperGuide/dp-iam-roles.html
https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonEC2RoleforDataPipelineRole
https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/PowerUserAccess
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ポリシーの更新 AWS: このポリシーを維持および更新します。このポリシーの変更履歴については、IAM 
コンソールでポリシーを表示し、ポリシーバージョンタブを選択します。ジョブ関数のポリシーの更新の
詳細については、「ジョブ機能の AWS 管理ポリシー (p. 1249)」を参照してください。

ポリシーの説明: このポリシーの最初のステートメントでは、NotAction (p. 1189) 要素を使用し
て、すべての AWS のサービスのすべてのアクションと、すべてのリソース (AWS Identity and Access 
Management、AWS Organizations、AWS Account Management を除く) のすべてのアクションを許可し
ます。2 つめのステートメントでは、サービスにリンクされたロールを作成する IAM アクセス許可を付
与します。これは、別のサービスのリソース (Amazon S3 バケットなど) にアクセスしなければならない
サービスに必要です。また、ユーザーの組織に関する情報 (管理アカウントの E メールや組織の制限など) 
を表示する Organizations アクセス許可を付与します。このポリシーは、IAM、Organizations を制限しま
すが、IAM Identity Center が有効化されている場合には、ユーザーが、IAM Identity Center のすべてのア
クションを実行できるようになります。また、アカウントに対してどの AWS リージョンが有効か無効か
を表示するためのアカウント管理のアクセス許可も付与されます。

ネットワーク管理者のジョブ機能
AWS 管理ポリシー名: NetworkAdministrator

ユースケース: このユーザーは AWS; ネットワークリソースの設定とメンテナンスを担当します。

ポリシーの更新: AWS は、このポリシーを維持および更新します。このポリシーの変更履歴について
は、IAM コンソールでポリシーを表示し、ポリシーバージョンタブを選択します。ジョブ関数のポリシー
の更新の詳細については、「ジョブ機能の AWS 管理ポリシー (p. 1249)」を参照してください。

ポリシーの説明:このポリシーは、Auto Scaling、Amazon EC2 、AWS Direct Connect、 
Route 53、Amazon CloudFront、Elastic Load Balancing 、AWS Elastic Beanstalk、 Amazon 
SNS、CloudWatch、CloudWatch Logs、Amazon S3、IAM、Amazon Virtual PrivateCloud でネットワーク
リソースを作成および維持するためのアクセス許可を付与します 。

このジョブ機能には、ロールを AWS サービスへ渡す機能が必要です。このポリシーは、次の表で指定さ
れたロールに対してのみ iam:GetRole と iam:PassRole を付与します。詳細については、このトピッ
クで後述する「ロールの作成とポリシーのアタッチ (コンソール) (p. 1250)」を参照してください。

ネットワーク管理者のジョブ機能のオプション IAM サービスロール

ユースケース ロール名 (* はワイル
ドカードです)

選択するサービス
ロールの種類

選択する AWS 管理
ポリシー

Amazon VPC に、ユーザーに代
わって CloudWatch Logs でロ
グを作成および管理し、VPC を
出入りする IP トラフィックを
モニタリングするのを許可しま
す

flow-logs-* Amazon VPC ユー
ザーガイドに定義さ
れているように、信
頼ポリシーを適用し
たロールを作成しま
す。

このユースケースに
は、既存の AWS 管
理ポリシーがあり
ませんが、ドキュ
メントには必要な
権限が記載されてい
ます。Amazon VPC 
User Guide を参照し
てください。

読み取り専用アクセス
AWS 管理ポリシー名: ReadOnlyAccess

ユースケース: このユーザーには、AWS アカウント のすべてのリソースへの読み取り専用アクセス権が必
要です。

ポリシーの更新 AWSは、このポリシーを維持および更新します。このポリシーの変更履歴について
は、IAM コンソールでポリシーを表示し、ポリシーバージョンタブを選択します。ジョブ関数のポリシー
の更新の詳細については、「ジョブ機能の AWS 管理ポリシー (p. 1249)」を参照してください。
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https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/job-function/NetworkAdministrator
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html#flow-logs-iam
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html#flow-logs-iam
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html#flow-logs-iam
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html#flow-logs-iam
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/flow-logs.html#flow-logs-iam
https://console.aws.amazon.com/iam/home#policies/arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess
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ポリシーの説明:このポリシーは、リソースとその属性を一覧表示、取得、説明、その他の表示するため
のアクセス許可を付与します。これは、作成や削除のような突然変異機能が含まれていません。このポ
リシーには、AWS や AWS Identity and Access Management などのセキュリティ関連の AWS Billing and 
Cost Management サービスへの読み取り専用アクセスが含まれています。このポリシーがサポートしてい
るデータベースサービスの詳細なリストに対するポリシーを表示します。

セキュリティ監査ジョブ機能
AWS 管理ポリシー名: SecurityAudit

ユースケース: このユーザーはセキュリティ要件の遵守についてアカウントをモニタリングします。この
ユーザーは、潜在的なセキュリティ侵害や悪意のある行為を調査するためのログおよびイベントにアクセ
スできます。

ポリシーの更新: AWS は、このポリシーを維持および更新します。このポリシーの変更履歴について
は、IAM コンソールでポリシーを表示し、ポリシーバージョンタブを選択します。ジョブ関数のポリシー
の更新の詳細については、「ジョブ機能の AWS 管理ポリシー (p. 1249)」を参照してください。

ポリシーの詳細: このポリシーでは、AWS の多数のサービスの設定データを表示し、それらのログを確認
するアクセス許可を付与します。

Support ユーザジョブ機能
AWS 管理ポリシー名: SupportUser

ユースケース: このユーザーは AWS サポートに連絡し、サポートケースを作成して、既存のケースの状態
を確認します。

ポリシーの更新: AWSは、このポリシーを維持および更新します。このポリシーの変更履歴について
は、IAM コンソールでポリシーを表示し、ポリシーバージョンタブを選択します。ジョブ関数のポリシー
の更新の詳細については、「ジョブ機能の AWS 管理ポリシー (p. 1249)」を参照してください。

ポリシーの詳細: このポリシーでは、AWS サポートケースを作成および更新するアクセス許可を付与しま
す。

システム管理者のジョブ機能
AWS 管理ポリシー名: SystemAdministrator

ユースケース: このユーザーは開発運用リソースのセットアップおよびメンテナンスを行います。

ポリシーの更新: AWSは、このポリシーを維持および更新します。このポリシーの変更履歴について
は、IAM コンソールでポリシーを表示し、ポリシーバージョンタブを選択します。ジョブ関数のポリシー
の更新の詳細については、「ジョブ機能の AWS 管理ポリシー (p. 1249)」を参照してください。

ポリシーの説明:このポリシーでは、AWS CloudTrail、Amazon CloudWatch、AWS CodeCommit、AWS 
CodeDeploy、AWS Config、AWS Directory Service、Amazon EC2、AWS Identity and Access 
Management、AWS Key Management Service、AWS Lambda、Amazon RDS、Route 53、Amazon 
S3、Amazon SES、Amazon SQS、AWS Trusted Advisor、Amazon VPC などのさまざまな AWS サービ
スにわたってリソースを作成および維持するためのアクセス許可を付与します。

このジョブ機能には、ロールを AWS サービスへ渡す機能が必要です。このポリシーは、次の表で指定さ
れたロールに対してのみ iam:GetRole と iam:PassRole を付与します。詳細については、このトピッ
クで後述する「ロールの作成とポリシーのアタッチ (コンソール) (p. 1250)」を参照してください。
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システム管理者のジョブ機能のオプション IAM サービスロール

ユースケース ロール名 (* はワイル
ドカードです)

選択するサービス
ロールの種類

選択する AWS 管理
ポリシー

Amazon ECS クラスターの 
EC2 インスタンスで実行され
るアプリケーションに Amazon 
ECS へのアクセスを許可します

ecr-sysadmin-* EC2 コンテナサービ
スの Amazon EC2 の
ロール

AmazonEC2ContainerServiceforEC2Role

ユーザーがデータベースをモニ
タリングすることを許可します

rds-monitoring-role 拡張モニタリング用 
Amazon RDS ロール

AmazonRDSEnhancedMonitoringRole

EC2 インスタンスで実行される
アプリケーションの、AWS リ
ソースへのアクセスを許可しま
す。

ec2-sysadmin-* Amazon EC2 Linux インスタンス用
の Amazon EC2 ユー
ザーガイドに示され
ているように、S3 バ
ケットへのアクセス
を許可するロールの
サンプルポリシー。 
必要に応じてカスタ
マイズします。

Lambda が DynamoDB Streams 
の読み取り、CloudWatch Logs 
への書き込みを許可する

lambda-sysadmin-* AWS Lambda AWSLambdaDynamoDBExecutionRole

閲覧専用ユーザージョブ関数
AWS 管理ポリシー名: ViewOnlyAccess

ユースケース: このユーザーは、サービスにわたるアカウントの AWS リソースや基本のメタデータのリス
トを表示できます。このユーザーは、クォータを超えるリソースコンテンツやメタデータを読み取ること
や、リソース情報をリスト表示することはできません。

ポリシーの更新: AWSは、このポリシーを維持および更新します。このポリシーの変更履歴について
は、IAM コンソールでポリシーを表示し、ポリシーバージョンタブを選択します。ジョブ関数のポリシー
の更新の詳細については、「ジョブ機能の AWS 管理ポリシー (p. 1249)」を参照してください。

ポリシーの詳細: このポリシーでは、AWS サービスのリソースに対する
List*、Describe*、Get*、View*、および Lookup* アクセス許可を付与します。このポリシーに含ま
れる各サービスのアクションを確認するには、「ViewOnlyAccess」を参照してください。

ジョブ機能の AWS 管理ポリシー
これらのポリシーはすべて AWS によって維持され、AWS サービスによって追加された新しいサービスや
新機能のサポートを含めるよう最新の状態に保たれます。これらのポリシーは、お客様が変更することは
できません。ポリシーのコピーを作成してそのコピーを変更できますが、AWS での新しいサービスや API 
オペレーションの導入時に、そのコピーは自動的に更新されません。

ジョブ機能ポリシーの場合、IAM コンソールでバージョン履歴と各更新の日時を表示できます。これを行
うには、このページのリンクを使用して、ポリシーの詳細を表示します。次に、[ポリシーのバージョン] 
タブをクリックして、バージョンを表示します。このページには、ポリシーの最後の 25 バージョンが表
示されます。ポリシーのすべてのバージョンを表示するには、get-policy-version AWS CLI コマンドまたは
GetPolicyVersion API オペレーションを呼び出します。
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Note

カスタマー管理ポリシーには最大 5 つのバージョンを含めることができますが、AWS は AWS 管
理ポリシーの完全なバージョン履歴を保持します。

ロールの作成とポリシーのアタッチ (コンソール)
上記のいくつかのポリシーでは、ロールを利用して、AWS サービスがお客様に代わってオペレーションを
実行するアクセス許可をそれらのサービスに付与しています。ジョブ機能ポリシーは、使用しなければな
らない正確なロール名、または、使用可能な名前の前半を少なくとも含んでいるプレフィックスを指定し
ます。これらのロールのいずれかを作成するには、次の手順のステップを実行します。

AWS のサービス のロールを作成するには (IAM コンソール)

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

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。
3. AWS のサービス のロールタイプを選択します。
4. サービスのユースケースを選択します。ユースケースは、サービスに必要な信頼ポリシーを含めるよ

うに定義されています。
5. [Next] (次へ) をクリックします。
6. 可能であれば、アクセス許可ポリシーとして使用するポリシーを選択します。または、[Create policy]

(ポリシーの作成) を選択して、新しいブラウザータブを開き、最初から新しいポリシーを作成しま
す。詳細については、IAM ユーザーガイド の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

7. ポリシーを作成したら、そのタブを閉じて元のタブに戻ります。サービスに割り当てるアクセス許可
ポリシーの横にあるチェックボックスをオンにします。

選択したユースケースに応じて、サービスでは次のようなことが可能になる場合があります。

• サービスがロールのアクセス許可を定義しているため、何もありません。
• 制限されたアクセス権限から選択します。
• すべてのアクセス権限から選択します。
• 今回は、ポリシーなしを選択します。しかし、後でポリシーを作成し、それをロールにアタッチす

ることは可能です。
8. (オプション) アクセス許可の境界を設定します。これは、サービスロールに使用できる高度な機能で

あり、サービスリンクされたロールではありません。

[Permissions boundary] (アクセス許可の境界) セクションを展開し、[Use a permissions boundary to 
control the maximum role permissions] (アクセス許可の境界を使用して、ロールのアクセス許可の上
限を設定する) を選択します。IAM には、アカウント内の AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリ
シーのリストがあります。アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択するか、[ポリシーの
作成] を選択して新しいブラウザタブを開き、新しいポリシーをゼロから作成します。詳細について
は、IAM ユーザーガイド の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。ポリシーを作成したら、そ
のタブを閉じて元のタブに戻り、アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択します。

9. [Next] (次へ) をクリックします。
10. [ロール名] で、ロール名のカスタマイズの度合いはサービスによって定義されます。サービスのロー

ル名が定義されている場合、このオプションを変更することはできません。その他の場合、サービス
はロールのプレフィックスを定義し、オプションのサフィックスを入力できるようにするかもしれま
せん。一部のサービスでは、ロール名全体を指定することができます。

可能な場合は、このロールの目的を識別するのに役立つロール名またはロール名サフィックスを入力
します。ロール名は AWS アカウント アカウント内で一意である必要があります。ロール名では大文
字と小文字が区別されないため、PRODROLE および prodrole の両方の名前を持つロールを作成する
ことはできません。さまざまなエンティティがロールを参照する可能性があります。そのため、作成
後はロールの名前を変更できません。
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11. (オプション) [Description] (説明) には、新しいロールの説明を入力します。
12. [Step 1: Select trusted entities] (ステップ 1: 信頼済みエンティティの選択) または [Step 2: Select 

permissions] (ステップ 2: 権限の選択) のセクションで [Edit] (編集) を選択し、ロールのユースケース
と権限を変更します。

13. (オプション) タグをキーバリューのペアとしてアタッチして、メタデータをロールに追加しま
す。IAM でのタグの使用に関する詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースにタグ
を付ける」を参照してください。

14. ロールを確認してから、[Create role] (ロールを作成) を選択します。

例 1: データベース管理者としてユーザーを設定する (コンソール)

この例では、IAM ユーザーである Alice をデータベース管理者 (p. 1244)として設定するために必要な手順
を示しています。そのセクションのテーブルの最初の列情報を使用し、ユーザーが Amazon RDS モニタ
リングを有効にできるようにします。Alice の IAM ユーザーに DatabaseAdministrator ポリシーをアタッ
チして、IAM ユーザーが Amazon データベースサービスを管理できるようにします。このポリシーによっ
て、Alice は rds-monitoring-role という名前のロールを Amazon RDS サービスに渡すことができ、
サービスが Alice の代わりに Amazon RDS データベースをモニタリングすることができます。

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

2. [ポリシー] を選択し、検索ボックスに database と入力してから[Enter] を押します。
3. [DatabaseAdministrator] ポリシーのラジオボタンを選択し、[アクション]、[アタッチ] の順に選択しま

す。
4. エンティティのリストから [Alice] を選択してから、[ポリシーをアタッチ] を選択します。これで Alice 

は、AWS データベースを管理できます。ただし、Alice がこれらのデータベースをモニタリングでき
るようにするには、サービスロールを設定する必要があります。

5. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。
6. [AWS サービス] ロールタイプを選択してから、[Amazon RDS] を選択します。
7. [拡張モニタリングの Amazon RDS ロール] ユースケースを選択します。
8. Amazon RDS により、ロールのアクセス許可が定義されます。[Next: Review (次へ: 確認)] を選択して

続行します。
9. ロール名は、Alice が現在持っている DatabaseAdministrator ポリシーによって指定されたものである

必要があります。たとえば rds-monitoring-role です。[Role name] (ロール名) にそれを入力しま
す。

10. (オプション) [Role description] (ロールの説明) に、新しいロールの説明を入力します。
11. 詳細を確認したら、[ロールの作成] を選択します。
12. これで Alice は、Amazon RDS コンソールの [Monitoring] (モニタリング) セクションで [RDS 

Enhanced Monitoring] (RDS 拡張モニタリング) を有効にできるようになりました。たとえば、DB イ
ンスタンスを作成する場合、リードレプリカを作成する場合、または、DB インスタンスを修正する
場合に有効にします。Alice は、[Enable Enhanced Monitoring] (拡張モニタリングを有効にする) を
[Yes] (はい) に設定するときに、作成したロール名 (rds-monitoring-role) を [Monitoring Role] (モニタリ
ングロール) ボックスに入力する必要があります。

例 2: ネットワーク管理者としてユーザーを設定する (コンソール)

この例では、IAM ユーザーである Jorge をネットワーク管理者 (p. 1247)として設定するために必要な手
順を示しています。このセクションの表の情報を使用して、Jorge が VPC との間で送受信される IP トラ
フィックをモニタリングできるようにします。また、Jorge がその情報を CloudWatch Logs のログに取
り込むことができるようにします。NetworkAdministrator ポリシーを Jorge の IAM ユーザーにアタッチし
て、IAM ユーザーが AWS ネットワークリソースを設定できるようにします。このポリシーでは、フロー
ログを作成する際に、Jorge が flow-logs* で始まる名前のロールを Amazon EC2 に渡すことも可能で
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す。このシナリオでは、例 1 と違って事前定義されたサービスロールの種類がないため、いくつかのス
テップが異っています。

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

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択し、検索ボックスに network と入力してから [Enter] を
押します。

3. NetworkAdministrator ポリシーの横にあるチェックボックスをオンにし、[アクション]、[アタッチ] の
順に選択します。

4. ユーザーのリストで、Jorge の横にあるチェックボックスを選択してから、[Attach policy] (ポリシー
のアタッチ) を選択します。これで Jorge は、AWS ネットワークリソースを管理できます。ただ
し、VPC の IP トラフィックのモニタリングを有効にするには、サービスロールを設定する必要があ
ります。

5. 作成する必要のあるサービスロールに事前定義された管理ポリシーがないため、先にそれを作成する
必要があります。ナビゲーションペインで、[ポリシー]、[ポリシーの作成] の順に選択します。

6. [ポリシーエディタ] セクションで、[JSON] オプションを選択し、以下の JSON ポリシードキュメント
からテキストをコピーします。このテキストを [JSON] ボックスに貼り付けます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Action": [ 
        "logs:CreateLogGroup", 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:PutLogEvents", 
        "logs:DescribeLogGroups", 
        "logs:DescribeLogStreams" 
      ], 
      "Effect": "Allow", 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

7. ポリシーの検証 (p. 521)中に生成されたセキュリティ警告、エラー、または一般的な警告を解決して
から、[Next] (次へ) を選択します。

Note

いつでも [Visual] と [JSON] エディタオプションを切り替えることができます。ただし、
[Visual] エディタで [次] に変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成して visual 
エディタに合わせて最適化することがあります。詳細については、「ポリシーの再構
成 (p. 1091)」を参照してください。

8. [確認および作成] ページで、ポリシー名として「vpc-flow-logs-policy-for-service-role」
と入力します。[このポリシーで定義されているアクセス許可] を確認し、ポリシーによって付与され
たアクセス許可を確認し、[ポリシーを作成] を選択して作業を保存します。

新しいポリシーが管理ポリシーの一覧に表示され､アタッチの準備ができます。
9. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。
10. [AWS サービス] ロールタイプを選択し、続いて [Amazon EC2] を選択します。
11. [Amazon EC2] ユースケースを選択します
12. [アクセス許可ポリシーをアタッチする] ページで、先ほど作成したポリシー [vpc-flow-logs-policy-for-

service-role] を選択してから、[Next: Review (次へ: 確認)] を選択します。
13. ロール名は Jorge が現在持っている、NetworkAdministrator ポリシーによって許可されている必要が

あります。flow-logs- で始まる名前であれば、使用可能です。この例では、[Role name] (ロール名) 
に flow-logs-for-jorge と入力します。
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14. (オプション) [Role description] (ロールの説明) に、新しいロールの説明を入力します。
15. 詳細を確認したら、[ロールの作成] を選択します。
16. これで、このシナリオで必要な信頼ポリシーを設定することができます。[Roles] (ロール) ページ

で、flow-logs-for-jorge ロール (チェックボックスではなく名前) を選択します。新しいロールの詳細
ページで、[信頼関係] タブを選択してから、[信頼関係の編集] を選択します。

17. 「Service」行の ec2.amazonaws.com のエントリを置き換えて以下のように変更します。

        "Service": "vpc-flow-logs.amazonaws.com"

18. Jorge はこれで、Amazon EC2 コンソールで VPC またはサブネットのフローログを作成できます。
フローログを作成するときに、flow-logs-for-jorge ロールを指定します。このロールには、ログを作成
し、そのログにデータを書き込む権限があります。

AWS グローバル条件コンテキストキー
プリンシパル (p. 8)が AWS にリクエスト (p. 8)を行うと、AWS はリクエスト情報をリクエストコンテ
キスト (p. 8)に収集します。JSON ポリシーの Condition 要素を使用して、リクエストコンテキストの
キーを、ポリシーで指定したキー値と比較できます。グローバルキーがリクエストコンテキストに含ま
れる状況の詳細については、各グローバル条件キーの可用性情報を参照してください。JSON ポリシーで
Condition 要素を使用する方法の詳細については、「IAM JSON ポリシー要素Condition (p. 1193)」を参
照してください。

Note

いくつかの状況でのみ利用可能な条件キーを使用する場合は、条件演算子の IfExists (p. 1203)
バージョンを使用できます。リクエストコンテキストに条件キーがない場合、ポリシーは評価に
失敗する可能性があります。たとえば、...IfExists 演算子を使用する以下の条件ブロックで
は、リクエストの送信元が特定の IP 範囲または VPC である場合、この条件に一致となります。
いずれかまたは両方のキーがリクエストコンテキストに含まれていない場合でも、条件は引き続
き true を返します。これらの値は、指定したキーがリクエストコンテキスト内に含まれる場合
にのみ確認されます。

"Condition": { 
    "IpAddressIfExists": {"aws:SourceIp" : ["xxx"] }, 
    "StringEqualsIfExists" : {"aws:SourceVpc" : ["yyy"]}  
}

グローバル条件キーは、aws: プレフィックスが付いた条件キーです。AWS のサービスは、グローバル
条件キーをサポートするか、サービスプレフィックスを含むサービス固有のキーを提供できます。たとえ
ば、IAM 条件キーには iam: プレフィックスが含まれます。詳細については、「AWS のサービスのアク
ション、リソース、および条件キー」を参照し、キーを表示するサービスを選択します。

Important

条件を複数のキー値を持つ要求コンテキストと比較するには、ForAllValues または
ForAnyValue 集合演算子を使用する必要があります。セット演算子は、複数値の条件キーでの
み使用してください。単一値の条件キーで集合演算子を使用しないでください。詳細について
は、「複数のキーまたは値による条件の作成 (p. 1204)」を参照してください。

aws:CalledVia
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、ポリシー内のサービスと、IAM プリンシパル (ユーザーまたはロール) に代わって
リクエストを実行したサービスを比較します。プリンシパルが AWS サービスに対してリクエストを実行
すると、そのサービスはプリンシパルの認証情報を使用して、後続のリクエストを他のサービスに対して
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実行することがあります。aws:CalledVia キーには、プリンシパルに代わってリクエストを実行した
チェーン内の各サービスの順序付きリストが含まれます。

例えば、AWS CloudFormation を使用して Amazon DynamoDB テーブルからの読み取りと書き込みを行う
ことができます。次に、DynamoDB は AWS Key Management Service（AWS KMS）によって提供される
暗号化を使用します。

• 可用性  – このキーは、aws:CalledVia をサポートするサービスが IAM プリンシパルの認証情報を使
用して別のサービスにリクエストを実行する場合に、リクエスト内に存在します。サービスがサービス
ロールまたはサービスリンクロールを使用してプリンシパルに代わって呼び出しを行う場合、このキー
は存在しません。また、プリンシパルが直接呼び出しを行う場合にも存在しません。

• 値タイプ — 複数値

ポリシーで aws:CalledVia 条件キーを使用するには、AWS サービスリクエストを許可または拒否する
サービスプリンシパルを提供する必要があります。AWS は、aws:CalledVia で次のサービスの使用を
サポートしています。

サービスプリンシパル

athena.amazonaws.com

cloud9.amazonaws.com

cloudformation.amazonaws.com

databrew.amazonaws.com

dataexchange.amazonaws.com

dynamodb.amazonaws.com

kms.amazonaws.com

servicecatalog-appregistry.amazonaws.com

sqlworkbench.amazonaws.com

いずれかのサービスがプリンシパルの認証情報を使用してリクエストを実行したときにアクセスを許可ま
たは拒否するには、aws:ViaAWSService (p. 1282) 条件キーを使用します。この条件キーは、AWS 
サービスをサポートします。

aws:CalledVia キーは複数値を持つキー (p. 1204)です。ただし、条件でこのキーを使用して順序を強
制することはできません。上記の例を使用すると、ユーザー 1は、AWS CloudFormation に対してリクエ
ストを実行し、それにより AWS KMS が呼び出され、DynamoDB が呼び出されます。これらは 3 つの個
別のリクエストです。AWS KMS への最後の呼び出しは、AWS CloudFormation を介し、次に DynamoDB 
を介して、ユーザー 1 によって実行されます。

この場合、リクエストコンテキストの aws:CalledVia キーに
は、cloudformation.amazonaws.com、dynamodb.amazonaws.com がこの順序で含まれます。呼び
出しがリクエストのチェーン内のどこかで、DynamoDB を介して行われたことだけが重要である場合は、
ポリシーでこの条件キーを使用できます。

たとえば、次のポリシーでは、AWS KMS という名前の my-example-key キーを
管理できますが、DynamoDB がリクエスト元のサービスの 1 つである場合に限りま
す。ForAnyValue:StringEquals (p. 1206) 条件演算子により、DynamoDB が呼び出し元サービス
の 1 つであることが保証されます。プリンシパルが AWS KMS を直接呼び出す場合、条件は false を返
し、リクエストはこのポリシーで許可されません。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "KmsActionsIfCalledViaDynamodb", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:ReEncrypt*", 
                "kms:GenerateDataKey", 
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/my-example-key", 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:CalledVia": ["dynamodb.amazonaws.com"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

チェーン内の最初または最後の呼び出しを行うサービスを強制する場合
は、aws:CalledViaLast (p. 1256) キー aws:CalledViaFirst (p. 1256) とキーを使用できま
す。たとえば、次のポリシーでは、my-example-key という名前のキーを AWS KMS で管理できます。
これらの AWS KMS オペレーションは、複数のリクエストがチェーンに含まれている場合にのみ許可され
ます。最初のリクエストは AWS CloudFormation を介して、最後のリクエストは DynamoDB を介して実
行される必要があります。他のサービスがチェーンの途中でリクエストを実行しても、オペレーションは
許可されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "KmsActionsIfCalledViaChain", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:ReEncrypt*", 
                "kms:GenerateDataKey", 
                "kms:DescribeKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:region:111122223333:key/my-example-key", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:CalledViaFirst": "cloudformation.amazonaws.com", 
                    "aws:CalledViaLast": "dynamodb.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

サービスで IAM プリンシパルの認証情報を使用して別のサービスを呼び出す場
合、aws:CalledViaFirst (p. 1256) キーと aws:CalledViaLast (p. 1256) キーはリクエスト
内に存在します。これらは、リクエストのチェーンで呼び出しを行った最初と最後のサービスを示し
ます。たとえば、AWS CloudFormation が X Service という名前の別のサービスを呼び出し、それに
より DynamoDB が呼び出され、AWS KMS が呼び出されるとします。AWS KMS への最後の呼び出し
は、User 1 を介して AWS CloudFormation、DynamoDBの順に X Service によって実行されます。
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これは、最初に AWS CloudFormation を介して呼び出され、最後に DynamoDB を介して呼び出されまし
た。

aws:CalledViaFirst
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、ポリシー内のサービスと、IAM プリンシパル (ユーザーまたはロール) に代わってリ
クエストを実行した最初のサービスを比較します。詳細については、「aws:CalledVia (p. 1253)」を
参照してください。

• 可用性 – このキーは、サービスが IAM プリンシパルの認証情報を使用して、別のサービスに対して少な
くとも 1 つの他のリクエストを実行する場合に、リクエスト内に存在します。サービスがサービスロー
ルまたはサービスリンクロールを使用してプリンシパルに代わって呼び出しを行う場合、このキーは存
在しません。また、プリンシパルが直接呼び出しを行う場合にも存在しません。

• 値タイプ — 単一値

aws:CalledViaLast
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、ポリシー内のサービスと、IAM プリンシパル (ユーザーまたはロール) に代わってリ
クエストを実行した最後のサービスを比較します。詳細については、「aws:CalledVia (p. 1253)」を
参照してください。

• 可用性 – このキーは、サービスが IAM プリンシパルの認証情報を使用して、別のサービスに対して少な
くとも 1 つの他のリクエストを実行する場合に、リクエスト内に存在します。サービスがサービスロー
ルまたはサービスリンクロールを使用してプリンシパルに代わって呼び出しを行う場合、このキーは存
在しません。また、プリンシパルが直接呼び出しを行う場合にも存在しません。

• 値タイプ — 単一値

aws:CurrentTime
日付演算子 (p. 1199)で動作します。

このキーを使用して、リクエストの日時と、ポリシーで指定した日時を比較します。この条件キーを使用
するポリシーの例を表示するには、「AWS: 日付と時刻に基づいてアクセスを許可します (p. 462)」を参照
してください。

• 可用性 – このキーは常にリクエストコンテキストに含まれます。
• 値タイプ — 単一値

aws: Ec2InstanceSourceVpc
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーは、Amazon EC2 IAM ロール認証情報が配信された VPC を識別しま
す。aws:SourceVPC (p. 1280)グローバルキーを含むポリシーでこのキーを使用すると、認証情報が
配信された VPC (aws:SourceVPC) と一致する VPC から呼び出しが行われたかどうかを確認できます 
(aws:Ec2InstanceSourceVpc)。

• 可用性 — リクエスターが Amazon EC2 ロールクレデンシャルでリクエストに署名しているときはいつ
でも、このキーがリクエストコンテキストに含まれます。IAM ポリシー、サービスコントロールポリ
シー、VPC エンドポイントポリシー、リソースポリシーで使用できます。
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• 値タイプ — 単一値

このキーは VPC 識別子の値と共に使用できますが、aws:SourceVpc コンテキストキーと組み合わ
せた変数として使用すると最も便利です。この aws:SourceVpc コンテキストキーは、リクエスタ
が VPC エンドポイントを使用してリクエストを行う場合にのみリクエストコンテキストに含まれま
す。aws:Ec2InstanceSourceVpc とaws:SourceVpc を使用すると、通常は一緒に変化する値を比較
できるため、aws:Ec2InstanceSourceVpc をより幅広く使用できます。

Note

この条件キーは、EC2-Classic では使用できません。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "RequireSameVPC", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": "*", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringNotEquals": { 
            "aws:SourceVpc": "${aws:Ec2InstanceSourceVpc}" 
        }, 
        "Null": { 
          "ec2:SourceInstanceARN": "false" 
        }, 
        "BoolIfExists": { 
          "aws:ViaAWSService": "false" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

上記の例では、aws:SourceVpc 値が aws:Ec2InstanceSourceVpc 値と等しくない場合、アクセス
は拒否されます。ポリシーステートメントは、ec2:SourceInstanceARN 条件キーの有無をテストして 
Amazon EC2 インスタンスのロールとして使用されるロールのみに限定されます。

このポリシーでは、Amazon EC2 インスタンスロールに代わってリクエストが行われた場合
に、aws:ViaAWSService が AWS リクエストを許可するようにしています。たとえば、Amazon EC2 イ
ンスタンスから暗号化された Amazon S3 バケットにリクエストを行うと、Amazon S3 がお客様に代わっ
て AWS KMS を呼び出します。リクエストが AWS KMS に行われたときに、一部のキーが表示されませ
ん。

aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4
IP アドレス演算子 (p. 1200)で動作します。

このキーは、Amazon EC2 IAM ロール認証情報が配信されたプライマリ elastic network interface プライ
ベート IPv4 アドレスを識別します。VPC ID とソースプライベート IP をグローバルに一意に組み合わせ
るには、この条件キーをコンパニオンキー aws:Ec2InstanceSourceVpc と一緒に使用する必要があり
ます。このキー aws:Ec2InstanceSourceVpc を使用して、認証情報が配信されたのと同じプライベー
ト IP アドレスからリクエストが行われたことを確認します。

• 可用性 — このキーは、リクエスターが Amazon EC2 ロールクレデンシャルでリクエストに署名してい
るときはいつでも、リクエストコンテキストに含まれます。IAM ポリシー、サービスコントロールポリ
シー、VPC エンドポイントポリシー、リソースポリシーで使用できます。
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• 値タイプ — 単一値

Important

このキーは Allow ステートメント内で単独で使用しないでください。プライベートIPアドレス
は、定義上、グローバルに一意ではありません。Amazon EC2 インスタンスの認証情報を使用
できる VPC を指定するには、aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4キーを使用するたびに
aws:Ec2InstanceSourceVpc キーを使用する必要があります。

Note

この条件キーは、EC2-Classicでは使用できません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action":  "*", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:Ec2InstanceSourceVpc": "${aws:SourceVpc}" 
                },                 
                "Null": { 
                    "ec2:SourceInstanceARN": "false" 
                }, 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:ViaAWSService": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action":  "*", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:Ec2InstanceSourcePrivateIPv4": "${aws:VpcSourceIp}" 
                },                                
                "Null": { 
                    "ec2:SourceInstanceARN": "false" 
                }, 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:ViaAWSService": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

aws:EpochTime
日付演算子 (p. 1199)または数値演算子 (p. 1198)で動作します。

このキーを使用して、リクエストの日時（epoch または Unix 時間）をポリシーで指定した値と比較しま
す。このキーは、1970 年 1 月 1 日からの秒数も受け付けます。

• 可用性 – このキーは常にリクエストコンテキストに含まれます。
• 値タイプ — 単一値

1258



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
グローバル条件キー

aws:FederatedProvider
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、プリンシパルが発行した ID プロバイダー (IdP) とポリシーで指定した識別子とを比
較します。つまり IAM ロールは、AssumeRoleWithWebIdentity またはAssumeRoleWithSAML AWS 
STS オペレーションを使用して引き受けられたということです。結果のロールセッションの一時認証情報
を使用してリクエストを作成する場合、リクエストコンテキストは、元のフェデレーティッド ID を認証し
た IdP を識別します。

• 可用性 — このキーは、プリンシパルがロールセッションプリンシパルであり、サードパーティ ID プロ
バイダーを使用してそのセッションが発行された場合に存在します。

• 値タイプ — 単一値

例えば、ユーザーが Amazon Cognito を使用して認証された場合、リクエストコンテキストには
cognito-identity.amazonaws.com という値が含まれます。同様に、ユーザーが Login with Amazon 
を使用して認証された場合、リクエストコンテキストには www.amazon.com という値が含まれます。

単一値の条件キーは、変数 (p. 1211)として使用できます。次のリソースベースのポリシーの例では、リ
ソースの ARN において aws:FederatedProvider キーをポリシー変数として使用しています。このポ
リシーでは、IdP を使用して認証されたプリンシパルが、発行元の ID プロバイダーに特有のパスを使用し
て、Amazon S3 からオブジェクトを取得できます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": "*", 
    "Action": "s3:GetObject", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/${aws:FederatedProvider}/*" 
  }
}

aws:MultiFactorAuthAge
桁演算子 (p. 1198)で動作します。

このキーを使用して、リクエスト元のプリンシパルが MFA を使用して承認されてからの秒数と、ポ
リシーで指定した数値を比較します。MFA の詳細については、「AWS での多要素認証 (MFA) の使
用 (p. 115)」を参照してください。

• 可用性 – このキーは、呼び出しを行うプリンシパルが MFA を使用して認証された場合にのみリクエス
トコンテキストに含まれます。MFA が使用されていなかった場合、このキーは存在しません。

• 値タイプ — 単一値

aws:MultiFactorAuthPresent
ブール演算子 (p. 1199)で動作します。

このキーを使用して、リクエストを行った一時的なセキュリティ認証情報を検証するために多要素認証 
(MFA) を使用したか確認します。

• 可用性 – このキーは、プリンシパルが一時的な認証情報を使用してリクエストを行う場合にのみ、
リクエストコンテキストに含まれます。このキーは、長期的な認証情報を使用して行われた AWS 
CLI、AWS API、または AWS SDK リクエストには存在しません。

• 値タイプ — 単一値
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一時的な認証情報は、IAM ロール、フェデレーティッドユーザー、sts:GetSessionToken の
一時トークンを持つ IAM ユーザー、および AWS Management Console のユーザーを認証する
ために使用されます。IAM ユーザーアクセスキーは、長期的な認証情報ですが、場合によっては 
AWS は、IAM ユーザーの代わりに一時的な認証情報を作成し、操作を実行します。このような場
合、aws:MultiFactorAuthPresent キーはリクエストに存在し、false の値に設定されます。これが
起こる一般的なケースは、次の 2 つです。

• AWS Management Console の IAM ユーザーが、知らないうちに一時的認証情報を使用します。ユー
ザーは、長期的な認証情報であるユーザー名とパスワードを使用してコンソールにサインインします。
ただし、バックグラウンドでは、コンソールがユーザーに代わって一時的な認証情報を生成します。

• IAM ユーザーがサービスを呼び出すと、AWS のサービスはユーザーの認証情報を再利用して、別のサー
ビスに対して別のリクエストを行います。たとえば、Athena を呼び出して Amazon S3 バケットにアク
セスする場合、または AWS CloudFormation Amazon EC2 インスタンスを作成するには、次の手順に従
います。後続のリクエストで、AWS は一時的認証情報を使用します。

一時的認証情報の使用がサポートされているサービスについては、「IAM と連携する AWS のサービ
ス (p. 1137)」を参照してください。

aws:MultiFactorAuthPresent キーは、API または CLI コマンドがアクセスキーペアなど長期
的な認証情報で呼び出された場合には表示されません。したがって、このキーを確認する場合は
...IfExists (p. 1203) バージョンの条件演算子の使用をお勧めします。

以下の Condition 要素は、MFA を使用してリクエストが認証されるかどうかを確認する信頼性の高い方
法ではない点に注意してください。

#####   WARNING: NOT RECOMMENDED   #####
"Effect" : "Deny",
"Condition" : { "Bool" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }

Deny 効果、Bool 要素、false 値のこの組み合わせは、MFA を使用して認証できるが認証されなかった
リクエストを拒否します。このステートメントは、MFA の使用をサポートする一時的認証情報にのみ適用
されます。このステートメントは、長期的認証情報を使用して行われるリクエスト、または MFA を使用
して認証されるリクエストへのアクセスを拒否しません。ロジックが複雑で MFA 認証が実際に使用され
たかどうかをテストしないため、この例は慎重に使用してください。

また、Deny 効果、Null 要素、true の組み合わせは使用しないでください。この組み合わせも同様に、
ロジックはさらに複雑になるためです。

推奨される組み合わせ

BoolIfExists (p. 1203) 演算子を使用して、リクエストが MFA を使用して認証されたかどうかを確認
することをお勧めします。

"Effect" : "Deny",
"Condition" : { "BoolIfExists" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }

Deny、BoolIfExists、false のこの組み合わせは、MFA を使用して認証されないリクエスト
を拒否します。具体的には、MFA を使用しないで一時的認証情報を使用して行われたリクエス
トを拒否します。また、AWS CLI などの長期的な認証情報またはアクセスキーを使用して行われ
る AWS API オペレーションを使用して行われるリクエストも拒否されます。*IfExists 演算子
は、aws:MultiFactorAuthPresent キーが存在するかどうか、MFA が使用されているかどうかを確認
します。これは、MFA を使用して認証されないリクエストを拒否する場合に使用します。これはより安全
ですが、AWS CLI または AWS API にアクセスするためにアクセスキーを使用するコードやスクリプトを
破損する可能性があります。

代替の組み合わせ
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また、BoolIfExists (p. 1203) 演算子を使用して、長期的認証情報を使用して行われる MFA 認証リク
エストおよび AWS CLI または AWS API リクエストを許可することもできます。

"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "BoolIfExists" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true" } }

キーが存在して MFA が使用されている場合またはキーが存在しない場合、この条件に一致となりま
す。Allow、BoolIfExists、true のこの組み合わせは、MFA を使用して認証されたリクエスト、また
は MFA を使用して認証できないリクエストを許可します。つまり、リクエスタが長期的なアクセスキー
を使用する場合、AWS CLI、AWS API、および AWS SDK オペレーションが許可されます。この組み合
わせでは、MFA を含むことはできるが含んでいない、一時的な認証情報からのリクエストが許可されませ
ん。

IAM コンソールのビジュアルエディタを使用してポリシーを作成し、[MFA required (MFA 必須),] を選択す
ると、この組み合わせが適用されます。この設定では、コンソールアクセスに MFA が必要ですが、MFA 
なしでプログラムによるアクセスを許可します。

または、Bool 演算子を使用して、MFA を使用して認証された場合にのみ、プログラムによるリクエスト
とコンソールによるリクエストを許可できます。

"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "Bool" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "true" } }

Allow、Bool、true のこの組み合わせは、MFA 認証リクエストのみを許可します。このステートメント
は、MFA の使用をサポートする一時的認証情報にのみ適用されます。このステートメントは、長期的アク
セスキーを使用して行われたリクエスト、または MFA を使用しないで一時的認証情報を使用して行われ
たリクエストへのアクセスを許可しません。

MFA キーが存在するかを確認する場合、以下のようなポリシーは使用しないでください。

#####   WARNING: USE WITH CAUTION   #####

"Effect" : "Allow",
"Condition" : { "Null" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : "false" } }

Allow 効果、Null 要素、false 値のこの組み合わせは、リクエストが実際に認証されたかどうかにかか
わらず、MFA を使用して認証できるリクエストのみを許可します。これにより、一時的認証情報を使用し
て行われるすべてのリクエストが許可され、長期的認証情報を使用して行われたリクエストは拒否されま
す。MFA 認証が実際に使用されたかどうかをテストしないため、この例は慎重に使用してください。

aws:PrincipalAccount
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、リクエスト元のプリンシパルが属するアカウントと、ポリシーで指定したアカウン
ト識別子を比較します。匿名リクエストの場合、リクエストコンテキストは anonymous を返します。

• 可用性 – このキーは、匿名リクエストなどのすべてのリクエストのリクエストコンテキストに含まれま
す。

• 値タイプ — 単一値

次の例では、アカウント番号が 123456789012 のプリンシパル以外に対するアクセスは拒否されます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
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      "Sid": "DenyAccessFromPrincipalNotInSpecificAccount", 
      "Action": "service:*", 
      "Effect": "Deny", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:service:region:accountID:resource" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringNotEquals": { 
          "aws:PrincipalAccount": [ 
            "123456789012" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
} 
         

aws:PrincipalArn
ARN 演算子 (p. 1202)と文字列演算子 (p. 1196)とともに使用します。

このキーを使用して、リクエストを行ったプリンシパルの Amazon リソースネーム (p. 1124) (ARN) をポ
リシーで指定した ARN と比較します。IAM ロールの場合、リクエストコンテキストは、ロールを引き受
けたユーザーの ARN ではなく、ロールの ARN を返します。

• 可用性 – このキーは、すべての署名付きリクエストのリクエストコンテキストに含まれます。匿名リク
エストには、このキーは含まれません。この条件キーで指定できるプリンシパルのタイプは次のとおり
です。
• [IAM role] (IAM ロール)
• IAM ユーザー
• AWS STS フェデレーションユーザーセッション
• AWS アカウント ルートユーザー

• 値タイプ — 単一値

次のリストは、aws:PrincipalArn 条件キーで指定できるさまざまなタイプのプリンシパルに対して返
されるリクエストコンテキスト値を示しています。

• IAM ロール — リクエストコンテキストには、条件キー aws:PrincipalArn に次の値が含まれていま
す。引き受けたロールのセッション ARN をこの条件キーの値として指定しないでください。引き受け
たロールセッションのプリンシパルの詳細については、「ロールセッションプリンシパル (p. 1181)」を
参照してください。

arn:aws:iam::123456789012:role/role-name

• IAM ユーザー — リクエストコンテキストには、条件キー aws:PrincipalArn に次の値が含まれてい
ます。

arn:aws:iam::123456789012:user/user-name

• AWS STS フェデレーションユーザーセッション — リクエストコンテキストには、条件キー
aws:PrincipalArn に次の値が含まれています。

arn:aws:sts::123456789012:federated-user/user-name

• AWS アカウント ルートユーザー — リクエストコンテキストには、条件キー aws:PrincipalArn に
次の値が含まれています。ルートユーザー ARN を aws:PrincipalArn 条件キーの値として指定する
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と、アクセス許可が AWS アカウント のルートユーザーのみに制限されます。これは、リソースベース
ポリシーのプリンシパル要素でルートユーザー ARN を指定して、AWS アカウント.に権限を委任するこ
ととは異なります。リソースベースのポリシーのプリンシパル要素でルートユーザー ARN を指定する
方法については、「AWS アカウント プリンシパル (p. 1180)」を参照してください。

arn:aws:iam::123456789012:root

AWS Organizations サービスコントロールポリシー (SCP) の条件キー aws:PrincipalArn の値とし
てルートユーザー ARN を指定することができます。SCP は、組織のアクセス許可の管理に使用される
組織ポリシーの一種で、組織内のメンバーアカウントにのみ影響します。SCP は、メンバーアカウン
トのルートユーザーを含む、メンバーアカウントの IAM ユーザーとロールのアクセス許可を制限しま
す。SCP がアクセス許可に与える影響については、「Organizations ユーザーガイド」の「アクセス許
可における SCP 効果」を参照してください。

aws:PrincipalIsAWSService
ブール演算子 (p. 1199)で動作します。

このキーを使用して、リソースへの呼び出しが AWS サービスプリンシパル (p. 1184)によって
直接行われているかどうかを確認します。たとえば、AWS CloudTrail はサービスプリンシパル
cloudtrail.amazonaws.com を使用して、Amazon S3 バケットにログを書き込みます。サービスが
サービスプリンシパルを使用してリソースに対して直接アクションを実行する場合、リクエストコンテ
キストキーは true に設定されます。サービスが IAM プリンシパルの認証情報を使用し、プリンシパルに
代わってリクエストを行う場合、コンテキストキーは false に設定されます。また、サービスがサービス
ロールまたはサービスリンクロールを使用してプリンシパルに代わって呼び出しを行う場合も、false に設
定されます。

• 可用性 — このキーは、AWS 認証情報を使用するすべての署名済み API リクエストのリクエストコンテ
キストに存在します。匿名リクエストには、このキーは含まれません。

• 値タイプ — 単一値

この条件キーを使用して、AWS サービスへのアクセスを安全に許可しながら、信頼できる ID と予想され
るネットワークの場所へのアクセスを制限できます。

次の Amazon S3 バケットポリシーの例では、リクエストが vpc-111bbb22 から発信されている
か、CloudTrail などのサービスプリンシパルから発信されていない限り、バケットへのアクセスが制限さ
れています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "Expected-network+service-principal", 
      "Effect": "Deny", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "s3:PutObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/AWSLogs/AccountNumber/*", 
      "Condition": { 
        "StringNotEqualsIfExists": { 
          "aws:SourceVpc": "vpc-111bbb22" 
        }, 
        "BoolIfExists": { 
          "aws:PrincipalIsAWSService": "false" 
        } 
      } 
    } 
  ]
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}

次のビデオでは、ポリシーで aws:PrincipalIsAWSService 条件キーを使用する方法について詳しく説
明します。

許可されたユーザー、予想されるネットワークの場所、および AWS のサービスへのアクセスを一緒に安
全に許可します。

aws:PrincipalOrgID
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、リクエスト元のプリンシパルが属する AWS Organizations の組織の識別子と、ポリ
シーで指定された識別子を比較します。

• 可用性 – このキーは、プリンシパルが組織のメンバーである場合にのみリクエストコンテキストに含ま
れます。匿名リクエストには、このキーは含まれません。

• 値タイプ — 単一値

このグローバルキーは、組織内のすべての AWS アカウントのすべてのアカウント ID を一覧表示する代わ
りに使用できます。この条件キーを使用して、リソースベースのポリシー (p. 444)での Principal 要素
の指定を簡素化します。組織 ID は、条件要素で指定できます。アカウントを追加したり削除したりする
と、aws:PrincipalOrgID を含むポリシーには正しいアカウントが自動的に組み込まれ、手動で更新す
る必要はありません。

たとえば、以下の o-xxxxxxxxxxx バケットポリシーでは、policy-ninja-dev 組織の任意のアカウン
トのメンバーに Amazon S3 バケットへのオブジェクトの追加を許可します。

 { 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "AllowPutObject", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": "*", 
    "Action": "s3:PutObject", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::policy-ninja-dev/*", 
    "Condition": {"StringEquals": 
      {"aws:PrincipalOrgID":"o-xxxxxxxxxxx"} 
    } 
  }
}

Note

また、このグローバル条件は、AWS 組織の管理アカウントにも適用されます。このポリシーは、
指定した組織以外のすべてのプリンシパルが、Amazon S3 バケットにアクセスできないようにし
ます。これには、AWS CloudTrail がログデータを Amazon S3 バケットに送信する場合など、お
客様の内部リソースと相互にやり取りを行う AWS サービスも含まれます。AWS サービスでアク
セス許可を安全に付与する方法については、「aws:PrincipalIsAWSService (p. 1263)」を参照し
てください。

AWS Organizations の詳細については、AWS Organizationsユーザーガイドの「AWS Organizations と
は」を参照してください。

aws:PrincipalOrgPaths
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。
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このキーを使用して、リクエストを行っているプリンシパルの AWS Organizations パスをポリシー内の
パスと比較します。そのプリンシパルは、IAM ユーザー、IAM ロール、フェデレーションユーザー、また
は AWS アカウントのルートユーザー です。ポリシーでは、この条件キーによって、リクエスタが AWS 
Organizations で指定された組織ルートまたは組織単位 (OU) 内のアカウントメンバーであることが保証さ
れます。AWS Organizations パスは、Organizations エンティティの構造をテキストで表記したものです。
パスの使用と理解の詳細については、「AWS Organizations エンティティパスを理解する (p. 561)」を参
照してください。

• 可用性 – このキーは、プリンシパルが組織のメンバーである場合にのみリクエストコンテキストに含ま
れます。匿名リクエストには、このキーは含まれません。

• 値タイプ — 複数値

Note

組織 ID はグローバルに一意ですが、OU ID とルート ID は組織内でのみ一意です。これは、2 つ
の組織が同じ組織 ID を共有しないことを意味します。ただし、別の組織が自分と同じ ID を持つ 
OU またはルートを持っている可能性があります。OU またはルートを指定するときは、必ず組織 
ID を含めることをお勧めします。

たとえば、次の条件は、true OU に直接アタッチされているが、子の OU にはアタッチされていないアカ
ウントのプリンシパルに対して ou-ab12-22222222 を返します。

"Condition" : { "ForAnyValue:StringEquals" : { 
     "aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/"]
}}

次の条件は、OU またはその子の OU に直接アタッチされているアカウントのプリンシパルに対して true
を返します。ワイルドカードを含める場合は、StringLike 条件演算子を使用する必要があります。

"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : { 
     "aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/*"]
}}

次の条件は、OU またはその子の OU に直接アタッチされているアカウントのプリンシパルに対して true
を返します。以前の条件は、OU または任意の子を対象としています。以下の条件は、子のみ (およびそれ
らの子のすべての子) を対象としています 。

"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : { 
     "aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/ou-*"]
}}

次の条件は、親 OU に関係なく、o-a1b2c3d4e5 組織内のすべてのプリンシパルへのアクセスを許可しま
す。

"Condition" : { "ForAnyValue:StringLike" : { 
     "aws:PrincipalOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/*"]
}}

aws:PrincipalOrgPaths は複数の値を持つ条件キーです。複数値のキーは、リクエストコンテキスト
に複数の値を持つことができます。ForAnyValue 条件演算子で複数の値を使用する場合、プリンシパル
のパスはポリシーに一覧表示されているパスの 1 つと一致する必要があります。複数値を持つ条件キーの
詳細については、「複数のキーバリューの使用 (p. 1206)」を参照してください。

    "Condition": { 
        "ForAnyValue:StringLike": { 
            "aws:PrincipalOrgPaths": [ 
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                "o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-33333333/*", 
                "o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-22222222/*" 
            ] 
        } 
    }

aws:PrincipalServiceName
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、サービスプリンシパル (p. 1184)の名前を、リソースにリクエストするサービス
プリンシパルとともに設定します。このキーを使用して、この呼び出しが特定のサービスプリンシパ
ルによって行われたかどうかを確認できます。サービスプリンシパルがリソースに直接リクエストする
場合、aws:PrincipalServiceName キーには、サービスプリンシパルの名前が含まれます。たとえ
ば、AWS CloudTrail のサービスプリンシパル名は cloudtrail.amazonaws.com です。

• 可用性 — このキーは、呼び出しがAWSサービスプリンシパル。このキーは、次のような他の状況では
存在しません。
• サービスがサービスロールまたはサービスリンクロールを使用してプリンシパルに代わって呼び出し

を行う場合。
• サービスが IAM プリンシパルの認証情報を使用し、プリンシパルに代わってリクエストを行う場合。
• 呼び出しが IAM プリンシパルによって直接行われた場合。
• 匿名の依頼者によって電話された場合。

• 値タイプ — 単一値

この条件キーを使用して、AWS サービスへのアクセスを安全に許可しながら、信頼できる ID と予想され
るネットワークの場所へのアクセスを制限できます。

次の Amazon S3 バケットポリシーの例では、リクエストが vpc-111bbb22 から発信されている
か、CloudTrail などのサービスプリンシパルから発信されていない限り、バケットへのアクセスが制限さ
れています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "expected-network+service-principal", 
      "Effect": "Deny", 
      "Principal": "*", 
      "Action": "s3:PutObject", 
      "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/AWSLogs/AccountNumber/*", 
      "Condition": { 
        "StringNotEqualsIfExists": { 
          "aws:SourceVpc": "vpc-111bbb22", 
          "aws:PrincipalServiceName": "cloudtrail.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    } 
  ]
} 
         

aws:PrincipalServiceNamesList
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーは、サービスに属するすべてのサービスプリンシパル (p. 1184)名のリストを提供します。こ
れは高度な条件キーです。これを使用して、サービスが特定のリージョンからのみリソースにアクセ
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スすることを制限できます。一部のサービスでは、特定のリージョン内のサービスの特定のインスタ
ンスを示すために、リージョナルサービスプリンシパルを作成できます。リソースへのアクセスをサー
ビスの特定のインスタンスに制限できます。サービスプリンシパルがリソースに直接リクエストを行う
と、aws:PrincipalServiceNamesList には、サービスのリージョナルインスタンスに関連付けられ
ているすべてのサービスプリンシパル名の順序付けられていないリストが含まれます。

• 可用性 — このキーは、呼び出しがAWSサービスプリンシパル。このキーは、次のような他の状況では
存在しません。
• サービスがサービスロールまたはサービスリンクロールを使用してプリンシパルに代わって呼び出し

を行う場合。
• サービスが IAM プリンシパルの認証情報を使用し、プリンシパルに代わってリクエストを行う場合。
• 呼び出しが IAM プリンシパルによって直接行われた場合。
• 匿名の依頼者によって電話された場合。

• 値タイプ — 複数値

aws:PrincipalServiceNamesList は複数の値を持つ条件キーです。複数値のキーは、リクエストコ
ンテキストに複数の値を持つことができます。このキーを使用する場合は、文字列条件演算子 (p. 1196)と
ともに ForAnyValue または ForAllValues の集合演算子を使用する必要があります。複数値を持つ条
件キーの詳細については、「複数のキーバリューの使用 (p. 1206)」を参照してください。

aws:PrincipalTag/tag-key
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、リクエストを行うプリンシパルにアタッチされたタグと、ポリシーで指定したタグ
を比較します。プリンシパルに複数のタグがアタッチされている場合、リクエストコンテキストには、ア
タッチされたタグキーごとに 1 つの aws:PrincipalTag キーが含まれます。

• 可用性 – このキーは、プリンシパルが、タグがアタッチされた IAM ユーザーである場合にリクエストコ
ンテキストに含まれます。これは、タグまたはセッションタグ (p. 346)がアタッチされた IAM ロールを
使用するプリンシパルのために含まれます。匿名リクエストには、このキーは含まれません。

• 値タイプ — 単一値

カスタム属性は、キーバリューのペアの形式でユーザーまたはロールに追加できます。IAM タグの使用の
詳細については、「IAM リソースのタグ付け (p. 327)」を参照してください。aws:PrincipalTag を使
用して AWS プリンシパルのアクセスをコントロール (p. 455)できます。

この例では、department=hr タグを持つユーザーが IAM ユーザー、グループ、またはロールを管理でき
るようにするID ベースポリシーを作成する方法を示しています。このポリシーを使用するには、サンプル
ポリシーの###################を独自の情報に置き換えます。次に、「ポリシーの作成 (p. 514)また
はポリシーの編集 (p. 543)」の手順に従います。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "iam:*", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:PrincipalTag/department": "hr" 
        } 
      } 
    } 
  ]
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}

この例では、リソースに ARN aws:PrincipalTag キーを使用してリソースベースのポリシーを作成する
方法を示します。このポリシーでは、バケット名が team プリンシパルタグのチーム名で終わる場合にの
み s3:GetObject アクションが許可されます。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの####
###############を独自の情報に置き換えます。次に、「ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編
集 (p. 543)」の手順に従います。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": "*", 
    "Action": "s3:GetObject", 
    "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET-${aws:PrincipalTag/team}/" 
  }
}

aws:PrincipalType
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、リクエストを行うプリンシパルと、ポリシーで指定したプリンシパルのタイプを比
較します。詳細については、「プリンシパルの指定 (p. 1179)」を参照してください。principal キーの
値の具体的な例については、「プリンシパルキーの値 (p. 1217)」を参照してください。

• 可用性 – このキーは、匿名リクエストなどのすべてのリクエストのリクエストコンテキストに含まれま
す。

• 値タイプ — 単一値

aws:referer
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、クライアントブラウザでリクエストを参照したユーザーとポリシーで指定したリ
ファラーを比較します。aws:referer リクエストコンテキストの値は、HTTP ヘッダーで呼び出し元に
よって提供されます。Referer ヘッダーは、ウェブページ上のリンクを選択すると、ウェブブラウザリク
エストに含まれます。Referer ヘッダーには、リンクが選択されたウェブページの URL が含まれます。

• 可用性 – このキーは、ブラウザでウェブページ URL からリンクすることによって AWS リソースへのリ
クエストが呼び出された場合にのみ、リクエストコンテキストに含まれます。このキーは、AWS リソー
スへのアクセスにブラウザリンクを使用しないため、プログラムによるリクエストには含まれません。

• 値タイプ — 単一値

例えば、URL または直接 API 呼び出しを使用して、Amazon S3 オブジェクトに直接アクセスできます。
詳細については、「ウェブブラウザを使用して Amazon S3 API オペレーションを直接呼び出す」をご参照
ください。ウェブページに存在する URL から Amazon S3 オブジェクトにアクセスすると、ソースウェブ
ページの URL が aws:referer で使用されます。ブラウザに URL を入力して Amazon S3 オブジェクト
にアクセスすると、aws:referer は存在しません。API を直接呼び出すと、aws:referer も存在して
いません。ポリシーで aws:referer 条件キーを使用して、会社のドメイン内のウェブページ上のリンク
など、特定のリファラーからのリクエストを許可できます。

Warning

このキーは慎重に使用する必要があります。一般に知られている参照子のヘッダー値を含める
のは危険です。不正な当事者は、変更されたブラウザまたはカスタムブラウザを使用して任意
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の aws:referer 値を提供することができます。そのため aws:referer は、不正な当事者か
ら AWS にリクエストが直接行われることを防止するために使用しないでください。このキー
は、Amazon S3 に保存されているデジタルコンテンツなど、不正なサードパーティーサイトで参
照されることから保護するためにのみ、お客様に提供されています。

aws:RequestedRegion
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、リクエストで呼び出された AWS リージョンとポリシーで指定したリージョンを比
較します。このグローバル条件キーを使用して、リクエストできるリージョンを制御できます。各サービ
スの AWS リージョンを表示するには、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の「サービスエン
ドポイントとクォータ」を参照してください。

• 可用性 – このキーは常にリクエストコンテキストに含まれます。
• 値タイプ — 単一値

IAM などのグローバルサービスには、単一のエンドポイントがあります。このエンドポイントは、物理的
に米国東部 (バージニア北部) リージョンにあるため、IAM 呼び出しは常に us-east-1 リージョンで行われ
ます。たとえば、リクエストされたリージョンが us-west-2 でない場合にすべてのサービスへのアクセス
を拒否するポリシーを作成すると、IAM 呼び出しは必ず失敗します。これを回避する方法の例を表示する
には、「Deny での NotAction の使用 (p. 1189)」を参照してください。

Note

aws:RequestedRegion 条件キーを使用すると、呼び出されるサービスのエンドポイントを制御
できますが、オペレーションの影響を制御することはできません。一部のサービスではリージョ
ン間の影響があります。たとえば、Amazon S3 にはリージョン間レプリケーションを制御する 
API オペレーションがあります。1 つのリージョン（aws:RequestedRegion の条件キーの影響
を受ける）で s3:PutBucketReplication を呼び出すことはできますが、他のリージョンはレ
プリケーションの構成設定に基づいて影響を受けます。

このコンテキストキーを使用して、指定された一連のリージョン内の AWS サービスへのアクセスを制
限できます。たとえば、以下のポリシーでは、AWS Management Console でのすべての Amazon EC2 
インスタンスの表示をユーザーに許可します。ただし、変更できるインスタンスは、アイルランド (eu-
west-1)、ロンドン (eu-west-2)、パリ (eu-west-3) のみです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "InstanceConsoleReadOnly", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:Describe*", 
                "ec2:Export*", 
                "ec2:Get*", 
                "ec2:Search*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "InstanceWriteRegionRestricted", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:Associate*", 
                "ec2:Import*", 
                "ec2:Modify*", 
                "ec2:Monitor*", 
                "ec2:Reset*", 
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                "ec2:Run*", 
                "ec2:Start*", 
                "ec2:Stop*", 
                "ec2:Terminate*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestedRegion": [ 
                        "eu-west-1", 
                        "eu-west-2", 
                        "eu-west-3" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}        

aws:RequestTag/tag-key
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、リクエストで渡されたタグキーバリューのペアと、ポリシーで指定したタグペアを
比較します。たとえば、リクエストに「"Dept"」タグキーが含まれ、「"Accounting"」という値が含
まれているかどうかを確認できます。詳細については、「AWS リクエスト時のアクセスの制御 (p. 458)」
を参照してください。

• 可用性 – このキーは、リクエストでタグのキー/値のペアが渡されたときにリクエストコンテキストに含
まれます。複数のタグがリクエストで渡されると、タグキーバリューのペアごとに 1 つのコンテキスト
キーがあります。

• 値タイプ — 単一値

このコンテキストキーは "aws:RequestTag/tag-key":"tag-value" という形式です。ここで tag-
key および tag-value はタグキーバリューのペアです。タグのキーと値は大文字と小文字が区別されま
せん。つまり、ポリシーの条件要素で "aws:RequestTag/TagKey1": "Value1" で指定した場合、そ
の条件は TagKey1 または tagkey1 という名前のリクエストタグキーに一致しますが、その両方には一致
しません。

この例では、キーが単一値であっても、キーが異なる場合でもリクエストで複数のキー/値のペアが使用で
きることを示しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "ec2:CreateTags", 
    "Resource": "arn:aws:ec2:::instance/*", 
    "Condition": { 
      "StringEquals": { 
        "aws:RequestTag/environment": [ 
          "preprod", 
          "production" 
        ], 
        "aws:RequestTag/team": [ 
          "engineering" 
        ] 
      } 
    } 
  }
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}

aws:ResourceAccount
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、ポリシーのリソースアカウントと要求されたリソース所有者の AWS アカウント ID
を比較します。その後、リソースを所有するアカウントに応じて、そのリソースへのアクセスを許可また
は拒否することができます。

• 可用性 - このキーは常時ほとんどのサービスアクションのリクエストコンテキストに含まれます。以下
のアクションではこのキーをサポートしていません。
• Amazon Elastic Block Store - すべてのアクション
• Amazon EC2

• ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:AcceptVpcEndpointConnections
• ec2:AcceptVpcPeeringConnection
• ec2:CopyFpgaImage
• ec2:CopyImage
• ec2:CopySnapshot
• ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:CreateVolume
• ec2:CreateVpcEndpoint
• ec2:CreateVpcPeeringConnection
• ec2:DeleteTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:DeleteVpcPeeringConnection
• ec2:RejectTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:RejectVpcEndpointConnections
• ec2:RejectVpcPeeringConnection

• Amazon EventBridge — すべてのアクション
• Amazon Route 53

• route53:AssociateVpcWithHostedZone
• route53:CreateVPCAssociationAuthorization
• route53:DeleteVPCAssociationAuthorization
• route53:DisassociateVPCFromHostedZone
• route53:ListHostedZonesByVPC

• Amazon WorkSpaces
• workspaces:DescribeWorkspaceImages

• 値タイプ — 単一値

Note

上記のサポートされていないアクションに関するその他の考慮事項については、data-perimeter-
policy-examples リポジトリを参照してください。

このキーはリクエストで評価されたリソースを持つアカウントの AWS アカウント ID に相当します。

アカウントのリソースのほとんどで、ARN (p. 1202) にそのリソースの所有者アカウント ID が含まれてい
ます。Amazon S3 バケットなどの特定のリソースでは、リソース ARN にアカウント ID は含まれていま
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せん。次の 2 つの例は、ARN にアカウント ID を持つリソースと、アカウント ID を持たない Amazon S3 
ARN の違いを示しています。

• arn:aws:iam::123456789012:role/AWSExampleRole – アカウント 123456789012 内で作成およ
び所有されている IAM ロール。

• arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2 — ARN に表示されていない 111122223333 アカウント内
で作成および所有されている Amazon S3 バケット。

AWS コンソールや API、または CLI を使用して、すべてのリソースおよび対応する ARN を検索します。

リソース所有者のアカウント ID に応じて、リソースへのアクセス権を拒否するポリシーを記述します。
例えば、リソースが指定されたアカウントに属さない場合に、以下の ID ベースポリシーでは指定されたリ
ソースへのアクセスを拒否します。

このポリシーを使用するには、イタリック体のプレースホルダーテキストをお客様のアカウント情報と置
き換えます。

Important

このポリシーでは、アクションを許可しません。代わりに、ステートメントに記載され、リスト
されたアカウントに属さないすべてのリソースへのアクセスを明示的に拒否する Deny 効果を使
用します。特定のリソースへのアクセスを許可する他のポリシーと組み合わせてこのポリシーを
使用します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "DenyInteractionWithResourcesNotInSpecificAccount", 
      "Action": "service:*", 
      "Effect": "Deny", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:service:region:account:*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "StringNotEquals": { 
          "aws:ResourceAccount": [ 
            "account" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

このポリシーでは、特定の AWS アカウント でリソースを所有する場合を除き、特定の AWS サービスの
すべてのリソースへのアクセスを拒否します。

Note

一部の AWS のサービス では他の AWS アカウント でホストされている AWS 所有リソースへの
アクセスを必要とします。ID ベースのポリシーで aws:ResourceAccount を使用する場合は、
これらのリソースにアクセスする ID の機能に影響を与える可能性があります。

AWS Data Exchange などの特定の AWS サービスでは、通常のオペレーションで AWS アカウント の外
部のリソースへのアクセスに依存しています。ポリシーに aws:ResourceAccount 要素を使う場合、
それらのサービスの免除を指定するために追加のステートメントを含めます。ポリシー AWS: AWS Data 
Exchange を除くアカウント外の Amazon S3 リソースへのアクセスを拒否する (p. 476) の例では、サービ
スが所有するリソースの例外を定義しながら、リソースアカウントに応じてアクセスを拒否する方法を示
しています。
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独自のカスタムポリシーを作成する場合に、このポリシーの例をテンプレートとして使用します。詳細に
ついては、サービスのドキュメントを参照してください。

aws:ResourceOrgID
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、ポリシーで指定した識別子とリクエストしたリソースが属する AWS の 
Organizations 内の組織の識別子を比較します。

• 可用性 – このキーは、リソースを所有するアカウントが組織のメンバーである場合にのみ、リクエスト
コンテキストに含まれます。このグローバル条件キーでは以下のアクションがサポートされません。
• Amazon Elastic Block Store - すべてのアクション
• Amazon EC2

• ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:AcceptVpcEndpointConnections
• ec2:AcceptVpcPeeringConnection
• ec2:CopyFpgaImage
• ec2:CopyImage
• ec2:CopySnapshot
• ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:CreateVolume
• ec2:CreateVpcEndpoint
• ec2:CreateVpcPeeringConnection
• ec2:DeleteTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:DeleteVpcPeeringConnection
• ec2:RejectTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:RejectVpcEndpointConnections
• ec2:RejectVpcPeeringConnection

• Amazon EventBridge — すべてのアクション
• Amazon Route 53

• route53:AssociateVpcWithHostedZone
• route53:CreateVPCAssociationAuthorization
• route53:DeleteVPCAssociationAuthorization
• route53:DisassociateVPCFromHostedZone
• route53:ListHostedZonesByVPC

• Amazon WorkSpaces
• workspaces:DescribeWorkspaceImages

• 値タイプ — 単一値

Note

上記のサポートされていないアクションに関するその他の考慮事項については、data-perimeter-
policy-examples リポジトリを参照してください。

このグローバルキーは、与えられたリクエストのリソース組織 ID を返します。これにより、ID 
ベースポリシー (p. 444)の Resource 要素で指定した組織のすべてのリソースに適用されるルー
ルが作成できます。組織 ID は、条件要素で指定できます。アカウントを追加および削除する場
合、aws:ResourceOrgID のキーを含むポリシーには正しいアカウントが自動的に組み込まれ、手動で更
新する必要はありません。
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例えば、以下のポリシーでは、Amazon S3 リソースがリクエストを行うプリンシパルと同じ組織に属して
いる場合を除き、プリンシパルは policy-genius-dev リソースにオブジェクトを追加できません。

Important

このポリシーでは、アクションを許可しません。代わりに、ステートメントに記載され、リスト
されたアカウントに属さないすべてのリソースへのアクセスを明示的に拒否する Deny 効果を使
用します。特定のリソースへのアクセスを許可する他のポリシーと組み合わせてこのポリシーを
使用します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Sid": "DenyPutObjectToS3ResourcesOutsideMyOrganization", 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": "s3:PutObject", 
    "Resource": "arn:partition:s3:::policy-genius-dev/*", 
    "Condition": { 
      "StringNotEquals": { 
        "aws:ResourceOrgID": "${aws:PrincipalOrgID}" 
      } 
    } 
  }
}

Note

一部の AWS のサービス では他の AWS アカウント でホストされている AWS 所有リソースへの
アクセスを必要とします。ID ベースのポリシーで aws:ResourceOrgID を使用する場合は、こ
れらのリソースにアクセスする ID の機能に影響を与える可能性があります。

AWS Data Exchange などの特定の AWS サービスでは、通常のオペレーションで AWS アカウント の外
部のリソースへのアクセスに依存しています。ポリシーに aws:ResourceOrgID キーを使う場合、そ
れらのサービスの免除を指定するために追加のステートメントを含めます。ポリシー AWS: AWS Data 
Exchange を除くアカウント外の Amazon S3 リソースへのアクセスを拒否する (p. 476) の例では、サービ
スが所有するリソースの例外を定義しながら、リソースアカウントに応じてアクセスを拒否する方法を示
しています。類似ポリシーを作成して、サービス所有のリソースを考慮しながら、aws:ResourceOrgID
キーを使用して組織内のリソースへのアクセスを制限できます。

独自のカスタムポリシーを作成する場合に、このポリシーの例をテンプレートとして使用します。詳細に
ついては、サービスのドキュメントを参照してください。

次のビデオでは、ポリシーで aws:ResourceOrgID 条件キーを使用する方法について詳しく説明しま
す。

Ensure identities and networks can only be used to access trusted resources (ID とネットワークを確実に
信頼できるリソースへのアクセスにのみ使用できるようにする)

aws:ResourceOrgPaths
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用してアクセス済みリソースの AWS Organizations パスをポリシー内のパスと比較しま
す。ポリシーでは、この条件キーによって、このリソースが AWS Organizations の指定した組織ルート
または組織単位 (OU) 内のアカウントメンバーに属していることを保証します。AWS Organizations パス
は、Organizations エンティティの構造をテキストで表記したものです。パスの使用と理解の詳細について
は、「AWS Organizations エンティティパスを理解する (p. 561)」を参照してください。

• 可用性 – このキーは、リソースを所有するアカウントが組織のメンバーである場合にのみ、リクエスト
コンテキストに含まれます。このグローバル条件キーでは以下のアクションがサポートされません。
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• Amazon Elastic Block Store - すべてのアクション
• Amazon EC2

• ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:AcceptVpcEndpointConnections
• ec2:AcceptVpcPeeringConnection
• ec2:CopyFpgaImage
• ec2:CopyImage
• ec2:CopySnapshot
• ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:CreateVolume
• ec2:CreateVpcEndpoint
• ec2:CreateVpcPeeringConnection
• ec2:DeleteTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:DeleteVpcPeeringConnection
• ec2:RejectTransitGatewayPeeringAttachment
• ec2:RejectVpcEndpointConnections
• ec2:RejectVpcPeeringConnection

• Amazon EventBridge — すべてのアクション
• Amazon Route 53

• route53:AssociateVpcWithHostedZone
• route53:CreateVPCAssociationAuthorization
• route53:DeleteVPCAssociationAuthorization
• route53:DisassociateVPCFromHostedZone
• route53:ListHostedZonesByVPC

• Amazon WorkSpaces
• workspaces:DescribeWorkspaceImages

• 値タイプ — 複数値

Note

上記のサポートされていないアクションに関するその他の考慮事項については、data-perimeter-
policy-examples リポジトリを参照してください。

aws:ResourceOrgPaths は複数の値を持つ条件キーです。複数値のキーは、リクエストコンテキスト
に複数の値を持つことができます。このキーを使用する場合は、文字列条件演算子 (p. 1196)とともに
ForAnyValue または ForAllValues の集合演算子を使用する必要があります。複数値を持つ条件キー
の詳細については、「複数のキーバリューの使用 (p. 1206)」を参照してください。

例えば次の条件では、その組織 o-a1b2c3d4e5 に属するリソースに True を返します。ワイルドカード
を含める場合は、条件演算子 StringLike (p. 1196) を使用する必要があります。

"Condition": {  
      "ForAnyValue:StringLike": { 
             "aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/*"] 
   }
}

次の条件では、OU ID ou-ab12-11111111 を持つリソースには True が返されます。OU ou-
ab12-11111111、または子 OU のいずれかにアタッチするアカウントが所有するリソースと一致すること
になります。
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"Condition": { "ForAnyValue:StringLike" : { 
     "aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/*"]
}}

次の条件が OU ID ou-ab12-22222222 に直接アタッチしたアカウントが所有するリソースに True が返
されますが、子 OU には返されません。次の例では StringEquals (p. 1196) 条件演算子を使用して、ワイ
ルドカード一致ではなく OU ID の完全一致要件を指定します。

"Condition": { "ForAnyValue:StringEquals" : { 
     "aws:ResourceOrgPaths":["o-a1b2c3d4e5/r-ab12/ou-ab12-11111111/ou-ab12-22222222/"]
}}

Note

一部の AWS のサービス では他の AWS アカウント でホストされている AWS 所有リソースへ
のアクセスを必要とします。ID ベースのポリシーで aws:ResourceOrgPaths を使用する場合
は、これらのリソースにアクセスする ID の機能に影響を与える可能性があります。

AWS Data Exchange などの特定の AWS サービスでは、通常のオペレーションで AWS アカウント の
外部のリソースへのアクセスに依存しています。ポリシーに aws:ResourceOrgPaths キーを使う
場合、それらのサービスの免除を指定するために追加のステートメントを含めます。ポリシー AWS: 
AWS Data Exchange を除くアカウント外の Amazon S3 リソースへのアクセスを拒否する (p. 476)
の例では、サービスが所有するリソースの例外を定義しながら、リソースアカウントに応じてアクセ
スを拒否する方法を示しています。類似ポリシーを作成して、サービス所有のリソースを考慮しなが
ら、aws:ResourceOrgPaths キーを使用して組織単位 (OU) 内のリソースへのアクセスを制限できま
す。

独自のカスタムポリシーを作成する場合に、このポリシーの例をテンプレートとして使用します。詳細に
ついては、サービスのドキュメントを参照してください。

aws:ResourceTag/tag-key
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、ポリシーで指定したタグキーバリューのペアと、リソースにアタッチされている
キーバリューのペアを比較します。たとえば、リソースに値 "Marketing" の付いたタグキー "Dept" が
アタッチされている場合にのみ、そのリソースへのアクセスを許可するように要求することができます。
詳細については、「AWS のリソースへのアクセスの制御 (p. 457)」を参照してください。

• 可用性 – このキーは、リクエストコンテキスト (リクエストされたリソースにすでにアタッチしたタ
グがある場合) またはアタッチしたタグを持つリソースを作成するリクエストに含まれます。このキー
は、タグに基づいて認証をサポートする (p. 1137)リソースに対してのみ返されます。タグキーバリュー
のペアごとに 1 つのコンテキストキーがあります。

• 値タイプ — 単一値

このコンテキストキーは "aws:ResourceTag/tag-key":"tag-value" という形式です。ここで tag-
key および tag-value はタグキーバリューのペアです。タグのキーと値は大文字と小文字が区別されま
せん。つまり、ポリシーの条件要素で "aws:ResourceTag/TagKey1": "Value1" で指定した場合、そ
の条件は TagKey1 または tagkey1 という名前のリソースタグキーに一致しますが、その両方には一致し
ません。

aws:ResourceTag キーを使用して IAM リソースへのアクセスを制御する例については、「AWS のリ
ソースへのアクセスの制御 (p. 457)」を参照してください。

aws:ResourceTag キーを使用して他の AWS リソースへのアクセスを制御する例については、「タグを
使用した AWS リソースへのアクセスの制御 (p. 456)」をご参照ください。
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属性ベースのアクセス制御 (ABAC) の aws:ResourceTag 条件キーの使用に関するチュートリアルについ
ては、「IAM チュートリアル: タグに基づいて AWS リソースにアクセスするためのアクセス許可を定義す
る (p. 47)」をご参照ください。

aws:SecureTransport
ブール演算子 (p. 1199)で動作します。

このキーを使用してリクエストが SSL を使用して送信されたかどうかを確認します。リクエストコンテキ
ストは true または false を返します。ポリシーでは、リクエストが SSL を使用して送信された場合に
のみ、特定のアクションを許可できます。

• 可用性 – このキーは常にリクエストコンテキストに含まれます。
• 値タイプ — 単一値

aws:SourceAccount
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、サービス間リクエストを行っているリソースのアカウント IDを、ポリシーで指定し
たアカウント ID と比較します。

• 可用性 – このキーは、リソース所有者に代わって別のサービスを呼び出すようリソースへのアクセスで 
AWS サービスをトリガーした場合にのみ、リクエストコンテキストに含まれます。呼び出し元のサービ
スは、ソースのリソースアカウアカウント ID を呼び出し先のサービスに渡す必要があります。この ア
カウント ID には、ソースアカウント ID が含まれます。

• 値タイプ — 単一値

この条件キーを使用して、サービス間のトランザクション中に AWS サービスが混乱した代理 (p. 194)と
して使用されるのを防ぐことができます。この条件キーの値を、リクエスト内のリソースのアカウントに
設定します。たとえば、Amazon S3 バケットの更新によって Amazon SNS トピック投稿がトリガーされ
ると、Amazon S3 サービスは sns:Publish API オペレーションを呼び出します。sns:Publish 操作を
許可するポリシーで、条件キーの値を Amazon S3 バケットのアカウント ID に設定します。これらの条件
キーが推奨される方法とタイミングについては、「使用している AWS サービスのドキュメント」を参照
してください。

aws:SourceArn
ARN 演算子 (p. 1202)と文字列演算子 (p. 1196)と連携します。AWS では、ARN を比較する場合には、文
字列演算子の代わりに ARN 演算子を使用することをお勧めします。

このキーを使用して、サービス間リクエストを行っているリソースの Amazon リソースネーム 
(ARN) (p. 1124) を、ポリシーで指定した ARN と比較します。

このキーは、リクエストを行うプリンシパルの ARN では機能しません。代わりに
aws:PrincipalArn (p. 1262) を使用してください。ソースの ARN にはアカウント ID が含まれているた
め、aws:SourceArn で aws:SourceAccount を使用する必要はありません 。

• 可用性 – このキーは、リソース所有者に代わって別のサービスを呼び出すようリソースへのアクセスで 
AWS サービスをトリガーした場合にのみ、リクエストコンテキストに含まれます。呼び出し元のサービ
スは、元のリソースの ARN を呼び出し先のサービスに渡す必要があります。

• 値タイプ — 単一値

この条件キーを使用して、サービス間のトランザクション中に AWS サービスが混乱した代理 (p. 194)と
して使用されるのを防ぐことができます。この条件キーの値を、リクエスト内のリソースの ARN に設定
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します。たとえば、Amazon S3 バケットの更新によって Amazon SNS トピック投稿がトリガーされる
と、Amazon S3 サービスは sns:Publish API オペレーションを呼び出します。sns:Publish オペレー
ションを許可するポリシーで、条件キーの値を Amazon S3 バケットの ARN に設定します。これらの条件
キーが推奨される方法とタイミングについては、「使用している AWS サービスのドキュメント」を参照
してください。

aws:SourceIdentity
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

プリンシパルによって設定されたソース ID と、ポリシーで指定したソース ID を比較するには、このキー
を使用します。

• 可用性 — このキーは、AWS STS assume-role CLI コマンドまたは AWS STS AssumeRole API オペ
レーションを使用してロールが引き継がれるときに、ソース ID が設定された後、リクエストコンテキス
トに含まれます。

• 値タイプ — 単一値

ポリシーでこのキーを使用して、ロールを引き受けるときにソースIDを設定したプリンシパルによ
る AWS でのアクションを許可できます。ロールの指定されたソースIDのアクティビティが AWS 
CloudTrail (p. 405) に表示されます。これにより、管理者は AWS のロールで誰または何がアクションを実
行したかを簡単に判断できます。

sts:RoleSessionName (p. 1294) とは異なり、ソースIDを設定した後は、値を変更できません。これ
は、ロールが実行するすべてのアクションのリクエストコンテキストに存在します。この値は、セッショ
ン認証情報を使用して別のロールを引き受けるときに、後続のロールセッションに保持されます。別の
ロールからあるロールを引き受けると、ロールの連鎖 (p. 185)と呼ばれます。

sts:SourceIdentity (p. 1295) キーは、プリンシパルが、AWS STS assume-role CLI コマンドまたは 
AWS STS AssumeRole API オペレーションを使用してロールを引き受けるときに、最初にソース ID を
設定するときに、リクエストに存在します。aws:SourceIdentity キーは、ソースIDが設定されている
ロールセッションで実行されるすべてのアクションの要求に存在します。

アカウント CriticalRole の 111122223333 の次のロール信頼ポリシーには、Saanvi また
は Diego に設定されているソース ID を持たないプリンシパルがロールを引き受けることを防ぐ
aws:SourceIdentity のための条件が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AssumeRoleIfSourceIdentity", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/CriticalRole"}, 
            "Action": [ 
                "sts:AssumeRole", 
                "sts:SetSourceIdentity" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:SourceIdentity": ["Saanvi","Diego"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

ソース ID 情報の使用の詳細については、「引き受けたロールで実行されるアクションのモニタリングと制
御 (p. 374)」を参照してください。
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aws:SourceIp
IP アドレス演算子 (p. 1200)で動作します。

このキーを使用して、リクエスタの IP アドレスをポリシーで指定した IP アドレスと比較しま
す。aws:SourceIp 条件キーは、パブリック IP アドレス範囲にのみ使用できます。

• 可用性 – このキーは、リクエスタが VPC エンドポイントを使用してリクエストを行う場合を除き、リ
クエストコンテキストに含まれます。

• 値タイプ — 単一値

aws:SourceIp 条件キーをポリシーで使用して、プリンシパルが指定された IP 範囲内からのみリクエ
ストを行うことを許可できます。ただし、AWS サービスがプリンシパルの代わりに呼び出しを行う場
合、このポリシーはアクセスを拒否します。この場合、aws:ViaAWSService (p. 1282) キーと共に
aws:SourceIp を使用して、プリンシパルによって直接行われたリクエストにのみソース IP 制限が適用
されるようにできます。

Note

aws:SourceIp は IPv4 と IPv6 の両方の IP アドレスおよびレンジをサポートしています。詳細
については、「IAM ポリシーを IPv6 にアップグレード」を参照してください。

たとえば、IAM ユーザーに次のポリシーをアタッチできます。このポリシーでは、指定された IP アド
レスから呼び出しを行う場合に、ユーザーがオブジェクトを直接 DOC-EXAMPLE-BUCKET3 Amazon S3 
バケットに入れることができます。ただし、ユーザーがサービスで Amazon S3 を呼び出す別のリク
エストを実行する場合、IP アドレスの制限は適用されません。PrincipalPutObjectIfIpAddress
ステートメントは、リクエストがサービスによって実行されない場合にのみ、IP アドレスを制限しま
す。ServicePutObject ステートメントは、リクエストがサービスによって実行された場合、IP アドレ
スの制限なしでオペレーションを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "PrincipalPutObjectIfIpAddress", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET3/*", 
            "Condition": { 
                "Bool": {"aws:ViaAWSService": "false"}, 
                "IpAddress": {"aws:SourceIp": "203.0.113.0"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "ServicePutObject", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*", 
            "Condition": { 
                "Bool": {"aws:ViaAWSService": "true"} 
            } 
        } 
    ]
}

リクエスト実行元が VPC エンドポイントを使用するホストである場合、aws:SourceIp キーは使用でき
ません。代わりに、aws:VpcSourceIp (p. 1279)などの VPC 固有のキーを使用する必要があります。VPC 
エンドポイント使用の詳細については、「AWS PrivateLink ガイド」の「VPC エンドポイントおよび VPC 
エンドポイントサービスの ID およびアクセス管理」を参照してください。
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aws:SourceVpc
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、リクエストがポリシーで指定した VPC からのものであるかどうかを確認しま
す。ポリシーでは、このキーを使用して、特定の VPC にのみアクセスを許可できます。詳細について
は、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「特定の VPC へのアクセスの制限」を参照してく
ださい。

• 可用性 – このキーは、リクエスタが VPC エンドポイントを使用してリクエストを行う場合にのみリク
エストコンテキストに含まれます。

• 値タイプ — 単一値

aws:SourceVpce
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、リクエストの VPC エンドポイント識別子をポリシーで指定したエンドポイント ID 
と比較します。ポリシーでは、このキーを使用して、特定の VPC エンドポイントへのアクセスを制限でき
ます。詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「特定の VPC エンドポイント
へのアクセスの制限」を参照してください。

• 可用性 – このキーは、リクエスタが VPC エンドポイントを使用してリクエストを行う場合にのみリク
エストコンテキストに含まれます。

• 値タイプ — 単一値

aws:TagKeys
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、リクエスト内のタグキーとポリシーで指定したキーを比較します。ポリシーでタグ
を使用してアクセスを制御する場合は、aws:TagKeys 条件キーを使用して、許可されるタグキーを定義
することをお勧めします。ポリシー例と詳細については、「the section called “タグキーに基づいたアクセ
スの制御” (p. 459)」を参照してください

• 可用性 – このキーは、オペレーションがリクエストのタグを渡すサポートしている場合にのみ、リクエ
ストコンテキストに含まれます。

• 値タイプ — 複数値

このコンテキストキーは "aws:TagKeys":"tag-key" という形式であり、ここで tag-key は値 
(["Dept","Cost-Center"] など) のないタグキーのリストです。

1 つのリクエストに複数のタグとキーバリューのペアを含めることができるため、リクエストのコンテ
ンツは複数の値を (p. 1204)持つリクエストである場合があります。この場合、ForAllValues また
は ForAnyValue 集合演算子を使用する必要があります。詳細については、「複数のキーバリューの使
用 (p. 1206)」を参照してください。

一部のサービスでは、リソースの作成、変更、削除などのリソースオペレーションを使用したタグ付け
をサポートしています。1 回の呼び出しでタグ付けとオペレーションを許可するには、タグ付けアクショ
ンとリソース変更アクションの両方を含むポリシーを作成する必要があります。次に、aws:TagKeys 条
件キーを使用して、リクエストで特定のタグキーを使用して適用できます。たとえば、だれかが Amazon 
EC2 スナップショットを作成するときにタグを制限するには、ポリシーに ec2:CreateSnapshot
の作成アクションおよび ec2:CreateTags のタグ付けアクションを含める必要があります。を使
用するこのシナリオのポリシーを表示するには、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ドのaws:TagKeys「タグ付きのスナップショットの作成」を参照してください。
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aws:TokenIssueTime
日付演算子 (p. 1199)で動作します。

このキーを使用して、一時的なセキュリティ認証情報が発行された日時と、ポリシーで指定した日時を比
較します。

• 可用性 – このキーは、プリンシパルが一時的な認証情報を使用してリクエストを行う場合にのみ、リ
クエストコンテキストに含まれます。このキーは、アクセスキーを使用して行われたAWS CLI、AWS 
API、または AWS SDK リクエストには存在しません。

• 値タイプ — 単一値

一時的認証情報の使用がサポートされているサービスについては、「IAM と連携する AWS のサービ
ス (p. 1137)」を参照してください。

aws:UserAgent
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、リクエスタのクライアントアプリケーションとポリシーで指定したアプリケーショ
ンを比較します。

• 可用性 – このキーは常にリクエストコンテキストに含まれます。
• 値タイプ — 単一値

Warning

このキーは慎重に使用する必要があります。しかし、aws:UserAgent 値は HTTP ヘッダー内
の発信者によって渡されるため、不正な当事者が改造またはカスタムブラウザを使用して任意の
aws:UserAgent 値を渡すことができます。そのため aws:UserAgent は、不正な当事者から 
AWS にリクエストが直接行われることを防止するために使用しないでください。このステートメ
ントを使用して、ポリシーをテストした後にのみ、特定のクライアントアプリケーションのみを
許可できます。

aws:userid
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、リクエスタのプリンシパル ID とポリシーで指定した識別子を比較します。IAM ユー
ザーの場合、リクエストコンテキスト値はユーザー ID です。IAM ロールの場合、この値の形式はさま
ざまです。さまざまなプリンシパルで情報がどのように表示されるかについては、「プリンシパルの指
定 (p. 1179)」を参照してください。principal キーの値の具体的な例については、「プリンシパルキー
の値 (p. 1217)」を参照してください。

• 可用性 – このキーは、匿名リクエストなどのすべてのリクエストのリクエストコンテキストに含まれま
す。

• 値タイプ — 単一値

aws:username
文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、リクエスタのユーザー名をポリシーで指定したユーザー名と比較します。さまざま
なプリンシパルで情報がどのように表示されるかについては、「プリンシパルの指定 (p. 1179)」を参照し
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てください。principal キーの値の具体的な例については、「プリンシパルキーの値 (p. 1217)」を参照
してください。

• 可用性 – このキーは常に IAM ユーザーのリクエストコンテキストに含まれます。匿名のリクエスト
と AWS アカウントのルートユーザー または IAM ロールを使用して行われたリクエストには、この
キーは含まれません。IAM Identity Center の認証情報を使用して行われたリクエストでは、このキー
はコンテキストに含まれません。IAM Identity Center でユーザーへのアクセスを制御する方法について
は、「AWS でのアクセス制御に IAM Identity Center の ID ストアから定義済みの属性を使用する」の
「identitystore:UserId」をご参照ください。IAM Identity Center のユーザーとは、お客様の AWS 
アカウント またはクラウドアプリケーションにアクセスする必要がある従業員のことです。

• 値タイプ — 単一値

aws:ViaAWSService
ブール演算子 (p. 1199)で動作します。

このキーを使用して、AWS サービスがユーザーに代わって別のサービスにリクエストを実行するかどうか
確認します。

サービスが IAM プリンシパルの認証情報を使用し、プリンシパルに代わってリクエストを実行すると、
リクエストコンテキストキーは true を返します。サービスがサービスロールまたはサービスリンクロー
ルを使用してプリンシパルに代わって呼び出しを行う場合、コンテキストキーは false を返します。リク
エストコンテキストキーは、プリンシパルが直接呼び出しを行ったときも false を返します。

• 可用性 – このキーは常にリクエストコンテキストに含まれます。
• 値タイプ — 単一値

この条件キーを使用して、リクエストがサービスによって行われたかどうかに基づいてアクセスを許可ま
たは拒否できます。ポリシーの例を表示するには、「AWS: 送信元 IP に基づいて AWS へのアクセスを拒
否する (p. 475)」を参照してください。

aws:VpcSourceIp
IP アドレス演算子 (p. 1200)で動作します。

このキーを使用して、リクエストの作成元の IP アドレスと、ポリシーで指定した IP アドレスを比較しま
す。ポリシーでは、リクエストが指定された IP アドレスから送信され、VPC エンドポイントを経由する
場合にのみキーが一致します。

• 可用性 – このキーは、リクエストが VPC エンドポイントを使用して行われた場合にのみリクエストコ
ンテキストに含まれます。

• 値タイプ — 単一値

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコント
ロールを参照してください。

その他のクロスサービス条件キー
グローバル条件キーは、aws: プレフィックスを持つ条件キーです。個々のサービスは独自の条件キーを
作成できます。これらのサービス固有の条件キーには、iam: または sts: など、サービスの名前に一致
するプレフィクスが含まれます。

サービスは、他のサービスのリクエストコンテキストで使用可能なサービス固有のキーを作成できます。
これらのキーは、複数のサービスで利用できますが、グローバル条件キーではありません。例えば、AWS 
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STS は SAML ベースのフェデレーション条件キー (p. 1289)をサポートします。これらのキーは、SAML 
を使用してフェデレーションされたユーザーが他のサービスで AWS オペレーションを実行するときに使
用できます。その他の例には、identitystore:UserId および ec2:SourceInstanceArn が含まれま
す。

サービスのサービス固有の条件キーを表示するには、「AWS サービスのアクション、リソース、および条
件キー」を参照し、キーを表示するサービスを選択します。

IAM および AWS STS の条件コンテキストキー
JSON ポリシーの Condition 要素を使用して、すべての AWS リクエストのリクエストコンテキストに
含まれるキーの値をテストできます。これらのキーは、リクエスト自体、またはリクエストが参照するリ
ソースに関する情報を示します。ユーザーが要求したアクションを許可する前に、キーが指定された値を
持っているかどうかを確認できます。これにより、JSON ポリシーステートメントが着信リクエストと照
合するとき、しないときを細かく制御できます。JSON ポリシーで Condition 要素を使用する方法の詳
細については、「IAM JSON ポリシー要素Condition (p. 1193)」を参照してください。

このトピックでは、IAM サービス (iam: プレフィックス付き) および AWS Security Token Service (AWS 
STS) サービス (sts: プレフィックス付き) で定義および提供されているキーについて説明します。他のい
くつかの AWS サービスは、そのサービスによって定義されたアクションおよびリソースに関連するサー
ビス固有のキーも提供します。詳細については、「AWS のサービスのアクション、リソース、および条
件キー」を参照してください。条件キーをサポートするサービスのドキュメントには、追加情報がある場
合があります。例えば、Amazon S3 リソースのポリシーで使用できるキーについては、Amazon Simple 
Storage Service ユーザーガイドの「Amazon S3 ポリシーキー」を参照してください。

トピック
• IAM で使用可能なキー (p. 1283)
• AWS ウェブ ID フェデレーションで利用可能なキー (p. 1286)
• SAML ベースの AWS STS フェデレーションに利用可能なキー (p. 1289)
• AWS STS に利用可能なキー (p. 1293)

IAM で使用可能なキー
IAM リソースへのアクセスを制御するポリシーで以下の条件キーを使用できます。

iam:AssociatedResourceArn

ARN 演算子 (p. 1202)で動作します。

宛先サービスでこのロールが関連付けられるリソースの ARN を指定します。通常、リソースは、プ
リンシパルがロールを渡すサービスに属します。場合によっては、リソースが 3 番目のサービスに属
することがあります。たとえば、Amazon EC2 インスタンスで使用するロールを Amazon EC2 Auto 
Scaling に渡すことができます。この場合、条件は Amazon EC2 インスタンスの ARN と一致しま
す。

この条件キーは、ポリシーの PassRole (p. 284) アクションにのみ適用されます。他のアクションを制
限するために使用することはできません。

エンティティがロールを渡すことを許可するには、ポリシーでこの条件キーを使用しますが、その
ロールが指定されたリソースに関連付けられている場合に限ります。ワイルドカード (*) を使用する
と、リージョンまたはリソース ID を制限することなく、特定の種類のリソースに対して操作を実行
できます。たとえば、IAM ユーザーまたはロールが、リージョン us-east-1 または us-west-1 の
インスタンスで使用する任意のロールを Amazon EC2 サービスに渡すことを許可できます。IAM ユー
ザーまたはロールは、ロールを他のサービスに渡すことはできません。さらに、Amazon EC2 が他の
リージョンのインスタンスでロールを使用することも許可しません。
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{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:PassRole", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": {"iam:PassedToService": "ec2.amazonaws.com"}, 
        "ArnLike": { 
            "iam:AssociatedResourceARN": [ 
                "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*", 
                "arn:aws:ec2:us-west-1:111122223333:instance/*" 
            ] 
        } 
    }
}

Note

iam:PassedToService (p. 1284) をサポートする AWS サービスは、この条件キーもサポート
します。

iam:AWSServiceName

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このロールがアタッチされる AWS のサービスを指定します。

この例では、サービス名が access-analyzer.amazonaws.com である場合、エンティティがサービスに
リンクされたロールを作成することを許可します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [{ 
       "Effect": "Allow", 
       "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
       "Resource": "*", 
       "Condition": { 
         "StringLike": { 
           "iam:AWSServiceName": "access-analyzer.amazonaws.com" 
         } 
       } 
     }] 
 }

iam:OrganizationsPolicyId

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

指定された AWS Organizations IDを持つポリシーがリクエストで使用されたポリシーと一致す
るかどうかを確認します。この条件キーを使用する IAM ポリシーの例を表示するには、「IAM: 
Organizations ポリシーのサービスの最終アクセス情報を表示 (p. 501)」を参照してください。

iam:PassedToService

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

ロールを渡すことができるサービスのサービスプリンシパルを指定します。この条件キーは、ポリ
シーの PassRole (p. 284) アクションにのみ適用されます。他のアクションを制限するために使用する
ことはできません。

ポリシーでこの条件キーを使用する場合は、サービスプリンシパルを使用してサービスを指定しま
す。サービスプリンシパルは、ポリシーの Principal 要素で指定できるサービスの名前です。通常
の形式は、SERVICE_NAME_URL.amazonaws.com です。
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特定のサービスにのみロールを渡すことができるようにユーザーを制限するに
は、iam:PassedToService を使用します。たとえば、ユーザーは、代理で Amazon S3 バケットに
ログデータを書き込むために CloudWatch を信頼するサービスロール (p. 185)を作成する場合があり
ます。次に、ユーザーは新しいサービスロールにアクセス許可ポリシーと信頼ポリシーをアタッチす
る必要があります。この場合、信頼ポリシーで、cloudwatch.amazonaws.com 要素の Principal
を指定する必要があります。ユーザーが CloudWatch にロールを渡すことを許可するポリシーを表示
するには、「IAM: IAM ロールを特定の AWS のサービスに渡す (p. 495)」を参照してください。

この条件キーを使用することで、ユーザーは、指定したサービスにのみ、サービスロールを作成する
ことができます。たとえば、前述のポリシーを持つユーザーが Amazon EC2 のサービスロールを作成
しようとすると、オペレーションは失敗します。このエラーは、ユーザーにロールを Amazon EC2 に
渡すアクセス許可がないために発生します。

ロールをサービスに渡し、次に別のサービスにロールを渡すことがありま
す。iam:PassedToService には、ロールを引き受ける最終サービスのみが含まれ、ロールを渡す
中間サービスは含まれません。

Note

一部のサービスでは、この条件キーをサポートしていません。
iam:PermissionsBoundary

ARN 演算子 (p. 1202)で動作します。

指定したポリシーが IAM プリンシパルリソースのアクセス許可の境界としてアタッチされていること
を確認します。詳細については、「IAM エンティティのアクセス許可境界 (p. 433)」を参照してくだ
さい。

iam:PolicyARN

ARN 演算子 (p. 1202)で動作します。

管理ポリシーを含むリクエストの管理ポリシーの Amazon リソースネーム (ARN) を確認します。詳細
については、「ポリシーへのアクセスの制御 (p. 450)」を参照してください。

iam:ResourceTag/key-name

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

リソース (ユーザーまたはロール) を識別するためにアタッチされたタグが、指定されたキーの名前お
よび値と一致するかどうかをチェックします。

Note

IAM と AWS STS は iam:ResourceTag IAM 条件キーと aws:ResourceTagグローバル条
件キーの両方をサポートします。

カスタム属性は、キーバリューのペアの形式で IAM リソースに追加できます。IAM リソース のタグ
付けの詳細については、「the section called “IAM リソースのタグ付け” (p. 327)」を参照してくださ
い。ResourceTag リソース (IAM リソースを含む) へのアクセスを制御 (p. 457)するには AWS を使
用します。ただし、IAM ではグループのタグをサポートしていないため、タグを使用してグループへ
のアクセスを制御することはできません。

この例は、status=terminated タグを持つユーザーの削除を許可する ID ベースポリシーを作成す
る方法を示しています。このポリシーを使用するには、サンプルポリシーの##################
#を独自の情報に置き換えます。次に、ポリシーの作成 (p. 514)またはポリシーの編集 (p. 543)の手順
に従います。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [{ 
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        "Effect": "Allow", 
        "Action": "iam:DeleteUser", 
        "Resource": "*", 
        "Condition": {"StringEquals": {"iam:ResourceTag/status": "terminated"}} 
    }]
}

AWS ウェブ ID フェデレーションで利用可能なキー
ウェブ ID フェデレーションを使用して、OpenID Connect 準拠の OpenID プロバイダー (OP) を通じ
て認証されたユーザーに、一時的なセキュリティ認証情報を AWS アカウントの IAM OpenID Connect 
(OIDC) ID プロバイダーを通じて付与できます。このようなプロバイダーの例として、Login with 
Amazon、Amazon Cognito、Google、Facebook があります。Amazon Elastic Kubernetes Service クラ
スターのサービスアカウントに発行された id_tokens だけでなく、独自の OpenID OP から取得したアイ
デンティティトークン (id_tokens) も使用できます。その場合、一時的なセキュリティ認証情報を使用し
てリクエストするときに、他にも条件キーを使用することができます。これらのキーを使用して、フェ
デレーティッドユーザーの特定のプロバイダー、アプリケーション、またはユーザーに関連付けられた
リソースへのアクセスを制限するポリシーを作成できます。これらのキーは、通常、ロールの信頼ポリ
シーで使用されます。OIDC プロバイダーの名前の後にクレーム (:aud、:azp、:amr、sub) を付けて
条件キーを定義します。Amazon Cognito が使用するロールの場合、キーはクレームの後に cognito-
identity.amazonaws.com を使用して定義されます。

amr

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

例: cognito-identity.amazonaws.com:amr

ウェブ ID フェデレーションに Amazon Cognito を使用する場合、cognito-
identity.amazonaws.com:amr キー（認証方法リファレンス）にユーザーのログイン情報が含ま
れます。このキーには複数の値が含まれるため、条件 set 演算子 (p. 1204)を使用してポリシーでキー
をテストします。キーには、次の値が含まれている可能性があります。
• ユーザーが認証されていない場合、キーには unauthenticated のみが含まれています。
• ユーザーが認証されている場合、キーには authenticated という値と、呼び出しで使用され

るログインプロバイダーの名前 (graph.facebook.com、accounts.google.com、または
www.amazon.com) が含まれています。

たとえば、Amazon Cognito ロールの信頼ポリシーの次の条件では、ユーザーが認証されていないか
どうかをテストします。

"Condition": { 
  "StringEquals":  
    { "cognito-identity.amazonaws.com:aud": "us-east-2:identity-pool-id" }, 
  "ForAnyValue:StringLike":  
    { "cognito-identity.amazonaws.com:amr": "unauthenticated" }
}

aud

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

aud 条件キーを使用して、Google クライアント ID または Amazon Cognito ID プール ID が、ポリ
シーで指定したものと一致することを確認します。aud キーは、同じ ID プロバイダーの sub キーで
使用できます。

例:
• accounts.google.com:aud
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• cognito-identity.amazonaws.com:aud

accounts.google.com:aud 条件キーは、次の Google ID トークンのフィールドと一致します。
• azp フィールドが設定されていない場合の、アプリケーションの aud for OAuth 

2.0 Google クライアント ID。azp フィールドが設定されると、aud フィールドは
accounts.google.com:oaud (p. 1288) 条件キーと一致します。

• azp フィールドが設定されている場合の azp。これは、ウェブアプリケーションおよび Android ア
プリに異なる OAuth 2.0 Google クライアント ID があるが同じ Google API プロジェクトを共有し
ている、ハイブリッドアプリで発生する可能性があります。

Google aud フィールドおよび azp フィールドの詳細については、Google Identity Platform OpenID 接
続ガイドを参照してください。

accounts.google.com:aud 条件キーを使用してポリシーを記述する場合、アプリが azp フィール
ドを設定するハイブリッドアプリであるかどうかを知る必要があります。

azp フィールドが設定されていません

次のサンプルポリシーは、azp フィールドを設定しない非ハイブリッドアプリケーションに対して機
能します。この場合、Google ID トークン aud フィールドの値は、accounts.google.com:aud お
よび accounts.google.com:oaud 条件キーの両方の値に一致します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"Federated": "accounts.google.com"}, 
            "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "accounts.google.com:aud": "aud-value", 
                    "accounts.google.com:oaud": "aud-value", 
                    "accounts.google.com:sub": "sub-value" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

azp フィールドが設定されました

次のサンプルポリシーは、azp フィールドを設定するハイブリッドアプリケーションに対して機能し
ます。この場合、Google ID トークン aud フィールドの値は accounts.google.com:oaud 条件
キーの値にのみ一致します。azp フィールドの値は accounts.google.com:aud 条件キーの値と一
致します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"Federated": "accounts.google.com"}, 
            "Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "accounts.google.com:aud": "azp-value", 
                    "accounts.google.com:oaud": "aud-value", 
                    "accounts.google.com:sub": "sub-value" 
                } 
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            } 
        } 
    ]
}

id

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

例:
• graph.facebook.com:app_id
• graph.facebook.com:id
• www.amazon.com:app_id
• www.amazon.com:user_id

これらのキーを使用して、アプリケーション（またはサイト）ID またはユーザー ID が、ポリシーで
指定したものと一致することを確認します。これは Facebook または Login with Amazon で機能しま
す。app_id キーは、同じ ID プロバイダーの id キーで使用できます。

oaud

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

例: accounts.google.com:oaud

ウェブ ID フェデレーションに Google を使用する場合、このキーはこの ID トークンの対象となるア
カウントの Google 対象者 (aud) を指定します。アプリケーションの OAuth 2.0 クライアント ID のひ
とつである必要があります。

sub

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

例:
• accounts.google.com:sub
• cognito-identity.amazonaws.com:sub

これらのキーを使用して、ユーザー ID がポリシーで指定したものと一致することを確認します。sub
キーは、同じ ID プロバイダーの aud キーで使用できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        "Condition": { 
              "StringEquals": { 
                  "oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/111122223333:aud": 
 "sts.amazonaws.com", 
                  "oidc.eks.us-east-1.amazonaws.com/id/111122223333:sub": 
 "system:serviceaccount:default:assumer" 
               } 
            } 
    ] 
      }

ウェブ ID フェデレーションの詳細

ウェブ ID フェデレーションの詳細については、以下を参照してください。
• Amazon Cognito ユーザーガイド
• ウェブ ID フェデレーションについて (p. 200)

1288

https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-identity.html


AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
IAM 条件キー

SAML ベースの AWS STS フェデレーションに利用可能なキー
AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して SAML ベースのフェデレーションを操作する場合、
追加の条件キーをポリシーに含めることができます。

SAML ロールの信頼ポリシー

ロールの信頼ポリシーには、以下のキーを含めることができます。これらのキーは、ロールの引き受け許
可を発信者に与えるかどうかを規定するのに役立ちます。saml:doc を除いて、すべての値が SAML ア
サーションから派生します。条件付きのポリシーを作成または編集すると、リスト内のすべての項目が 
IAM コンソールのビジュアルエディタで使用できるようになります。[] とマークされている項目は、指定
された型のリストである値を持つことができます。

saml:aud

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

SAML アサーションの提供先のエンドポイント URL。このキーの値は、アサーションの SAML 
Recipient フィールドから取得されます。Audience フィールドから取得された値ではありませ
ん。

saml:commonName[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは commonName 属性です。
saml:cn[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは eduOrg 属性です。
saml:doc

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは、ロールの引き受けに使用されたプリンシパルを表します。形式は、account-
ID/provider-friendly-name です (123456789012/SAMLProviderName など)。account-ID 値
は、SAML プロバイダー (p. 219)を所有するアカウントを参照します。

saml:edupersonaffiliation[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは eduPerson 属性です。
saml:edupersonassurance[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは eduPerson 属性です。
saml:edupersonentitlement[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは eduPerson 属性です。
saml:edupersonnickname[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは eduPerson 属性です。
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saml:edupersonorgdn

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは eduPerson 属性です。
saml:edupersonorgunitdn[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは eduPerson 属性です。
saml:edupersonprimaryaffiliation

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは eduPerson 属性です。
saml:edupersonprimaryorgunitdn

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは eduPerson 属性です。
saml:edupersonprincipalname

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは eduPerson 属性です。
saml:edupersonscopedaffiliation[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは eduPerson 属性です。
saml:edupersontargetedid[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは eduPerson 属性です。
saml:eduorghomepageuri[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは eduOrg 属性です。
saml:eduorgidentityauthnpolicyuri[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは eduOrg 属性です。
saml:eduorglegalname[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは eduOrg 属性です。
saml:eduorgsuperioruri[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは eduOrg 属性です。
saml:eduorgwhitepagesuri[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。
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これは eduOrg 属性です。
saml:givenName[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは givenName 属性です。
saml:iss

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

発行者。URN で表されます。
saml:mail[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは mail 属性です。
saml:name[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは name 属性です。
saml:namequalifier

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

SAML プロバイダーのフレンドリ名に基づくハッシュ値。値は、次の値を順番に連結し、'/' 文字で区
切ります。
1. Issuer 応答値 (saml:iss)
2. AWS アカウント ID
3. IAM の SAML プロバイダーのフレンドリ名（ARN の最後の部分）

SAML プロバイダーのアカウント ID とフレンドリ名の連結は、キー saml:doc として IAM ポリシー
で使用できます。詳細については、「SAML ベースのフェデレーションでユーザーを一意に識別す
る (p. 209)」を参照してください。

saml:organizationStatus[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは organizationStatus 属性です。
saml:primaryGroupSID[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは primaryGroupSID 属性です。
saml:sub

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

* これはクレームの件名です。組織内の個々のユーザーを一意に識別する値が含まれます（例:
_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3）。

saml:sub_type

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーの値は、persistent か transient、または SAML アサーションで使用されている
Format と Subject 要素の完全な NameID URI で構成されます。persistent の値は、saml:sub
値がセッション間のユーザーでも同じことを意味します。値が transient の場合、ユーザーの
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saml:sub 値はセッションごとに異なります。NameID 要素の Format 属性の詳細については、「認
証レスポンスの SAML アサーションを設定する (p. 227)」を参照してください。

saml:surname[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは surnameuid 属性です。
saml:uid[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは uid 属性です。
saml:x500UniqueIdentifier[]

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これは x500UniqueIdentifier 属性です。

eduPerson および eduOrg 属性に関する一般的な情報については、REFEDS Wiki ウェブサイトを参照し
てください。eduPerson 属性のリストについては、「eduPerson オブジェクトクラス仕様 (201602)」を
参照してください。

リストタイプの条件キーには、複数の値を含めることができます。リスト値のポリシー内で条件を作成す
るには、set 演算子 (p. 1204) (ForAllValues、ForAnyValue) を使用できます。たとえば、所属先が
「faculty」または「staff」である（ただし、「student」ではない）すべてのユーザーを許可するには、次
のような条件を使用します。

"Condition": { 
   "ForAllValues:StringLike": { 
     "saml:edupersonaffiliation":[ "faculty", "staff"]  
   }
}

SAML ロールのアクセス許可ポリシー

ユーザーが AWS で許可されている操作を定義する SAML フェデレーションのアクセス許可ポリシーに
は、次のキーを追加することができます。

saml:namequalifier

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

これには、saml:doc 値と saml:iss 値の組み合わせを表すハッシュ値が含まれます。これは名前空
間の限定子として使用されます。saml:namequalifier と saml:sub の組み合わせによってユー
ザーが識別されます。

saml:sub

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

* これはクレームの件名です。組織内の個々のユーザーを一意に識別する値が含まれます（例:
_cbb88bf52c2510eabe00c1642d4643f41430fe25e3）。

saml:sub_type

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーの値は、persistent か transient、または SAML アサーションで使用されている
Format と Subject 要素の完全な NameID URI で構成されます。persistent の値は、saml:sub
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値がセッション間のユーザーでも同じことを意味します。値が transient の場合、ユーザーの
saml:sub 値はセッションごとに異なります。NameID 要素の Format 属性の詳細については、「認
証レスポンスの SAML アサーションを設定する (p. 227)」を参照してください。

これらのキーの使用の詳細については、「SAML 2.0 ベースのフェデレーションについて (p. 206)」を参照
してください。

AWS STS に利用可能なキー
AWS Security Token Service (AWS STS) オペレーションを使用して引き受けたロールについては、IAM 
ロール信頼ポリシーで以下の条件キーを使用できます。

sts:AWSServiceName

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

ベアラートークンを使用できるサービスを指定するには、このキーを使用します。ポリシーで
この条件キーを使用する場合は、サービスプリンシパルを使用してサービスを指定します。サー
ビスプリンシパルは、ポリシーの Principal 要素で指定できるサービスの名前です。たとえ
ば、codeartifact.amazonaws.com は AWS CodeArtifact サービスプリンシパルです。

一部の AWS のサービスでは、プログラムでリソースにアクセスする前に、AWS STS サービス
ベアラートークンを取得するアクセス許可が必要です。たとえば、AWS CodeArtifact では、プリ
ンシパルがベアラートークンを使用して一部のオペレーションを実行する必要があります。aws 
codeartifact get-authorization-token コマンドは、ベアラートークンを返します。その
後、ベアラートークンを使用して AWS CodeArtifact オペレーションを実行できます。ベアラートーク
ンの詳細については、「ベアラートークンを使用する (p. 398)」を参照してください。

可用性 – このキーは、ベアラートークンを取得するリクエストに含まれています。AWS STS を直接
呼び出してベアラートークンを取得することはできません。他のサービスでいくつかのオペレーショ
ンを実行すると、自動的にベアラートークンがリクエストされます。

この条件キーを使用すると、プリンシパルが特定のサービスで使用するベアラートークンを取得する
ことを許可できます。

sts:DurationSeconds

桁演算子 (p. 1198)で動作します。

AWS STS ベアラートークンを取得するときにプリンシパルが使用できる時間 (秒) を指定するには、
このキーを使用します。

一部の AWS のサービスでは、プログラムでリソースにアクセスする前に、AWS STS サービス
ベアラートークンを取得するアクセス許可が必要です。たとえば、AWS CodeArtifact では、プリ
ンシパルがベアラートークンを使用して一部のオペレーションを実行する必要があります。aws 
codeartifact get-authorization-token コマンドは、ベアラートークンを返します。その
後、ベアラートークンを使用して AWS CodeArtifact オペレーションを実行できます。ベアラートーク
ンの詳細については、「ベアラートークンを使用する (p. 398)」を参照してください。

可用性 – このキーは、ベアラートークンを取得するリクエストに含まれています。AWS STS を直接
呼び出してベアラートークンを取得することはできません。他のサービスでいくつかのオペレーショ
ンを実行すると、自動的にベアラートークンがリクエストされます。このキーは、AWS STS assume-
role オペレーションには含まれていません。

sts:ExternalId

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

IAM ロールを引き受けるときにプリンシパルが特定の識別子を提供するように要求するには、この
キーを使用します。
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可用性 – このキーは、AWS CLI または AWS API を使用してロールを引き受ける際にプリンシパルが
外部 ID を提供するときにリクエストに含まれています。

別のアカウントでロールを引き受ける際に必要になる場合がある一意の ID。ロールが属するアカウン
トの管理者から外部 ID が提供された場合は、その値を ExternalId パラメータに指定します。この
値は、パスフレーズやアカウント番号などの任意の文字列とすることができます。外部 ID の最も重
要な機能は、混乱した代理問題の防止と対処です。外部 ID と混乱した代理問題の詳細については、
「AWS リソースへのアクセス権を第三者に付与するときに外部 ID を使用する方法 (p. 192)」を参照
してください。

ExternalId の値は、2～1,224 文字で構成されている必要があります。この値は、空白のない英数字
にする必要があります。次の記号を含めることもできます。プラス記号 (+)、等号 (=)、カンマ (,)、ピ
リオド (.)、アットマーク (@)、コロン (:)、スラッシュ (/)、およびハイフン (-)。

sts:RoleSessionName

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、ロールを引き受けるときにプリンシパルが指定するセッション名と、ポリシー
で指定されている値を比較します。

可用性 – このキーは、プリンシパルが AWS Management Console、assume-role CLI コマンド、また
は AWS STS AssumeRole API オペレーションを使用してロールを引き受けるときにリクエストに含
まれています。

ロール信頼ポリシーでこのキーを使用すると、ユーザーがロールを引き受けるときに特定のセッショ
ン名を指定するように要求できます。たとえば、IAM ユーザーがセッション名として自分のユーザー
名を指定するように要求できます。IAM ユーザーがロールを引き受けると、ユーザー名と一致する
セッション名とともにアクティビティがAWS CloudTrail ログ (p. 405)に表示されます。これにより、
管理者がロールを異なるプリンシパルで使用する場合に、ロールセッションを区別しやすくなりま
す。

次のロール信頼ポリシーは、アカウント 111122223333 の IAM ユーザーがロールを引き受ける
ときに、セッション名として ユーザー名を指定することを要求します。この要件は、条件キーの
aws:username 条件変数 (p. 1211)を使用して適用されます。このポリシーにより、IAM ユーザーは
ポリシーがアタッチされているロールを引き受けることができます。このポリシーでは、username
変数が IAM ユーザーのみに存在するため、一時的な認証情報を使用するどのユーザーもロールを引き
受けることはできません。

Important

単一値の条件キーは、変数 (p. 1211)として使用できます。複数値の条件キーは、変数として
は使用できません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "RoleTrustPolicyRequireUsernameForSessionName", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"}, 
            "Condition": { 
                "StringLike": {"sts:RoleSessionName": "${aws:username}"} 
            } 
        } 
    ]
}

管理者がアクションの AWS CloudTrail ログを表示すると、セッション名とアカウントのユーザー名
を比較できます。次の例では、matjac という名前のユーザーが MateoRole というロールを使用し

1294



AWS Identity and Access Management ユーザーガイド
IAM 条件キー

てオペレーションを実行しました。管理者は、matjac という名前のユーザーを持っている Mateo 
Jackson に連絡することができます。

    "assumedRoleUser": { 
        "assumedRoleId": "AROACQRSTUVWRAOEXAMPLE:matjac", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/MateoRole/matjac" 
    }

ロールを使用したクロスアカウントアクセス (p. 188)を許可した場合、あるアカウントのユーザーが
別のアカウントのロールを引き受けることができます。CloudTrail に一覧表示されている引き受けた
ロールユーザーの ARN には、そのロールが存在するアカウントが含まれます。ロールを引き受ける
ユーザーのアカウントは含まれません。ユーザーはアカウント内でのみ一意です。したがって、自分
が管理しているアカウントのユーザーが引き受けたロールの CloudTrail ログを確認する場合のみこの
方法を使用することをお勧めします。ユーザーは、複数のアカウントで同じユーザー名を使用してい
ることがあります。

ST: 送信元アイデンティティ

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、ロールを引き受けるときにプリンシパルが指定するセッション名と、ポリシー
で指定されている値を比較します。

可用性 — このキーは、AWS STS assume-role CLI コマンドまたは AWS STS AssumeRole API オペ
レーションを使用してロールを引き受けるときに、プリンシパルがソース ID を提供するときに要求に
存在します。

ロール信頼ポリシーでこのキーを使用して、ユーザーがロールを引き受けるときに特定のセッション
名を設定するように要求できます。たとえば、従業員またはフェデレーション ID にソース ID の値
を指定するように要求できます。ユーザー名や電子メールなど、ユーザーに関連付けられている属性
の 1 つをソース ID として使用するように ID プロバイダ (IdP) を設定できます。次に、IdP は、AWS 
に送信するアサーションまたはクレームの属性としてソース ID を渡します。ソース ID 属性の値は、
ロールを引き受けるユーザーまたはアプリケーションを識別します。

ユーザーがロールを引き受けると、設定されたソース ID 値とともにアクティビティがAWS 
CloudTrail ログ (p. 405)に表示されます。これにより、管理者は、AWS のロールで誰がどう
いったアクションを実行したかを簡単に判断できます。IDがソースIDを設定できるようにするに
は、sts:SetSourceIdentity アクションのアクセス許可を付与する必要があります。

sts:RoleSessionName (p. 1294) とは異なり、ソースIDを設定した後は、値を変更できません。こ
れは、ソース ID によってロールで実行されたすべてのアクションのリクエストコンテキストに存在し
ます。この値は、セッション認証情報を使用して別のロールを引き受けるときに、後続のロールセッ
ションに保持されます。別のロールからあるロールを引き受けると、ロールの連鎖 (p. 185)と呼ばれ
ます。

aws:SourceIdentity (p. 1278)グローバル条件キーを使用して、後続の要求のソースIDの値に基づ
いて AWS リソースへのアクセスをさらに制御できます。

次のロール信頼ポリシーにより、IAM ユーザー AdminUser はアカウント 111122223333 でロール
を引き受けることができます。また、ソース ID セットが AdminUser である限り、DiegoRamirez
にソースIDを設定する権限を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowAdminUserAssumeRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": {"AWS": " arn:aws:iam::111122223333:user/AdminUser"}, 
            "Action": [ 
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                "sts:AssumeRole", 
                "sts:SetSourceIdentity" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"sts:SourceIdentity": "DiegoRamirez"} 
            } 
        } 
    ]
}

ソース ID 情報の使用の詳細については、「引き受けたロールで実行されるアクションのモニタリング
と制御 (p. 374)」を参照してください。

sts:TransitiveTagKeys

文字列演算子 (p. 1196)で動作します。

このキーを使用して、リクエスト内の推移的なセッションタグキーとポリシーで指定されたセッショ
ンタグキーを比較します。

可用性 – このキーは、一時的なセキュリティ認証情報を使用してリクエストを作成すると
きにリクエストに含まれます。これらの認証情報には、assume-role オペレーションまたは
GetFederationToken オペレーションを使用して作成されたものが含まれます。

一時的なセキュリティ認証情報を使用してリクエストを行う場合、リクエストコンテキス
ト (p. 1194)には aws:PrincipalTag (p. 1267) コンテキストキーが含まれます。このキーに
は、セッションタグ (p. 346)、推移的セッションタグ (p. 353)、およびロールタグのリストが含まれま
す。推移的セッションタグは、セッション認証情報を使用して別のロールを引き受けるときに、後続
のすべてのセッションに保持されるタグです。別のロールからあるロールを引き受けると、ロールの
連鎖 (p. 185)と呼ばれます。

この条件キーをポリシーで使用すると、ロールの引き受け時またはユーザーのフェデレーション時
に、特定のセッションタグを推移的として設定するよう要求できます。

AWS のサービスのアクション、リソース、および条
件キー
それぞれの AWS のサービスでは、IAM ポリシーで使用できるように、アクション、リソース、および条
件コンテキストキーを定義することができます。AWS サービス、ならびにそのアクション、リソース、お
よび条件コンテキストキーのリストについては、「サービス認証リファレンス」の「アクション、リソー
ス、および条件キー」を参照してください。
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IAM の詳細についてのリソース
IAM には豊富なリソースが用意されており、IAM による AWS アカウント とそのリソースの保護方法につ
いて詳細を確認するために役立ちます。

トピック
• ID (p. 1297)
• 認証情報（パスワード、アクセスキー、MFA デバイス） (p. 1297)
• アクセス許可とポリシー (p. 1297)
• フェデレーションと委任 (p. 1298)
• IAM と他の AWS 製品 (p. 1298)
• セキュリティに関する一般的な慣行 (p. 1299)
• 一般的なリソース (p. 1299)

ID
ID の作成、管理、使用については、次のリソースを参照してください。

• IAM Identity Center での ID の管理 – IAM Identity Center でのユーザーとグループの作成に関する手順情
報。

• IAM ID (ユーザー、ユーザーグループ、ロール) (p. 68) – ユーザー、グループ、およびロールの詳細な説
明。

認証情報（パスワード、アクセスキー、MFA デバ
イス）

AWS アカウント と IAM ユーザーのパスワード、アクセスキー、および MFA デバイスの管理について
は、次のガイドを確認してください。

• AWS でのユーザーパスワードの管理 (p. 93) – お客様のアカウントの IAM ユーザーのパスワードを管理
する方法について説明します。

• IAM ユーザーのアクセスキーの管理 (p. 105) – アクセスキーの仕組みと、アクセスキーを使用してプロ
グラムによる AWS の呼び出しを行う方法について説明します。アクセスキーよりもセキュリティが高
い代替手段が他にもあり、最初に検討することをお勧めします。詳細については、「AWS 全般のリファ
レンス ガイド」の「長期的なアクセスキーの考慮事項と代替方法」を参照してください。

• AWS での多要素認証 (MFA) の使用 (p. 115) – サインインを許可する前に、デバイスで生成されるパス
ワードとワンタイムコードの両方を求めるように、お客様のアカウントと IAM ユーザーを設定する方法
について説明します。(これは 2 要素認証と呼ばれることがあります)。

Amazon Web Services へのアクセスに使用する認証情報の種類に関する一般的な情報については、
「AWS 全般のリファレンス ガイド」の「AWS セキュリティ認証情報」を参照してください。

アクセス許可とポリシー
IAM ポリシーのしくみについて説明し、アクセス許可の最適な付与方法についてヒントを示します。
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• IAM でのポリシーとアクセス許可 (p. 417) – アクセス許可の定義に使用されるポリシー言語を紹介しま
す。アクセス許可をユーザーまたはグループに、あるいは AWS 製品によってはリソース自体にアタッ
チする方法について説明します。

• IAM JSON ポリシー要素のリファレンス (p. 1175) – ポリシー言語の各要素の説明と例を示します。
• IAM ポリシーの検証 (p. 521) — JSON ポリシーを検証するためのリソースを検索します。
• IAM アイデンティティベースのポリシーの例 (p. 459) – さまざまな AWS 製品の一般的なタスクに関す

るポリシーの例を示します。
• AWS Policy Generator – リストから製品とアクションを選択することで、カスタムポリシーを作成しま

す。
• IAM Policy Simulator – ポリシーによって AWS への特定のリクエストが許可されるか拒否されるかをテ

ストします。

フェデレーションと委任
他の場所で認証された (サインインした) ユーザーに AWS アカウント のリソースへのアクセスを許可
できます。アクセスを許可するのは、別の AWS アカウント の IAM ユーザー (委任と呼ばれる) であっ
ても、自社のサインインプロセスで認証されたユーザーであってもかまいません。また、Login with 
Amazon、Facebook、Google などの OpenID Connect (OIDC) 互換 ID プロバイダーのようなインターネッ
ト ID プロバイダーからのユーザーであってもかまいません。これらの場合、ユーザーは AWS リソースに
アクセスするための一時的なセキュリティ証明書を取得します。

• IAM チュートリアル: AWS アカウント間の IAM ロールを使用したアクセスの委任 (p. 35) - 別の AWS ア
カウント の IAM ユーザーにクロスアカウントアクセスを許可する手順について説明します。

• 一時的な認証情報の一般的なシナリオ (p. 356) – AWS の外部で認証されたユーザーを AWS にフェデ
レーションする方法について説明します。

• Web Identity Federation Playground – 認証してから Amazon S3 への呼び出しを行うために、Login with 
Amazon、Google、または Facebook で実験することができます。

IAM と他の AWS 製品
ほとんどの AWS 製品は IAM と統合されているため、IAM 機能の支援によりそれらの製品でリソースへの
アクセスを保護できます。以下のリソースでは、最もよく使用されているいくつかの AWS 製品に対する 
IAM とセキュリティについて説明します。IAM と連携するすべての製品のリスト、各製品に関する詳細情
報へのリンクについては、「IAM と連携する AWS のサービス (p. 1137)」を参照してください。

Amazon EC2 で IAM を使用する
• Amazon EC2 リソースへのアクセスのコントロール – IAM 機能を使用して Amazon EC2 のインスタン

ス、ボリュームなどの管理をユーザーに許可する方法について説明します。
• インスタンスプロファイルの使用 (p. 304) – Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーショ

ン、および他の AWS 製品へのアクセスが必要なアプリケーションのための認証情報を安全に提供する
ために IAM ロールを使用する方法について説明します。

Amazon S3 での IAM の使用
• Amazon S3 リソースに対するアクセス許可の管理 – Dバケットとオブジェクトに関する Amazon S3 セ

キュリティモデル (IAM ポリシーを含む) について説明します。
• IAM ポリシーの記述: Amazon S3 バケット内のユーザー固有のフォルダに対するアクセス許可を付与す

る – 内の自分のフォルダをユーザーが保護できるようにする方法について説明します。(Amazon S3 と 
IAM に関するその他の投稿については、ブログ投稿のタイトルで S3 タグを選択してください)。
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Amazon RDS で IAM を使用する
• AWS Identity and Access Management(IAM) を使用して Amazon RDS リソースへのアクセスを管理す

る — IAM を使用して、データベースインスタンス、データベーススナップショットなどへのアクセスを
制御する方法について説明します。

• RDS のリソースレベルのアクセス許可入門 – IAM を使用して特定の Amazon RDS インスタンスへのア
クセスをコントロールする方法について説明します。

Amazon DynamoDB で IAM を使用する
• IAM を使用した DynamoDB リソースへのアクセスのコントロール – IAM を使用してユーザーに 

DynamoDB のテーブルとインデックスの管理を許可する方法について説明します。
• 以下のビデオ (8:55) では、DynamoDB データベースの個々の項目または属性 (またはその両方) へのア

クセスを制御する方法について説明します。

DynamoDB のきめ細かなアクセスコントロールの開始方法

セキュリティに関する一般的な慣行
AWS アカウント とリソースの保護に最適な方法についてエキスパートからのヒントやガイダンスが見つ
かります。

• セキュリティ、ID、コンプライアンスに関するベストプラクティス - AWS アカウント および製品全体
のセキュリティを管理する方法について、セキュリティアーキテクチャの提案、IAM の使用、暗号化と
データセキュリティなども含めたリソースを検索します。

• Identity and Access Management — AWS Well-Architected フレームワークは、クラウド上でワークロー
ドを設計および実行するための主要な概念、設計原則、およびアーキテクチャのベストプラクティスを
理解するのに役立ちます。

• IAM でのセキュリティのベストプラクティス (p. 938) - IAM を使用して AWS アカウント とそのリソー
スを保護する方法についてレコメンデーションを示します。

• AWS CloudTrail ユーザーガイドユーザーガイド – AWS CloudTrail を使用して、AWS への API コールの
履歴を追跡し、その情報をログファイルに保存します。この情報は、どのユーザーおよびアカウントが
お客様のアカウントのリソースにアクセスしたか、いつその呼び出しが行われたか、どのアクションが
リクエストされたかなどを調べるために役立ちます。

一般的なリソース
IAM と AWS の詳細については、以下のリソースを参照してください。

• http://aws.amazon.com/iam/IAM の製品情報 – AWS Identity and Access Management 製品に関する一般
的な情報。

• AWS Identity and Access Management に関する AWS re:Post – AWS re:Post にアクセスして、AWS コ
ミュニティと IAM 関連の技術的な質問について話し合います。

• クラスとワークショップ – AWS のスキルを磨き、実践的な経験が得るために役立つセルフペースラボに
加えて、ロールベースのコースと特別コースへのリンクです。

• AWS デベロッパーセンター – チュートリアルの検索、ツールのダウンロード、AWS デベロッパーイベ
ントの確認を行います。
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• AWS デベロッパーツール - AWS アプリケーションを開発および管理するためのデベロッパーツー
ル、SDK、IDE ツールキット、およびコマンドラインツールへのリンクです。

• ご利用開始のためのリソースセンター — AWS アカウント をセットアップする方法、AWS コミュニ
ティに参加する方法、最初のアプリケーションを起動する方法を説明します。

• ハンズオンチュートリアル - ステップ バイ ステップのチュートリアルに従って、最初のアプリケーショ
ンを AWS で起動します。

• AWS ホワイトペーパー – アーキテクチャ、セキュリティ、エコノミクスなどのトピックについ
て、AWS のソリューションアーキテクトや他の技術エキスパートが記述した AWS の技術ホワイトペー
パーの包括的なリストへのリンクです。

• AWS Support Center – AWS Support のケースを作成して管理するためのハブです。フォーラム、技術
上のよくある質問、サービスヘルスステータス、AWS Trusted Advisor など、他の役立つリソースへの
リンクも含まれています。

• AWS Support – AWS Support に関する情報のメインウェブページです。クラウド内でのアプリケーショ
ンの構築および実行を支援するために 1 対 1 での迅速な対応を行うサポートチャネルとして機能しま
す。

• お問い合わせ - AWS の請求、アカウント、イベント、不正使用、その他の問題などに関するお問い合わ
せの受付窓口です。

• AWS サイトの利用規約 – 当社の著作権、商標、お客様のアカウント、ライセンス、サイトへのアクセ
ス、その他のトピックに関する詳細情報。
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エンドポイント

HTTP クエリリクエストを使用した 
IAM API の呼び出し

内容
• エンドポイント (p. 1301)
• HTTPS の必要性 (p. 1302)
• IAM API リクエストのサインアップ (p. 1302)

クエリ API を使用して、プログラムで IAM および AWS STS サービスにアクセスできます。Query API リ
クエストは、HTTPS リクエストであり、実行するべきアクションを示す Action パラメータを含める必
要があります。IAM および AWS STS は、すべてのアクションの GET リクエストおよび POST リクエス
トをサポートしています。つまり、API は、あるアクションに対しては GET を、他のアクションに対して
は POST をといった使い分けを必要としません。しかしながら、GET リクエストは URL のサイズに制限
があります。この制限はブラウザによって異なり、通常は 2048 バイトです。したがって、大きなサイズ
を必要とする Query API リクエストにおいては、POST リクエストを使用する必要があります。

レスポンスは XML 文書です。応答の詳細については、IAM API リファレンス または AWS Security Token 
Service API リファレンス にある個別の アクションページを参照してください。

Tip

IAM または AWS STS API オペレーションを直接呼び出す代わりに、AWS SDK のいずれかを
使用することができます。AWS SDK は、さまざまなプログラム言語およびプラットフォーム
のライブラリやサンプルコード (Java、Ruby、.NET、iOS、Android など) から成ります。SDK 
は、IAM や AWS へのプログラムによるアクセス権限を作成する際に役立ちます。例えば、SDK 
は暗号化された署名リクエスト（下記参照）、エラー管理、リクエストの自動再試行といったタ
スクに対応します。AWS SDK のダウンロードやインストールなどの詳細については、「アマゾ
ン ウェブ サービスのツール」ページを参照してください。

API のアクションやエラーの詳細については、「IAM API リファレンス」または「AWS Security Token 
Service API リファレンス」を参照してください。

エンドポイント
IAM および AWS STS にはそれぞれ 1 つずつグローバルエンドポイントがあります。

• (IAM)https://iam.amazonaws.com
• (AWS STS)https://sts.amazonaws.com

Note

AWS STS は、グローバルエンドポイント以外に、リージョンのエンドポイントへのリクエスト
の送信もサポートします。リージョンの AWS STS を使用する前に、AWS アカウント のその
リージョンで STS をアクティブ化する必要があります。AWS STS のその他のリージョンのアク
ティブ化については、「AWS リージョン での AWS STS の管理 (p. 392)」を参照してください。

すべてのサービスの AWS エンドポイントとリージョンの詳細については、「AWS 全般のリファレンス」
の「サービスのエンドポイントとクォータ」を参照してください。
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HTTPS の必要性

HTTPS の必要性
クエリ API は認証情報のような取扱いに注意が必要な情報を応答返信するため、すべての API リクエスト
に HTTPS を必ず使用しなければなりません。

IAM API リクエストのサインアップ
リクエストには、アクセスキー ID およびシークレットアクセスキーによる署名が必要です。IAM での日
常業務には、AWS アカウントのルートユーザー 認証情報を使用しないよう強くお勧めします。IAM ユー
ザーの認証情報を使用できます。また、AWS STS を使用して一時的セキュリティ認証情報を生成するこ
ともできます。

API リクエストをサインアップする際には、AWS 署名バージョン 4 の使用が推奨されます。署名バージョ
ン 4 の使用については、『 全般のリファレンス』の「AWS署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照し
てください。

署名バージョン 2 を使用する必要がある場合には、「AWS 全般のリファレンス」を参照してください。

詳細については、次を参照してください。

• AWS セキュリティ認証情報。AWS へのアクセスに使用された認証情報の種類に関する一般的情報を提
供します。

• IAM でのセキュリティのベストプラクティス (p. 938). AWS リソースの安全を確保するため、IAM サー
ビスを使用するにあたっての提案事項のリストを表示します。

• IAM の一時的な認証情報 (p. 355). 一時的な認証情報の作成方法と使用方法を説明します。
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IAM のドキュメント履歴
次の表は、IAM のドキュメントの主な更新をまとめたものです。

変更 説明 日付

ルートユーザーと IAM ユー
ザー向けの、複数の多要素認証 
(MFA) デバイスのサポート

1 つのユーザーに対し、最大 8 台 
(FIDO セキュリティキー、仮想認
証アプリケーションのソフトウェ
アによるタイムベースワンタイム
パスワード (TOTP)、ハードウェ
ア TOTP トークンなど) の MFA 
デバイスを追加できるようになり
ました。

2022 年 11 月 16 日

新しいリソースタイプに対する 
IAM Access Analyzer のサポート

IAM Access Analyzer は、以下の
リソースタイプに対するサポート
を追加しました。

• Amazon EBS ボリュームス
ナップショット

• Amazon ECR リポジトリ
• Amazon EFS ファイルシステ

ム
• Amazon RDS DB スナップ

ショット
• Amazon RDS DB クラスタース

ナップショット
• Amazon SNS トピック

2022 年 10 月 25 日

U2F の非推奨および WebAuthn/
FIDO の更新

MFA オプションとしての 
U2F についての記述を削除
し、WebAuthn、FIDO2、および 
FIDO セキュリティキーに関する
情報を追加しました。

2022 年 5 月 31 日

IAM のレジリエンスに関する更
新

イベントによって AWS リージョ
ン 間の通信が中断されたときに 
IAM 認証情報へのアクセスを維
持するための情報を追加しまし
た。

2022 年 5 月 16 日

リソース用の新しいグローバル
条件キー

リソースを含む AWS 
Organizations のアカウント、
組織単位 (OU)、または組織
に基づいて、リソースへのア
クセスを制御できるようにな
りました。IAM ポリシーで
は、aws:ResourceAccount、aws:ResourceOrgID
および
aws:ResourceOrgPaths のグ
ローバル条件キーを使用すること
ができます。

2022 年 4 月 27 日
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AWS SDK を使用した IAM の
コード例

AWS Software Development Kit 
(SDK) で IAM を使用する方法を
示すコード例を追加しました。例
は、個々のサービス関数を呼び出
す方法を示すコード抜粋と、同じ
サービス内で複数の関数を呼び出
して特定のタスクを達成する方法
を示す例に分けられています。

2022 年 4 月 7 日

ポリシー評価ロジックフロー
チャートの更新

ポリシー評価ロジックフロー
チャートおよびアカウント内での
リクエストの許可または拒否の決
定セクションの関連テキストの更
新です。

2021 年 11 月 17 日

セキュリティベストプラクティ
スの更新

ルートユーザーの認証情報を使用
する代わりに管理者ユーザーを作
成することについての情報を追加
しました。また、ユーザーグルー
プを使用して IAM ユーザーにア
クセス許可を割り当てるベストプ
ラクティスを削除しました。さら
に、インラインポリシーの代わり
に管理ポリシーを使用するタイミ
ングを明確にしました。

2021 年 10 月 5 日

リソースベースのポリシーにつ
いての、ポリシー評価ロジック
のトピックの更新

リソースベースのポリシーの影響
についての情報と、同じアカウン
トに存在する異なるプリンシパル
タイプについての情報を追加しま
した。

2021 年 10 月 5 日

単一値および複数値の条件キー
の更新

単一値条件キーと複数値条件キー
の違いについて、詳しく説明しま
す。AWS グローバル条件コンテ
キストキーに、それぞれの値タイ
プが追加されました。

2021 年 9 月 30 日

IAM Access Analyzer 
は、Amazon S3 マルチリージョ
ンアクセスポイントをサポート
します

IAM Access Analyzer 
は、Amazon S3 マルチリージョ
ンアクセスポイントを使用するバ
ケットを含め、パブリックおよび
クロスアカウントアクセスを許可
する Amazon S3 バケットを識別
します。。

2021 年 9 月 2 日

AWS管理ポリシーの更新-既存の
ポリシーへの更新

IAM Access Analyzer は、既存の
AWS管理ポリシーを更新しまし
た。

2021 年 9 月 2 日

アクションレベルのポリシー生
成でサポートされるその他の
サービス

IAM Access Analyzer は、AWS 
の追加サービスのアクションレベ
ルのアクセスアクティビティ情報
を含む追加の IAM ポリシーを生
成できます。

2021 年 8 月 24 日
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クロスアカウントの証跡の IAM 
ポリシーの生成

IAM Access Analyzer を使用し
て、別のアカウントでの AWS 
CloudTrail 証跡、例えば、集中型 
AWS Organizations 証跡を使用し
たアクセスアクティビティに基づ
いてきめ細かなポリシーを生成で
きるようになりました。

2021 年 8 月 18 日

IAM Access Analyzer のポリシー
チェック

IAM Access Analyzer は、IAM ポ
リシーに含まれる条件を検証する
新しいポリシーチェックを追加す
ることで、ポリシーの検証を拡張
しました。これらのチェックは、
ポリシーステートメント内の条件
ブロックを分析し、セキュリティ
の警告、エラー、および提案を実
行可能な推奨事項とともに報告し
ます。

IAM アクセスアナライザでは、
次のポリシーチェックが追加され
ました。

• エラー — サービスプリンシパ
ルの形式が無効です

• エラー — 条件にタグキーがあ
りません

• セキュリティ警告 — サービス
に対してサポートされていない
タグ条件キーで NotAction を拒
否する

• セキュリティ警告 — サービス
に対してサポートされていない
タグ条件キーで拒否

• セキュリティ警告 — ペアリン
グされた条件キーがありません

• 提案 — サービス用にサポート
されていないタグ条件キーで 
NotAction を許可する

• 提案 — サービスに対してサ
ポートされていないタグ条件
キーで許可する

2021 年 6 月 29 日
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アクション最終アクセスによる
より多くのサービスのサポート

IAM プリンシパルが Amazon 
EC2、IAM、Lambda、および 
Amazon S3 管理アクションに対
してアクションを前回使用した時
点について、IAM コンソールで
アクションの最後にアクセスした
情報を表示できるようになりまし
た。また、AWS CLI または AWS 
API を使用して、データレポート
を取得することもできます。こ
の情報を使用して不要なアクセス
許可を識別し、最小権限の原則に
より良く準拠するよう IAM ポリ
シーを改善することができます。

2021 年 4 月 19 日

引き受けたロールで実行される
アクションのモニタリングとコ
ントロールアクション

管理者は、ID が AWS CloudTrail 
にログインしているソース ID を
渡すように要求するように IAM 
ロールを設定できます。ソース 
ID 情報を確認すると、管理者
は、引き受けたロールセッション
でアクションを実行したユーザー
やアクションを判断できます。

2021 年 4 月 13 日

アクセスアクティビティに基づ
いて IAM ポリシーを生成する

IAM Access Analyzer を使用し
て、AWS CloudTrail で見つかっ
たアクセスアクティビティに基づ
いてきめ細かいポリシーを生成で
きるようになりました。

2021 年 4 月 7 日

IAM Access Analyzer のポリシー
チェック

IAM Access Analyzer は、ポリ
シー作成中に 100 を超えるポリ
シーチェックと、実用的な推奨事
項を提供するようになりました。

2021 年 3 月 16 日

拡張されたポリシー検証オプ
ション

拡張されたポリシー検証は、IAM 
コンソールで利用できま
す。AWS API、および AWS CLI 
IAM Access Analyzer のポリシー
チェックを使用して、安全で機能
的な JSON ポリシーを作成でき
るようにします。

2021 年 3 月 15 日

IAM リソースのタグ付け タグキーおよび値のペアを使用し
て、追加の IAM リソースにタグ
を付けることができるようになり
ました。

2021 年 2 月 11 日

IAM ユーザーのデフォルトのパ
スワードポリシー

AWS アカウント にカスタムパス
ワードポリシーを設定しない場
合、IAM ユーザーのパスワード
はデフォルトの AWS パスワード
ポリシーの要件を満たす必要があ
ります。

2020 年 11 月 18 日
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AWS サービスのアクション、
リソース、および条件キーの各
ページが移動しました

それぞれの AWS のサービスで
は、IAM ポリシーで使用でき
るように、アクション、リソー
ス、および条件コンテキストキー
を定義することができます。こ
れで、サービス認証リファレン
スで、AWS サービス、ならびに
そのアクション、リソース、およ
び条件コンテキストキーのリスト
を検索できるようになりました。

2020 年 11 月 16 日

より長い IAM ユーザーロール
セッション期間

IAM ユーザーは、AWS 
Management Console でロール
を切り替えるときにロールセッ
ション時間を長くできるように
なりました。これによりセッショ
ンの期限切れによる中断を減らす
ことができます。ユーザーには、
ロールに設定された最大セッショ
ン期間、または IAM ユーザーの
セッションの残り時間のいずれか
短い方が付与されます。

2020 年 7 月 24 日

Service Quotas を使用して IAM 
エンティティのクイック増加を
リクエストする

Service Quotas コンソールを使
用して、調整可能なクォータの 
IAM クォータ増加をリクエスト
できます。現在、いくつかの増
加は Service Quotas で自動的に
承認され、数分以内にアカウント
で利用できるようになります。
より大きなリクエストは AWS 
Support に送信されます。

2020 年 6 月 25 日

IAM の最終アクセス時間情報に 
Amazon S3 管理アクションを追
加

サービスの最終アクセス時間情報
に加えて、 プリンシパルが最後
に Amazon S3 アクションを使用
した時間に関する情報を IAM コ
ンソールに表示できるようにな
りました。また、AWS CLI また
は AWS API を使用して、データ
レポートを取得することもでき
ます。このレポートには、プリン
シパルで許可されているどのサー
ビスとアクションに、いつ最後に
アクセスが試みられたかに関する
情報が含まれます。この情報を使
用して不要なアクセス許可を識別
し、最小権限の原則により良く準
拠するよう IAM ポリシーを改善
することができます。

2020 年 6 月 3 日
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セキュリティチャプター追加 セキュリティに関する章では、
セキュリティとコンプライアンス
の目標を達成するために IAM と 
AWS STS を設定する方法につ
いて説明します。また、IAM リ
ソースのモニタリングや保護に役
立つ、他の AWS のサービスの使
用方法についても説明します。

2020 年 4 月 29 日

sts:RoleSessionName ロールを引き受けるときにプリン
シパルが指定するセッション名に
基づいてアクセス許可を付与する
ポリシーを記述できるようになり
ました。

2020 年 4 月 21 日

AWS サインインページの更新 メインの AWS サインインページ
でサインインする場合、AWS ア
カウントのルートユーザー また
は IAM ユーザーとしてサインイ
ンすることを選択できません。
この場合、ページのラベルに、
ルートユーザーの E メールアド
レスまたは IAM ユーザー情報を
指定する必要があるかどうかが
示されます。このドキュメントに
は、AWS サインインページを理
解するのに役立つ、更新済みの画
面キャプチャが含まれています。

2020 年 3 月 4 日

aws:ViaAWSService および 
aws:CalledVia 条件キー

サービスが IAM プリンシパル 
(ユーザーまたはロール) に代わっ
てリクエストを実行できるかど
うかを制限するポリシーを記述
できるようになりました。プリ
ンシパルが AWS サービスに対
してリクエストを実行すると、
そのサービスはプリンシパル
の認証情報を使用して、後続の
リクエストを他のサービスに対
して実行することがあります。
いずれかのサービスがプリンシ
パルの認証情報を使用してリク
エストを実行したときに一致す
る、aws:ViaAWSService 条件
キーを使用します。特定のサー
ビスがプリンシパルの認証情報を
使用してリクエストを実行したと
きに一致する、aws:CalledVia
条件キーを使用します。

2020 年 2 月 20 日

Policy Simulator でアクセス許可
の境界のサポートを追加

IAM Policy Simulator を使用し
て、IAM エンティティに対する
アクセス許可の境界の影響をテス
トできるようになりました。

2020 年 1 月 23 日
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クロスアカウントポリシーの評
価

AWS でクロスアカウントアクセ
スのポリシーが評価される方法を
学習できるようになりました。こ
れは、別のアカウントのプリンシ
パルがリソースにアクセスするこ
とを信頼するアカウントのリソー
スに許可する、リソースベースの
ポリシーが含まれている場合に発
生します。リクエストは両方のア
カウントで許可されている必要が
あります。

2020 年 1 月 2 日

セッションタグ AWS STS でロールを引き受
けるとき、またはユーザーを
フェデレートするときにタグ
を含めることができるように
なりました。AssumeRole ま
たは GetFederationToken
オペレーションを実行する
ときに、セッションタグを
属性として渡すことができま
す。AssumeRoleWithSAML
または
AssumeRoleWithWebIdentity
オペレーションを実行するとき
に、企業の ID から AWS に属性
を渡すことができます。

2019 年 11 月 22 日

AWS Organizations の AWS アカ
ウント のグループへのアクセス
を制御する

IAM ポリシーで AWS 
Organizations からレファレンス
組織単位 (OU) を参照できるよ
うになりました。Organizations 
を使用してアカウントを OU に
編成する場合、リソースへの
アクセスを許可する前に、プリ
ンシパルが特定の OU に属す
るように要求できます。プリン
シパルには、AWS アカウント
のルートユーザー、IAM ユー
ザー、IAM ロールが含まれま
す。これを行うには、ポリシーの
aws:PrincipalOrgPaths 条件
キーに OU パスを指定します。

2019 年 11 月 20 日

最後に使用したロール ロールが最後に使用された日
付、時刻、およびリージョンを
表示できるようになりました。
この情報は、アカウント内の未
使用のロールを特定する際にも
役立ちます。AWS Management 
Console、AWS CLI および AWS 
API を使用して、ロールが最後に
いつ使用されたかに関する情報を
表示できます。

2019 年 11 月 19 日
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グローバル条件コンテキスト
キーページの更新

各グローバル条件キーがリクエ
ストのコンテキストに含まれる
タイミングを知ることができるよ
うになりました。また、ページの
目次 (TOC) を使用して、各キー
にさらに簡単に移動することもで
きます。ページの情報は、より正
確なポリシーを記述するのに役立
ちます。例えば、従業員が IAM 
ロールでフェデレーションを使
用する場合、aws:userName
キーではなく aws:userId
キーを使用する必要がありま
す。aws:userName キーは IAM 
ユーザーにのみ適用され、ロール
には適用されません。

2019 年 10 月 6 日

AWS の ABAC タグを使用した AWS での属性
ベースのアクセスコントロール 
(ABAC) の動作と、従来の AWS 
認証モデルとの比較について説明
します。ABAC チュートリアルを
使用して、プリンシパルタグを持
つ IAM ロールが一致するタグを
持つリソースにアクセスすること
を許可するポリシーを作成および
テストする方法を学習します。こ
の戦略により、個人は自分のジョ
ブに必要な AWS リソースのみを
表示または編集できます。

2019 年 10 月 3 日

AWS STS GetAccessKeyInfo オ
ペレーション

コード内の AWS アクセスキー
を確認して、キーが所有するア
カウントのものであるかどうか
を判断できます。アクセスキー 
ID は、aws sts get-access-
key-info AWS CLI コマンドま
たは GetAccessKeyInfo AWS 
API オペレーションを使用して渡
すことができます。

2019 年 7 月 24 日
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IAM での Organizations サービス
の最終アクセス時間情報の表示

IAM コンソールの AWS 
Organizations セクション
で、AWS Organizations エン
ティティまたはポリシーのサー
ビスの最終アクセス時間情報
を表示できます。また、AWS 
CLI または AWS API を使用し
て、データレポートを取得する
こともできます。このデータに
は、Organizations アカウントの
プリンシパルで許可されているど
のサービスがいつ最後にアクセス
を試みたかに関する情報が含まれ
ます。この情報を使用して不要な
アクセス許可を識別し、最小権限
の原則により良く準拠するよう 
Organizations ポリシーを改善す
ることができます。

2019年6月20日

管理ポリシーをセッションポリ
シーとして使用する

ロールを引き受ける際に最大 10 
の管理ポリシー ARN を渡すこと
ができるようになりました。これ
により、ロールの一時的な認証情
報のアクセス許可を制限すること
ができます。

2019 年 5 月 7 日

グローバルエンドポイントに対
するセッショントークンの AWS 
STS リージョンの互換性

バージョン 1 またはバージョン 2 
グローバルエンドポイントのトー
クンの使用を選択できるように
なりました。バージョン 1 トー
クンは、デフォルトで利用でき
る AWS リージョンでのみ有効で
す。これらのトークンは、アジ
アパシフィック (香港) など、手
動で有効になっているリージョン
では動作しません。バージョン 2 
のトークンはすべてのリージョン
で有効です。ただし、バージョン 
2 トークンの方が長く、一時的に
トークンを保存するシステムに影
響する可能性があります。

2019 年 4 月 26 日

AWS リージョンの有効化と無効
化の許可

管理者がアジアパシフィック (香
港) リージョン (ap-east-1) を有
効化および無効化できるようにす
るポリシーを作成できるようにな
りました。

2019 年 4 月 24 日
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IAM ユーザーのセキュリティ認
証情報ページ

IAM ユーザーが [My Security 
Credentials (セキュリティ認証情
報)] ページで自分の認証情報を
管理できるようになりました。
この AWS Management Console 
ページには、アカウント ID や
正規ユーザー ID などのアカウ
ント情報が表示されます。ユー
ザーは、自分のパスワード、ア
クセスキー、X.509 証明書、SSH 
キー、および Git 認証情報を表示
および編集することもできます。

2019 年 1 月 24 日

アクセスアドバイザー API AWS CLI および AWS API を使
用して、サービスの最終アクセス
時間情報を表示できるようになり
ました。

2018 年 12 月 7 日

IAM ユーザーとロールのタグ付
け

タグキーと値のペアを使用し
て、IAM タグを使い、アイデン
ティティ (IAM ユーザーまたは
ロール) にカスタム属性を追加で
きるようになりました。タグを
使用して、アイデンティティのリ
ソースへのアクセスや、アイデン
ティティにアタッチできるタグを
制御することもできます。

2018 年 11 月 14 日

U2F セキュリティキー AWS Management Console にサ
インインするとき、U2F セキュ
リティキーを多要素認証 (MFA) 
オプションとして使用できるよう
になりました。

2018 年 9 月 25 日

Amazon VPC エンドポイントの
サポート

米国西部 (オレゴン) リージョン
で、VPC と AWS STS の間のプ
ライベート接続を確立できるよう
になりました。

2018 年 7 月 31 日

アクセス許可の境界 新機能では、完全な &IAM; 管理
アクセスを付与することなく、信
頼された従業員に IAM 許可を管
理できる権限を付与することがよ
り簡単になりました。

2018 年 7 月 12 日

aws:PrincipalOrgID 新しい条件キーでは、IAM プリ
ンシパルの AWS 組織を指定する
ことで、AWS リソースへのアク
セスをより簡単にコントロールで
きます。

2018 年 5 月 17 日

aws:RequestedRegion 新しい条件キーでは、より簡単
に IAM ポリシーを使用して AWS 
リージョンへのアクセスをコント
ロールできます。

2018 年 4 月 25 日

IAM ロールのセッションの有効
期間を増やしました

IAM ロールのセッションの有効
期間は 12 時間になりました。

2018 年 3 月 28 日
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ロール作成ワークフローを更新
しました

新しいワークフローでは、信頼関
係を作成するプロセスとロールに
アクセス許可をアタッチするプロ
セスが効率化されます。

2017 年 9 月 8 日

AWS アカウント サインインプロ
セス

更新された AWS サインインエ
クスペリエンスにより、ルート
ユーザーと IAM ユーザーの両方
が、AWS Management Console 
のホームページから [Sign In to 
the Console] (コンソールにサイ
ンイン) リンクを使用できるよう
になりました。

2017 年 8 月 25 日

IAM ポリシーの例 ドキュメントの更新に伴って 30 
を超えるポリシー例が追加されま
した。

2017 年 8 月 2 日

IAM のベストプラクティス IAM コンソールの [ユーザー] セ
クションに追加された情報によ
り、IAM のベストプラクティス
を実践しやすくなりました。

2017 年 7 月 5 日

Auto Scaling のリソース リソースレベルのアクセス許可
で、Auto Scaling のリソースへの
アクセスとアクセス許可をコント
ロールできます。

2017 年 5 月 16 日

Amazon RDS for MySQL および 
Amazon Aurora データベース

データベース管理者は、データ
ベースユーザーと IAM ユーザー
およびロールに関連付けることが
できます。これにより、すべての 
AWS リソースへのユーザーアク
セスを一元管理できます。

2017 年 4 月 24 日

サービスにリンクされたロール サービスにリンクされたロールで
は、より簡単で安全な方法でアク
セス許可を AWS のサービスに委
任できます。

2017 年 4 月 19 日

ポリシー概要 新しいポリシー概要では、IAM 
ポリシーのアクセス許可をより簡
単に理解できます。

2017 年 3 月 23 日
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