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複数は必要ですかAWS アカウント?

AWS アカウント管理リファレンスガ
イドへようこそ

AWS アカウントはAWSのサービスへのアクセスの基本機能を提供します。

はAWS アカウント 2 つの機能を提供します。

• コンテナ —AWS アカウント はAWSカスタマーとして作成されるすべてのAWSリソースのための基
本機能を提供します。たとえば、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット、Amazon 
Relational Database Service (Amazon RDS) データベース、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスはすべてリソースです。すべてのリソースは、リソースを含む、または所有している
アカウントのアカウント ID を含む Amazon リソースネーム (ARN) によって一意に識別されます。

• セキュリティ境界 — AWS アカウント は、AWS リソースの基本的なセキュリティ境界でもあります。
アカウントで作成したリソースは、アカウントの認証情報を持つユーザーが利用できます。

アカウントで作成できる主なリソースは、ユーザーやロールなどのアイデンティティです。アイデン
ティティには認証情報があり、ユーザーはそれを使用してにサインインできますAWS。アイデンティ
ティには、ユーザーがアカウント内のリソースで何をする権限があるかを指定するアクセス許可ポリ
シーも含まれます。

セキュリティのベストプラクティスとして、ユーザーがにアクセスする際は、一時的な認証情報の使
用が必要ですAWS。一時的な認証情報を提供するには、フェデレーションと AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On)(IAM Identity Center) などの ID プロバイダーを使用できます。御社
がすでに ID プロバイダーを使用している場合は、フェデレーションと組み合わせて使用すると、AWS 
アカウント内のリソースへのアクセスを提供する方法が簡単になります。

セキュリティのベストプラクティスについては、IAM ユーザーガイドの「IAM でのセキュリティのベス
トプラクティス」を参照してください。

トピック
• 複数は必要ですかAWS アカウント? (p. 1)
• 使用開始: 初めての AWS ユーザーですか? (p. 2)

複数は必要ですかAWS アカウント?
AWS アカウントの基本的なセキュリティ境界として機能するAWS。これらは、有用な分離レベルを提供
するリソースコンテナとして機能します。リソースとユーザーを隔離する能力は、安全で適切に管理され
た環境を確立するための重要な要件です。

リソースを別々に分離するAWS アカウントは、クラウド環境で次の原則をサポートするのに役立ちます。

• セキュリティコントロール：アプリケーションごとに異なるセキュリティプロファイルを持つことがで
き、それらの周りに異なる制御ポリシーとメカニズムが必要です。例えば、監査人と話をして、単一の
ものを指すことができる方がはるかに簡単です。AWS アカウントこれは、対象となるワークロードのす
べての要素をホストします。PCI（ペイメントカード業界）セキュリティ基準。

• ISOLATION— あんAWS アカウントはセキュリティ保護の単位です。潜在的なリスクとセキュリティの
脅威は、AWS アカウント他人に影響を与えずに。チームやセキュリティプロファイルが異なるため、セ
キュリティニーズが異なる場合があります。

• 多くのチーム：チームごとに異なる責任とリソースニーズがあります。チーム同士を別々に移動させる
ことで、チームが互いに干渉するのを防ぐことができます。AWS アカウント。
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複数の管理AWS アカウント

• データの隔離— チームを隔離することに加えて、データストアをアカウントに分離することが重要で
す。これにより、そのデータストアにアクセスして管理できるユーザーの数を制限できます。これによ
り、機密性の高いデータへの露出を抑えることができ、欧州連合の一般データ保護規則 (GDPR)。

• ビジネスプロセス：ビジネスユニットや製品によって、目的やプロセスがまったく異なる場合がありま
す。複数の場合AWS アカウントでは、ビジネスユニットの特定のニーズをサポートできます。

• Billing (料金)— 課金レベルでアイテムを区切る唯一の真の方法は、アカウントです。複数のアカウント
は、ビジネスユニット、機能チーム、または個々のユーザー間で課金レベルでアイテムを分離するのに
役立ちます。それでもすべての請求書を単一の支払人に統合することができます（AWS Organizations
および一括請求）で明細項目が区切られている間AWS アカウント。

• クォータ割り当て–AWSサービスクォータは、それぞれ個別に適用されます。AWS アカウント。ワーク
ロードを異なるものに分けるAWS アカウントお互いのクォータを消費しないようにします。

このドキュメントで説明する推奨事項と手順はすべて、AWSWell-Architected フレームワーク。このフ
レームワークは、柔軟性、耐障害性、スケーラブルなクラウドインフラストラクチャの設計を支援するこ
とを目的としています。小規模から始める場合でも、フレームワークのこのガイダンスを遵守して進める
ことをお勧めします。そうすることで、成長に伴う継続的な運用に影響を与えることなく、環境を安全に
拡張できます。

複数の管理AWS アカウント
複数のアカウントを追加する前に、アカウントを管理する計画を策定する必要があります。そのために
は、AWS Organizationsは無料ですAWSすべてのサービスを管理するAWS アカウントお客様の組織内で

AWS提供タイプも提供していますAWS Control Towerのレイヤーを加える。AWSOrganizations への自
動化を管理し、他の組織と自動的に統合するAWSサービスのようなAWS CloudTrail,AWS ConfigAmazon 
CloudWatch、AWS Service Catalogなど。これらのサービスには、追加コストが発生する可能性がありま
す。詳細については、AWS Control Tower 料金表を参照してください。

使用開始: 初めての AWS ユーザーですか?
を初めてご使用になる場合AWS、まず最初のステップはにサインアップすることですAWS アカウント。
サインアップすると、AWSAWS アカウント提供した詳細情報でが作成され、アカウントが割り当てられ
ます。を作成したらAWS アカウント、ルートユーザーとしてサインインし、ルートユーザーの多要素認証 
(MFA) を有効にして、管理アクセスを割り当てます。

ステップ
• 前提条件 (p. 2)
• ステップ 1:AWS アカウント を作成する (p. 3)
• ステップ 2: ルートユーザー向けに MFA を有効にする (p. 4)
• ステップ 3: 管理者ユーザーを作成する (p. 4)
• 関連トピック (p. 5)

前提条件
にサインアップするにはAWS アカウント、次の情報が必要です。

• アカウント名 — アカウントの名前は、請求書、コンソール内の請求情報とコスト管理ダッシュボード、
および AWS Organizations コンソールなど複数の場所に表示されます。

アカウントにわかりやすい名前を付けることができるように、アカウントには標準的な方法で名
前を付けることをお勧めします。企業アカウントの場合は、「組織」-「目的」-「環境」(-audit
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ステップ 1:AWS アカウント を作成する

AnyCompany-prod など) などの命名基準の使用を検討してください。個人アカウントの場合は、
「名-姓」-「目的」(例:paulo-santos-testaccount) などの命名基準を使用することを検討してください。

アカウント名の変更については、「の名前を変更する方法」を参照してくださいAWS アカウント。 。
• 住所 — 連絡先がインドにある場合、AWSのローカル販売者である Amazon インターネットサービス 

AISPL (AISPL) との利用規約が適用されます。検証プロセスの一部として CVV を指定する必要があり
ます。銀行によっては、ワンタイムパスワードを入力する必要がある場合もあります。確認プロセスの
一環として、AISPL からカードに 2 インドルピー (INR) が請求されます。確認が完了すると、2 INR が 
AISPL より返金されます。

• メールアドレス — メールアドレスは、ルートユーザーのサインイン名として使用され、アカウントの回
復に必要です。このアドレスに送信される電子メールを受信できる必要があります。特定のタスクを実
行する前に、このアドレスに送信された電子メールへのアクセス権があることを確認する必要がありま
す。

Important

このアカウントがビジネス向けである場合、企業の配布リスト (従業員が職位を変更した
り、AWS アカウント会社を辞めたりしてもアクセスを保持できることを保証するのに役立ちま
すit.admins@example.com)。メールアドレスは、アカウントのルートユーザーの認証情報
をリセットするために使用できるため、この配布リストまたはアドレスへのアクセスを保護す
るのに役立ちます。

• 電話番号 — アカウントの所有権を確認するために使用できます。この電話番号で通話を受信できる必要
があります。

Important

このアカウントがビジネス向けである場合、企業の電話番号を使用することをお勧めします。
これにより、企業が従業員が職位を変更したり、AWS アカウント会社を辞めたりしてもアクセ
スを保持できることを保証するのに役立ちます。

ステップ 1:AWS アカウント を作成する
1. ブラウザで、AWSホームページを開きます。
2. [Create an AWS アカウント] (作成する) を選択します。

Note

AWS最近ログインした場合は、[サインイン] を選択します。[Create a new AWS アカウント]
(新しく作成する) オプションが表示されない場合、まず [Sign in to a different account] (別の
アカウントにサインインする) を選択してから、[Create an AWS アカウント] (作成する) を選
択します。

3. アカウント情報を入力し、[メールアドレスの確認] を選択します。これにより、指定したメールアド
レスに確認コードが送信されます。

4. 確認コードを入力して、[確認] を選択します。
5. ルートユーザーの強力なパスワードを入力して確認し、[Continue] を選択します。 AWSでは、パス

ワードが次の条件を満たす必要があります。

• 8～128 文字で構成されていること。
• 英字の大文字と小文字、数字、および ! @ # $ % ^ & * () <> [] {} | _+-= の記号を含める必要がありま

す。
• AWS アカウント アカウント名またはメールアドレスと同じでないこと。

6. [ビジネス] または [パーソナル] を選択します。これらのオプションの違いは、お客様にお尋ねする情
報にあります。どちらのアカウントタイプも同じ機能と機能を備えています。

7. ビジネスまたは個人情報を入力します。メールアドレスと電話番号についての
[Prerequisites] (p. 2) (前提条件) セクションの推奨事項を参照してください。
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ステップ 2: ルートユーザー向けに MFA を有効にする

8. AWS カスタマーアグリーメントを読み、同意します。AWS カスタマーアグリーメントの条項を読
み、理解していることを確認してください。

9. [続行] を選択します。この時点で、AWS アカウント を使用する準備が完了したことを確認する E 
メールメッセージが届きます。サインアップ時に指定したメールアドレスとパスワードを使用して、
新しいアカウントにサインインできます。ただし、アカウントのアクティベーションが完了するまで
いずれのAWSサービスを使用することはできません。

10. お支払い方法に関する情報を入力します。請求目的で別の住所を使用する場合は、[新しい住所を使用
する] を選択します。

11. [確認して続行] を選択します。
12. リストから国または地域コードを入力し、数分以内に到達できる電話番号を入力します。CAPTCHA

コードを入力し、送信してください。
13. 自動システムから連絡があったら、受け取ったPINを入力して送信します。
14. AWS Supportプランを選択してください。使用可能なプランの説明については、「AWS Support予定

を比較する」を参照してください。
15. [サインアップを完了する] を選択します。アカウントがアクティブ化されていることを示す確認ペー

ジが表示されます。
16. メールとスパムフォルダでアカウントが有効になったことを確認するメールメッセージを確認しま

す。アクティベーションには通常数分かかりますが、最大で 24 時間かかる場合があります。

アクティベーションメッセージを受信すると、すべてのAWSサービスへのフルアクセスできるように
なります。

Note

アカウントのアクティベーションで問題が発生した場合は、「」を参照してくださいthe section 
called “アカウント作成の問題” (p. 128)。

ステップ 2: ルートユーザー向けに MFA を有効にする
ルートユーザーに対して MFA を有効にすることを強くお勧めします。MFA は、ユーザーの承認なしに誰
かがあなたのアカウントにアクセスするリスクが大幅に軽減されます。

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

root ユーザーによるサインインのヘルプについては、を参照してくださいとしてサインインAWS アカ
ウントのルートユーザー (p. 40)。

2. ルートユーザーのMFA を有効にする。

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

ステップ 3: 管理者ユーザーを作成する
ルートユーザーが実行できる操作を制限することはできないため、ルートユーザーを明示的に必要としな
いタスクにはルートユーザーを使用しないことを強くお勧めします。代わりに、管理アクセスを管理ユー
ザーに管理アクセスし、管理ユーザーとしてサインインして、日常的な管理タスクを実行してください。

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開始方
法」を参照してください。
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関連トピック
• root ユーザー認証情報の保護については、を参照してくださいアカウントのルートユーザーを保護する

ためのベストプラクティス (p. 53)。
• root ユーザーを必要とするタスクのリストについては、を参照してくださいルートユーザー認証情報が

必要なタスク (p. 46)。
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AWS アカウント の管理
このセクションでは、AWS アカウント の管理方法について説明します。

Note

ご使用の AWS アカウント がインドで Amazon Internet Services Private Limited (AISPL) によっ
て作成されたものであれば、さらに考慮すべき点があります。詳細については、インドにおける
アカウントの管理 (p. 37)を参照してください。

トピック
• AWS アカウント の作成 (p. 6)
• アカウント ID の表示 (p. 8)
• のアカウント名、E メールアドレス、パスワードの変更AWS アカウントのルートユーザー (p. 12)
• API 操作モードについて (p. 13)
• 連絡先情報の編集 (p. 15)
• セキュリティチャレンジの質問を設定または変更する (p. 25)
• アカウントで使用できる AWS リージョン を指定する (p. 26)
• AWS アカウント エイリアスの設定または変更 (p. 31)
• AWS アカウント を閉鎖する (p. 33)
• 請求の請求AWS アカウント (p. 37)
• インドにおけるアカウントの管理 (p. 37)

AWS アカウント の作成
このトピックでは、AWS Organizations によって管理されないスタンドアロン AWS アカウント の作成方
法について説明します。AWS Organizations によって管理される組織の一部であるアカウントを作成した
い場合、「組織内の AWS アカウント の作成」を参照してください。

以下は、インド以外で AWS アカウント を作成する手順です。インドでのアカウントの作成については、
「の作成AWS アカウントと AISPL (p. 38)」を参照してください。

AWS Management Console

AWS アカウント を作成するには

最小アクセス許可

次の手順を実行するには、少なくとも以下の IAM アクセス許可が必要です。

• この操作は AWS アカウント がなくても発生するので、この操作に AWS アクセス許可は
必要ありません。

1. Amazon Web Services ホームページを開きます。
2. [Create an AWS アカウント] (作成する) を選択します。

Note

最近 AWS にサインインした場合、その選択肢はない可能性があります。[Sign in to the 
Console] (コンソールにサインインする) を選択します。次いで、[Create a new AWS ア
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カウント] (新しく作成する) が表示されない場合、まず Sign in to a different account (別
のアカウントにサインインする) を選択してから、Create an AWS アカウント (作成す
る) を選択します。

3. アカウント情報を入力し、[メールアドレスの確認] を選択します。これにより、指定したメール
アドレスに確認コードが送信されます。

Important

アカウントは重要なので、個人のみならず、グループでアクセスできるメールアドレ
スを使用することを強くお勧めします。AWS アカウントのルートユーザーそうすれ
ば、AWS アカウント を申し込んだ人が会社を辞めても、メールアドレスがアクセス可
能なので、AWS アカウント をそのまま使用できます。
AWS アカウント に関連付けられている E メールアドレスにアクセスできない場合、パ
スワードを紛失した場合に、アカウントへのアクセスを回復することはできません。

4. 確認コードを入力して、[確認] を選択します。
5. ルートユーザーは重要なので、 AWSではパスワードが以下の条件を満たす必要があります：

• 8～128 文字で構成されていること。
• 英字の大文字と小文字、数字、および ! @ # $ % ^ & * () <> [] {} | _+-= の記号を含める必要があ

ります。
• AWS アカウント アカウント名またはメールアドレスと同じでないこと。

6. [ビジネス] または [パーソナル] を選択します。

Note

個人アカウントとビジネスアカウントは同じ機能と機能を備えています。
7. 会社または個人情報を入力します。

Important

AWS アカウントビジネスでは、個人の電話番号ではなく会社の電話番号を入力する
のがベストプラクティスです。アカウントの AWS アカウントのルートユーザーの使
用 (p. 40) を個々のメールアドレスまたは個人電話番号に設定すると、アカウントの
安全性が低下する可能性があります。

8. AWS カスタマーアグリーメントを読み、同意します。

Note

AWS カスタマーアグリーメントの条項を読み、理解していることを確認してください。
9. [続行] を選択します。この時点で、AWS アカウント を使用する準備が完了したことを確認する E 

メールメッセージが届きます。サインアップ時に指定したメールアドレスとパスワードを使用し
て、新しいアカウントにサインインできます。ただし、アカウントのアクティベーションが完了
するまでいずれのAWSサービスを使用することはできません。

10. お支払い方法に関する情報を入力し、[確認して続行] を選択します。

Note

請求情報に別の請求先住所を使用する場合は、[新しい住所を使用する] を選択しま
す。AWS

有効な支払い方法を追加するまでは、サインアッププロセスを続行できません。
11. リストから国または地域コードを入力し、数分以内に到達できる電話番号を入力します。
12. CAPTCHAに表示されるコードを入力し、送信してください。
13. 自動システムから連絡があったら、受け取ったPINを入力して送信します。
14. AWS Support使用可能な 利用可能な Support プランとその利点の説明については、「AWS 

Support プランの比較」を参照してください。
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15. [サインアップを完了する] を選択します。アカウントがアクティブ化されていることを示す確認
ページが表示されます。

16. アカウントが有効になったことを確認するメールメッセージを確認します。通常、アクティベー
ションには数分かかりますが、最大で 24 時間かかる場合があります。

アクティベーションメッセージを受信すると、すべてのAWSのサービスにフルアクセスできるよ
うになります。

AWS CLI & SDKs

組織内の管理アカウントにサインインした状態で、CreateAccount操作を実行すると、が管理する組織
にメンバーアカウントを作成できます。AWS Organizations

AWS Command Line Interface (AWS CLI) または AWS API 操作を使用して、組織外にスタンドアロン 
AWS アカウント を作成することはできません。

アカウント ID の表示
Important

次のAWS Identity and Access Management (IAM) アクションは、2023 年 7aws-
portal:ModifyAccount 月に標準サポートが終了しますaws-portal:ViewAccount。AWS 
Billingこれらのアクションをきめ細かいアクションに置き換えて、AWSコスト管理、AWSアカウ
ントコンソールにアクセスできるようにする方法についてはAWS Billing、「詳細なアクションの
使用」を参照してください。
2023 年 3 月 6 日より前にAWSAWS Organizationsアカウントまたは管理アカウントを作成した
場合、詳細なアクションは 2023 年 7 月から有効になります。詳細なアクションを追加すること
をおすすめしますが、aws-portal または purchase-orders プレフィックスを付けた既存の
アクセス許可は削除しないでください。
2023 年 3 月 6 日以降にAWSアカウントまたはAWS Organizations管理アカウントを作成した場
合、詳細なアクションはすぐに有効になります。

AWS は、各 AWS アカウント に以下の一意の識別子を割り当てます。

AWS アカウント (p. 9) ID

AWS アカウント を一意に識別する 12 桁の数値 (123456789012 など)。多くの AWS リソースに
は、Amazon リソースネーム (ARN) にアカウント ID が含まれています。アカウント ID 部分では、
あるアカウントのリソースと、別のアカウントのリソースを区別します。AWS Identity and Access 
Management (IAM) ユーザーの場合、アカウント ID またはアカウントエイリアスを使用して AWS 
Management Console にサインインできます。

正規ユーザー ID (p. 10)

79a59df900b949e55d96a1e698fbacedfd6e09d98eacf8f8d5218e7cd47ef2be ID の難読化さ
れた形式である英数字識別子 (AWS アカウント など)。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
を使用してバケットとオブジェクトへのクロスアカウントアクセスを許可するときは、この ID を使用
して AWS アカウント を識別できます。AWS アカウントの正規ユーザー ID は、ルートユーザーまた
は IAM ユーザーとして取得できます。

これらの識別子を表示するには、AWS で認証されている必要があります。
Warning

AWS リソースを共有する目的でご自身の AWS アカウント 識別子を必要とするサードパーティー
に、ご自身の AWS 認証情報 (パスワードとアクセスキーを含む) を提供しないでください。提供
すると、AWS アカウント への自分と同じアクセス権を与えることになります。
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AWS アカウント ID の検索
次のことが出来ます。AWS アカウントいずれかを使用する IDAWS Management ConsoleまたはAWS 
Command Line Interface(AWS CLI)。コンソールでのアカウント ID の場所は、ルートユーザーとしてログ
インしているか、IAM ユーザーとしてログインしているかによって異なります。アカウント ID は、ルート
ユーザーとしてログインしているか IAM ユーザーとしてログインしているかにかかわらず同じです。

ルートユーザーとしてアカウント ID を検索するには
AWS Management Console

ルートユーザーとしてサインインした場合に AWS アカウント ID を検索するには

最小アクセス許可

次の手順を実行するには、少なくとも以下の IAM アクセス許可が必要です。

• ルートユーザーとしてサインインすると、IAM アクセス許可は必要ありません。

1. 右上のナビゲーションバーでアカウント番号を選択し、続いて [セキュリティ認証情報] を選択し
ます。

2. [アカウントの詳細] セクションでは、アカウント番号がラベル AWS アカウントID の横に表示さ
れます。

AWS CLI & SDKs

AWS CLI を使用して AWS アカウント ID を見つけるには

最小アクセス許可

次の手順を実行するには、少なくとも以下の IAM アクセス許可が必要です。

• ルートユーザーとしてコマンドを実行する場合、IAM アクセス許可は必要ありません。

get-caller-identity コマンドを次のように使用します。

$ aws sts get-caller-identity \ 
    --query Account \ 
    --output text
123456789012

IAM ユーザーとしてアカウント ID を検索するには
AWS Management Console

IAM ユーザーとしてサインインした場合に AWS アカウント アカウント ID を検索するには

最小アクセス許可

次の手順を実行するには、少なくとも以下のIAM アクセス許可が必要です。

• aws-portal:ViewAccount

1. 右上のナビゲーションバーでユーザー名を選択し、続いて [認証情報] を選択します。
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Tip

[セキュリティ認証情報] ページが表示されない場合は、IAM ユーザーではなくIAM ロー
ルのフェデレーティッドユーザーとしてサインインしている可能性があります。この場
合、エントリーのアカウント番号とその横にあるアカウント ID 番号を探します。

2. ページ上部の [Account details] (アカウントの詳細) で、[AWS アカウント ID] ラベルの横にアカウ
ント番号が表示されます。

AWS CLI & SDKs

AWS CLI を使用して AWS アカウント ID を見つけるには

最小アクセス許可

次の手順を実行するには、少なくとも以下の IAM アクセス許可が必要です。

• IAM ユーザーまたはロールとしてコマンドを実行する場合は、次のものが必要です。
• sts:GetCallerIdentity

get-caller-identity コマンドを次のように使用します。

$ aws sts get-caller-identity \ 
    --query Account \ 
    --output text
123456789012

AWS アカウントの正規ユーザー ID を検索するには
AWS Management Consoleまたは AWS CLI を使用して AWS アカウントの正規ユーザー ID を検索でき
ます。AWS アカウント の正規ユーザー ID は、そのアカウントに固有です。AWS アカウント の正規ユー
ザー ID は、ルートユーザー、フェデレーティッドユーザー、または IAM ユーザーとして取得できます。

ルートユーザーまたは IAM ユーザーとしての正規ユーザー ID の
検索
AWS Management Console

ルートユーザーまたは IAM ユーザーとしてコンソールにサインインしたときに、アカウント
の正規ユーザー ID を検索するには

最小アクセス許可

次の手順を実行するには、少なくとも以下の IAM アクセス許可が必要です。

• ルートユーザーとしてコマンドを実行する場合、IAM アクセス許可は必要ありません。
• IAM ユーザーとしてサインインすると、次のことが必要です。

• aws-portal:ViewAccount

1. ルートユーザーまたは IAM ユーザーとして AWS Management Console にサインインします。
2. 右上のナビゲーションバーでアカウント番号を選択し、続いて [セキュリティ認証情報] を選択し

ます。
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3. ルートユーザーの場合は、「アカウント詳細」セクションの「正規ユーザー ID」ラベルの横に正
規ユーザー ID が表示されます。

AWSアカウント ID と正規ユーザー ID の値が一覧表示されます。正規ユーザー ID を使用して 
Amazon S3 アクセスコントロールリスト (ACL) を設定できます。

IAM ユーザーの場合、[Account details] (アカウントの詳細) で、[Account canonical user ID] (アカ
ウントの正規ユーザー ID) を見つけます。

AWS CLI & SDKs

AWS CLI を使用して正規ユーザー ID を検索するには

同じAWS CLIおよび APIコマンドがAWS アカウントのルートユーザー、IAM ロールの場合にも機能し
ます。

list-buckets コマンドを次のように使用します。

$ aws s3api list-buckets \ 
    --query Owner.ID \ 
    --output text
249fa2f1dc32c330EXAMPLE91b2778fcc65f980f9172f9cb9a5f50ccbEXAMPLE

IAM ロールを持つフェデレーティッドユーザーとしての正規 ID 
の検索
AWS Management Console

IAM ロールを持つフェデレーティッドユーザーとしてコンソールにサインインしたときに、
アカウントの正規ユーザー ID を検索するには

最小アクセス許可

• Amazon S3 バケットを一覧表示して表示するには、アクセス許可が必要です。

1. IAM ロールを持つフェデレーティッドユーザーとして AWS Management Console にサインイン
します。

2. バケットの詳細を表示するには、Amazon S3 コンソールでバケット名を選択します。
3. [アクセス許可] タブを選択してから、[アクセスコントロールリスト] を選択します。

ページ上部の [Access for bucket owner] (バケット所有者のアクセス) に、AWS アカウント の正
規ユーザー ID が表示されます。

AWS CLI & SDKs

AWS CLI を使用して正規ユーザー ID を検索するには

同じAWS CLIおよび APIコマンドがAWS アカウントのルートユーザー、IAM ロールの場合にも機能し
ます。

list-buckets コマンドを次のように使用します。

$ aws s3api list-buckets \ 
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    --query Owner.ID \ 
    --output text
249fa2f1dc32c330EXAMPLE91b2778fcc65f980f9172f9cb9a5f50ccbEXAMPLE

のアカウント名、E メールアドレス、パスワードの
変更AWS アカウントのルートユーザー

AWS アカウント の名前を編集したり、ルートユーザーのパスワードまたは E メールアドレスを変更する
には、次の手順を実行します。E メールアドレスとパスワードは、としてサインインする際に使用する認
証情報ですAWS アカウントのルートユーザー。

Note

に加えた変更がすべての箇所に伝播されるまでに最大 4AWS アカウント 時間かかることがありま
す。

AWS Management Console

AWS アカウント の名前、ルートユーザーパスワード、またはルートユーザー E メールアド
レスを編集するには

最小アクセス許可

次の手順を実行するには、少なくとも以下のIAM アクセス許可が必要です。

• としてサインインする必要がありAWS アカウントのルートユーザー、そうすれば追加の 
IAM アクセス許可は必要ありません。IAM ユーザーまたはロールとしてこれらの手順を実
行することはできません。

1. AWS アカウントアカウントのメールアドレスとパスワードを使用しAWS Management 
Console、にサインインしてくださいAWS アカウントのルートユーザー。

2. ウィンドウの右上でアカウント名を選択し、[アカウント] を選択します。
3. [アカウント設定] で、[アカウント設定] の横の [編集] を選択します。
4. 更新するフィールドの横にある [Edit] を選択します。

a. メールを更新すると、新しいページの [メールアカウントの詳細] が表示されます。
b. [新しいメールアドレス]、[新しいメールアドレスの確認]、[パスワード] の各フィールドに入

力します。次に、[Continue] (続行する) を選択します。
c. 新しいメールフォームに確認コードを送信しますno-reply@verify.signin.aws。コー

ドが完了するまでに、最長で 5 分かかることがあります。受信トレイにメールが届かない場
合は、迷惑メールフォルダーと迷惑メールフォルダーを確認してください。このコードをコ
ピーしてください。

d. [メールアドレスの確認] ページの [認証コード] で、メールから受け取ったコードを入力しま
す。

5. 変更を入力したら、[変更の保存] を選択します。
6. 変更を行ったら、[完了] を選択します。

AWS CLI & SDKs

このタスクは AWS CLI 内でも AWS SDK のいずれかによる API 操作でもサポートされません。この
タスクは、AWS Management Console を使用してのみ実行できます。
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API 操作モードについて
と連動する API オペレーションAWS アカウントの属性は、常に以下の 2 つの操作モードのいずれかで動
作します。

• スタンドアロンコンテキスト— このモードは、アカウントのユーザーまたはロールが同じアカウント。
スタンドアロンコンテキストモードは、アカウント管理 AccountId または AWS CLI SDK の操作のい
ずれかを呼び出す際に AWS パラメータを含めずに実行すると自動的に使用されます。　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

• Organizations コンテキスト— このモードは、組織内の 1 つのアカウントのユーザーまたはロールが、
同じ組織内の別のメンバーアカウントのアカウント属性にアクセスするか、それを変更する場合に使用
されます。組織コンテキストモードは、次の場合に自動的に使用されます。行うを含むAccountIdア
カウント管理のいずれかを呼び出すときのパラメータAWS CLIまたはAWSSDK オペレーション。この
モードでは、組織の管理アカウント、またはアカウント管理の委任管理者アカウントのみから操作を呼
び出すことができます。

AWS CLI および AWS SDK の操作は、スタンドアロンコンテキストまたは組織コンテキストのいずれでも
動作します。

• AccountId パラメータを含めない場合、操作はスタンドアロンコンテキストで実行され、リクエスト
作成に使用したアカウントにリクエストが自動的に適用されます。これは、アカウントが組織のメン
バーであるかどうかにはかかわりません。

• AccountId パラメータを含めた場合は、操作は組織コンテキストで実行され、指定した組織アカウン
トで動作します。
• 操作を呼び出すアカウントが、アカウント管理サービスの管理アカウントまたは委任管理者アカウン

トである場合、AccountId パラメータにその組織の任意のメンバーアカウントを指定して、指定し
たアカウントを更新することができます。

• 代替連絡先に関する操作のいずれかを呼び出して、AccountId パラメータに自身のアカウント番号
を指定できる組織内のアカウントは、アカウント管理サービス用の委任管理者アカウント (p. 49)と
して指定されたアカウントのみです。管理アカウントを含むその他のアカウントは、AccessDenied
例外を受信します。

• スタンドアロンモードで操作を実行する場合、すべてのリソースを許可する "*"、またはスタンドアロ
ンアカウント用の構文を使う ARN (p. 14) のどちらかの Resource 要素を含む IAM ポリシーで、操
作の実行が許可されている必要があります。

• 組織モードで操作を実行する場合、すべてのリソースを許可する Resource のいずれかの "*" 要素を
含む IAM ポリシー、または組織内のメンバーアカウント用の構文に従った ARN (p. 14) で、操作の実
行が許可されている必要があります。

アカウント属性を更新する権限を付与する
ほとんどの場合と同様AWSオペレーションでは、アカウント属性を追加、更新、または削除する権限を付
与しますAWS アカウントを使用してIAM アクセス権限ポリシー。IAM アクセス許可ポリシーを IAM プリ
ンシパル (ユーザーまたはロール) にアタッチすると、そのプリンシパルがどのリソースに対して、どのよ
うな条件で、どのアクションを実行できるかを指定することができます。

以下は、アクセス許可ポリシーを作成する際のアカウント管理特有の考慮事項です。

AWS アカウント の Amazon リソースネーム形式
• ポリシーステートメントの resource 要素に含めることができる AWS アカウント の Amazon リソー

スネーム (ARN) は、参照するアカウントがスタンドアロンアカウントか組織内のアカウントかによっ
て、異なる構成になります。「API 操作モードについて (p. 13)」に関する前のセクションを参照して
ください。
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•
スタンドアロンアカウントのアカウント ARN:

arn:aws:account::{AccountId}:account

スタンドアロンモードで操作を実行する場合は、スタンドアロンモードで操作を実行する場合は、こ
の形式を使用する必要があります。AccountIDパラメータ。

•
組織内のメンバーアカウントのアカウント ARN:

arn:aws:account::{ManagementAccountId}:account/o-{OrganizationId}/{AccountId}

組織モードでアカウント属性に関する操作を実行する場合は、この形式を使用する必要がありま
す。AccountIDパラメータ。

IAM ポリシーのコンテキストキー
アカウント管理サービスには、付与するアクセス許可をきめ細かく制御するためのアカウント管理サービ
ス固有の条件キー (p. 68)もいくつか用意されています。

account:AccountResourceOrgPaths

コンテキストキー account:AccountResourceOrgPaths を使用すると、組織の階層から特定の組織単
位 (OU) へのパスを指定できます。その OU に含まれるメンバーアカウントのみが条件に一致します。次
の例のスニペットは、指定された 2 つの OU のいずれかに所属するアカウントにのみポリシーを適用する
ように制限しています。

account:AccountResourceOrgPaths は複数値を持つ文字列型のため、ForAnyValue または
ForAllValues 複数値文字列演算子を使用する必要があります。また、組織内の OU へのパスを参照する
場合でも、条件キーのプレフィックスは account であることに注意してください。

"Condition": { 
    "ForAnyValue:StringLike": { 
        "account:AccountResourceOrgPaths": [ 
            "o-aa111bb222/r-a1b2/ou-a1b2-f6g7h111/*",  
            "o-aa111bb222/r-a1b2/ou-a1b2-f6g7h222/*" 
        ] 
    }
}

account:AccountResourceOrgTags

コンテキストキー account:AccountResourceOrgTags を使用すると、組織内のアカウントにアタッ
チできるタグを参照できます。タグはキーと値の文字列のペアで、アカウント内のリソースを分類し、ラ
ベル付けするために使用できます。詳細については、AWS Resource Groups ユーザーガイドの「タグエ
ディタの使用」を参照してください。属性ベースのアクセス制御戦略の一環としてタグを使用する方法に
ついては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS の ABAC とは」を参照してください。次の例のスニペット
は、project キー、および blue または red のいずれかの値を含むタグを持つ組織内のアカウントにの
みポリシーを適用するように制限しています

account:AccountResourceOrgTags は複数値を持つ文字列型のため、ForAnyValue または
ForAllValues 複数値文字列演算子を使用する必要があります。また、組織のメンバーアカウントのタグ
を参照する場合でも、条件キーのプレフィックスは account であることに注意してください。

"Condition": { 
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    "ForAnyValue:StringLike": { 
        "account:AccountResourceOrgTags/project": [ 
            "blue",  
            "red" 
        ] 
    }
}

Note

タグは、組織内のアカウントにのみアタッチすることができます。スタンドアロン AWS アカウ
ント にタグをアタッチすることはできません。

連絡先情報の編集
AWS アカウント のプライマリアカウントの連絡先情報 (p. 21)を保存できます。また、以下のよう
に、代替アカウントの連絡先情報 (p. 15)の追加または編集を行うこともできます。

• 請求 – 請求に関する代替連絡先では、請求書の有無に関する通知など、請求関連の通知を受信します。
• 操作 – 操作に関する代替連絡先では、操作関連の通知を受信します。
• セキュリティ – セキュリティに関する代替連絡先は、AWS 不正使用対策チームからの通知を含むセキュ

リティ関連の通知を受信します。

トピック
• 代替連絡先のアクセスまたは更新 (p. 15)
• プライマリアカウント連絡先のアクセスまたは更新 (p. 21)

代替連絡先のアクセスまたは更新
Important

次のAWS Identity and Access Management (IAM) アクションは、2023 年 7aws-
portal:ModifyAccount 月に標準サポートが終了しますaws-portal:ViewAccount。AWS 
Billingこれらのアクションを詳細な内容に置き換えて、AWSコスト管理、AWSアカウントコン
ソールにアクセスできるようにする方法については、「詳細な内容に置き換える方法については
AWS Billing、「「詳細な内容に置き換える方法については、「」を参照してください。
2023 年 3 月 6 日より前にAWSAWS Organizationsアカウントまたは管理アカウントを作成した
場合、詳細な内容は 2023 年 7 月から利用可能になります。詳細なアクションを追加することを
おすすめしますが、aws-portal または purchase-orders プレフィックスを付けた既存のア
クセス許可は削除しないでください。
2023 年 3 月 6 日以降にAWSAWS Organizationsアカウントまたは管理アカウントを作成した場
合、詳細な内容はすぐに有効になります。

組織内のアカウントの代替連絡先を更新する場合は、AWS Organizations コンソールから実行する
か、AWS CLI または AWS SDK を使用してプログラムで行います。組織の管理アカウントを使用すると、
組織内の任意のアカウントのアカウント設定を表示および編集できます。プライマリアカウント所有者
は、ルートアカウントの E メールアドレスへのすべての E メールの通信を引き続き受信します。

アカウントがスタンドアロンであるか、組織の一部であるかに応じて、代替連絡先を異なる方法で追加ま
たは編集できます。

• スタンドアロンの AWS アカウント アカウント – 組織に関連付けられていないメンバーアカウントの
場合は、AWS マネジメントコンソールを使用するか、AWS CLI および SDK から自分の代替連絡先

15

https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/migrate-granularaccess-whatis.html#migrate-user-permissions
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/migrate-granularaccess-whatis.html#migrate-user-permissions
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/migrate-granularaccess-whatis.html#migrate-user-permissions


AWS アカウント管理 リファレンスガイド
代替アカウントの連絡先

を更新できます。この方法については、「スタンドアロンの AWS アカウント の代替連絡先を更新す
る (p. 16)」を参照してください。

• 組織内の AWS アカウント – 管理アカウントのユーザーは、AWS Organizations コンソールから
か、AWS CLI および SDK を使用してプログラムで、組織内の任意のアカウントを更新できます。この
方法については、「組織内の AWS アカウント の代替連絡先を更新する (p. 18)」を参照してくださ
い。

IAM ポリシーのコンテキストキー
account:AlternateContactTypes

コンテキストキー account:AlternateContactTypes で、3 つの請求タイプのうち、IAM ポリシーで
許可 (または拒否) されるものを指定できます。

例えば、次の例の IAM アクセス許可ポリシーでは、この条件キーを使用して、組織内の特定のアカウント
の BILLING 代替連絡先のみを取得し、変更は行わないことを、アタッチされたプリンシパルに許可して
います。

account:AlternateContactTypes は複数値を持つ文字列型のため、ForAnyValue または
ForAllValues 複数値文字列演算子を使用する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "VisualEditor0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "account:GetAlternateContact", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:account::123456789012:account/o-aa111bb222/111111111111" 
            ], 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "account:AlternateContactTypes": [ 
                        "BILLING" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

スタンドアロンの AWS アカウント の代替連絡先を更新する
AWS アカウント の代替連絡先を編集するには、次の手順を実行します。

以下の AWS Management Console の手順は、常にスタンドアロンコンテキストでのみ動作します。AWS 
Management Console では、操作の呼び出しに使用したアカウントの代替連絡先のみのアクセスまたは変
更が可能です。

AWS Management Console

スタンドアロンの AWS アカウント の代替連絡先の詳細を編集するには
最小アクセス許可

次の手順を実行するには、少なくとも以下のIAM アクセス許可が必要です。

• aws-portal:ViewAccount (アカウントの詳細ページを表示するため)
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次の許可が付与されている必要もあります。
次のアクセス許可により、ユーザーは代替連絡先コマンドの一部または全部を実行すること
ができます。

• aws-portal:ModifyAccount

1. AWS Management Console に最小アクセス許可を持つ、IAM ユーザーまたはロールとしてサイ
ンインします。

2. ウィンドウの右上でアカウント名を選択し、[アカウント] を選択します。
3. [Account Settings] (アカウント設定) ページで、下にスクロールして [Alternate Contacts] (代替連

絡先) を選択し、タイトルの右側にある [Edit] (編集) を選択します。
4. 使用可能なフィールドの値を変更します。

Important

プロフェッショナル向け AWS アカウント では、個人に属する電話番号ではなく、会社
の電話番号とメールアドレスを入力するのがベストプラクティスです。

5. すべての変更を加え終わったら、[Update] (更新) を選択します。

AWS CLI & SDKs

次の AWS CLI コマンドまたはそれに相当する AWS SDK の操作により、代替連絡先情報の取得、更
新、または削除が可能です。

• GetAlternateContact
• PutAlternateContact
• DeleteAlternateContact

メモ

• 組織内の管理アカウントまたは委任管理者アカウントからメンバーアカウントに対してこ
れらの操作を実行するには、アカウントサービス用の信頼されたアクセスを有効にする必
要があります。

最小アクセス許可

各操作については、その操作に対応するアクセス許可が必要です。

• account:GetAlternateContact
• account:PutAlternateContact
• account:DeleteAlternateContact

これらのアクセス許可を個別に使用すると、一部のユーザーに連絡先情報の読み取りのみを
許可し、他のユーザーには読み取りと書き込みの両方の、
aws-portal アクセス許可は AWS Management Console のみに適用され、AWS CLI や 
AWS SDK の操作に対する許可の付与には使用はできません。

Example

次の例では、発信者のアカウントに現在設定されている、請求に関する通知の代替連絡先を取得しま
す。

$ aws account get-alternate-contact \ 
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    --alternate-contact-type=BILLING
{ 
    "AlternateContact": { 
        "AlternateContactType": "BILLING", 
        "EmailAddress": "saanvi.sarkar@amazon.com", 
        "Name": "Saanvi Sarkar", 
        "PhoneNumber": "+1(206)555-0123", 
        "Title": "CFO" 
    }
}

Example

次の例では、操作に関する通知の代替連絡先を発信者のアカウントに新規に設定します。

$ aws account put-alternate-contact \ 
    --alternate-contact-type=OPERATIONS \ 
    --email-address=mateo_jackson@amazon.com \ 
    --name="Mateo Jackson" \ 
    --phone-number="+1(206)555-1234" \ 
    --title="Operations Manager"

このコマンドは成功時に出力を生成しません。

Example

Note

同じ AWS アカウント と同じ連絡先タイプで PutAlternateContact 操作を複数回実行す
る場合、最初の呼び出しで新しい連絡先が追加され、その後、同じ AWS アカウント と連絡
先タイプへの呼び出しはすべて既存の連絡先を更新するようになります。

Example

次の例では、発信者のアカウントに設定されている、セキュリティに関する通知の代替連絡先を削除
します。

$ aws account delete-alternate-contact \ 
    --alternate-contact-type=SECURITY

このコマンドは成功時に出力を生成しません。

Note

同じ連絡先を何回も削除しようとすると、メッセージは表示されずに 1 回目で成功します。
それ以降の試行はすべて ResourceNotFound 例外を生成します。

組織内の AWS アカウント の代替連絡先を更新する
AWS アカウント の代替連絡先を編集するには、次の手順を実行します。

要件

AWS Organizations コンソールを使用して代替連絡先を更新するには、いくつかの予備設定を行う必要が
あります。

• メンバーアカウントで設定を管理するには、所属する組織によってすべての機能が有効にされる必要が
あります。これにより、管理者がメンバーアカウントを制御できるようになります。これは、組織を作
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成すると、デフォルトで設定されます。組織が一括決済のみに設定されている状態で、すべての機能を
有効にする場合は、「組織内のすべての機能の有効化」を参照してください。

• AWS アカウント管理用に信頼されたアクセスを有効にする必要があります。これを設定するには、
「AWS アカウント管理用の信頼されたアクセスを有効にする」を参照してください。

Note

AWS Organizations 管理ポリシー (AWSOrganizationsReadOnlyAccess または
AWSOrganizationsFullAccess) が AWS アカウント管理 API へのアクセス許可を提供するよ
うに更新され、アカウントデータにAWS Organizations コンソールからアカウントデータにアク
セスできるようになります。更新された管理ポリシーを表示するには、「Organizations の AWS 
管理ポリシーの更新」を参照してください。

AWS Management Console

組織内の AWS アカウント の代替連絡先の詳細を編集するには

1. 組織の管理アカウントの認証情報を使用して、AWS Organizations コンソールにサインインしま
す。

2. AWS アカウント から、更新するアカウントを選択します。
3. [Contact info] (連絡先情報) を選択して、[Alternate contacts] (代替連絡先) で、連絡先のタイ

プ ([Billing contact] (請求連絡先)、[Security contact] (セキュリティ問い合わせ先)、または
[Operations contact] (操作問い合わせ先)) を指定します。

4. 新しい連絡先を追加するには、[Add] (追加) を選択します。既存の連絡先を更新するには、[Edit]
(編集) を選択します。

5. 使用可能なフィールドの値を変更します。

Important

プロフェッショナル向け AWS アカウント では、個人に属する電話番号ではなく、会社
の電話番号とメールアドレスを入力するのがベストプラクティスです。

6. すべての変更を加え終わったら、[Update] (更新) を選択します。

AWS CLI & SDKs

次の AWS CLI コマンドまたはそれに相当する AWS SDK の操作により、代替連絡先情報の取得、更
新、または削除が可能です。

• GetAlternateContact
• PutAlternateContact
• DeleteAlternateContact

メモ

• 組織内の管理アカウントまたは委任管理者アカウントからメンバーアカウントに対してこ
れらの操作を実行するには、アカウントサービス用の信頼されたアクセスを有効にする必
要があります。

• 操作の呼び出しに使用する組織と異なる組織のアカウントにアクセスすることはできませ
ん。

最小アクセス許可

各操作については、その操作に対応するアクセス許可が必要です。
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• account:GetAlternateContact
• account:PutAlternateContact
• account:DeleteAlternateContact

これらのアクセス許可を個別に使用すると、一部のユーザーに連絡先情報の読み取りのみを
許可し、他のユーザーには読み取りと書き込みの両方の、
aws-portal アクセス許可は AWS Management Console のみに適用され、AWS CLI や 
AWS SDK の操作に対する許可の付与には使用はできません。

Example

次の例では、組織内の発信者のアカウントに現在設定されている、請求に関する通知の代替連絡先を
取得します。使用される認証情報は、組織の管理アカウント、またはアカウント管理の委任管理者ア
カウントのいずれかから取得する必要があります。

$ aws account get-alternate-contact \ 
    --alternate-contact-type=BILLING \ 
    --account-id 123456789012
{ 
    "AlternateContact": { 
        "AlternateContactType": "BILLING", 
        "EmailAddress": "saanvi.sarkar@amazon.com", 
        "Name": "Saanvi Sarkar", 
        "PhoneNumber": "+1(206)555-0123", 
        "Title": "CFO" 
    }
}

Example

次の例では、組織内の指定されたメンバーアカウントの操作に関する代替連絡先を設定します。使用
する認証情報は、組織の管理アカウント、またはアカウント管理の委任管理者アカウントのいずれか
である必要があります。

$ aws account put-alternate-contact \ 
    --account-id 123456789012 \ 
    --alternate-contact-type=OPERATIONS \ 
    --email-address=mateo_jackson@amazon.com \ 
    --name="Mateo Jackson" \ 
    --phone-number="+1(206)555-1234" \ 
    --title="Operations Manager"

このコマンドは成功時に出力を生成しません。

Note

同じ AWS アカウント と同じ連絡先タイプで PutAlternateContact 操作を複数回実行す
る場合、最初の呼び出しで新しい連絡先が追加され、その後、同じ AWS アカウント と連絡
先タイプへの呼び出しはすべて既存の連絡先を更新するようになります。

Example

次の例では、組織内の指定されたメンバーアカウントのセキュリティに関する代替連絡先を削除しま
す。使用する認証情報は、組織の管理アカウント、またはアカウント管理の委任管理者アカウントの
いずれかである必要があります。

$ aws account delete-alternate-contact \ 
    --account-id 123456789012 \ 
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    --alternate-contact-type=SECURITY

このコマンドは成功時に出力を生成しません。

Example

Note

同じ連絡先を何回も削除しようとすると、メッセージは表示されずに 1 回目で成功します。それ
以降の試行はすべて ResourceNotFound 例外を生成します。

プライマリアカウント連絡先のアクセスまたは更新
Important

次のAWS Identity and Access Management (IAM) アクションは、2023 年 7aws-
portal:ModifyAccount 月に標準サポートが終了しますaws-portal:ViewAccount。AWS 
Billingこれらのアクションをきめ細かいアクションに置き換えて、AWSコスト管理コンソールに
アクセスできるようにする方法についてはAWS Billing、「詳細なアクションを使用する」を参照
してください。AWS
2023 年 3 月 6 日より前にAWSアカウントまたはAWS Organizations管理アカウントを作成した
場合、詳細な措置は 2023 年 7 月から利用可能になります。詳細なアクションを追加することを
おすすめしますが、aws-portal または purchase-orders プレフィックスを付けた既存のア
クセス許可は削除しないでください。
2023 年 3 月 6 日以降にAWSアカウントまたはAWS Organizations管理アカウントを作成した場
合、詳細なアクションはすぐに有効になります。

組織内のアカウントのプライマリアカウント連絡先は、AWSAWS CLIまたはSDKを使用してプログラムで
更新できます。

アカウントがスタンドアロンであるか、組織の一部であるかに応じて、の主要連絡先を異なる方法で追加
または編集できます。

• スタンドアロンのAWS アカウント — 組織に関連付けられていないアカウントの場合は、AWSマネジメ
ントコンソールを使用するか、AWS CLI および SDK を使用して自分の主要連絡先を更新できます。こ
の方法については、「スタンドアロンのAWS アカウントの主要連絡先を更新する (p. 21)」を参照し
てください。

• AWS アカウント組織内の — 管理アカウントのユーザーは、AWS Organizationsコンソールから
か、AWS CLI および SDK を使用してプログラムで、組織内の任意のアカウントを更新できます。この
方法については、「AWS アカウント組織の主な連絡先を更新する (p. 23)」を参照してください。

AWS アカウントスタンドアロンの主要連絡先を更新
AWS アカウント の主要連絡先の詳細を編集するには、次のステップを行います。

以下の AWS Management Console の手順は、常にスタンドアロンコンテキストでのみ動作します。で
は、AWS Management Console操作の主要連絡先情報のみのアクセスまたは変更が可能です。

AWS Management Console

AWS アカウント の主要連絡先の詳細を編集するには

最小アクセス許可

次の手順を実行するには、少なくとも以下のIAM アクセス許可が必要です。

• aws-portal:ViewAccount (アカウントの詳細ページを表示するため)
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• aws-portal:ModifyAccount

1. AWS Management Console に最小アクセス許可を持つ、IAM ユーザーまたはロールとしてサイ
ンインします。

2. ウィンドウの右上でアカウント名を選択し、[アカウント] を選択します。
3. [Contact information] (連絡先情報) セクションまで下にスクロールし、その隣にある [Edit] (編集) 

を選択します。
4. 使用可能なフィールドの値を変更します。

Important

プロフェッショナル向け AWS アカウント では、個人に属する電話番号ではなく、会社
の電話番号とメールアドレスを入力するのがベストプラクティスです。AWS アカウント
のルートユーザーの使用 (p. 40)個人のメールアドレスまたは電話番号を使用してアカ
ウントを設定すると、その個人が会社を離れた場合にアカウントの回復が困難になる可
能性があります。

5. すべての変更を加え終わったら、[Update] (更新) を選択します。

AWS CLI & SDKs

AWS CLIAWS次のコマンドまたはそれと同等のSDK操作を使用して、主要連絡先情報を取得、更新、
または削除できます。

• GetContactInformation
• PutContactInformation

メモ

• 組織内の管理アカウントまたは委任管理者アカウントからメンバーアカウントに対してこ
れらの操作を実行するには、アカウントサービス用の信頼されたアクセスを有効にする必
要があります。

最小アクセス許可

各操作については、その操作に対応するアクセス許可が必要です。

• account:GetContactInformation
• account:PutContactInformation

これらのアクセス許可を個別に使用すると、一部のユーザーに連絡先情報の読み取りのみを
許可し、他のユーザーには読み取りと書き込みの両方の許可を付与するといったことができ
るようになります。
aws-portal アクセス許可は AWS Management Console のみに適用され、AWS CLI や 
AWS SDK の操作に対する許可の付与には使用はできません。

Example

次の例では、発信者のアカウントに現在設定されている、の主要連絡先情報の取得を行います。

$ aws account get-contact-information
{ 
    "ContactInformation": { 
        "AddressLine1": "123 Any Street", 
        "City": "Seattle", 
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        "CompanyName": "Example Corp, Inc.", 
        "CountryCode": "US", 
        "DistrictOrCounty": "King", 
        "FullName": "Saanvi Sarkar", 
        "PhoneNumber": "+15555550100", 
        "PostalCode": "98101", 
        "StateOrRegion": "WA", 
        "WebsiteUrl": "https://www.examplecorp.com" 
    }
}

Example

次の例では、発信者のアカウントに新しい主要連絡先情報の設定を行います。

$ aws account put-contact-information --contact-information \
'{"AddressLine1": "123 Any Street", "City": "Seattle", "CompanyName": "Example Corp, 
 Inc.", "CountryCode": "US", "DistrictOrCounty": "King",  
"FullName": "Saanvi Sarkar", "PhoneNumber": "+15555550100", "PostalCode": "98101", 
 "StateOrRegion": "WA", "WebsiteUrl": "https://www.examplecorp.com"}'

このコマンドは成功時に出力を生成しません。

AWS アカウント組織の主な連絡先を更新する
AWS アカウント の主要連絡先の詳細を編集するには、次のステップを行います。

要件

AWS Organizationsコンソールを使用しての主要連絡先を更新するには、いくつかの予備設定を行う必要
があります。

• メンバーアカウントで設定を管理するには、所属する組織によってすべての機能が有効にされる必要が
あります。これにより、管理者がメンバーアカウントを制御できるようになります。これは、組織を作
成すると、デフォルトで設定されます。組織が一括決済のみに設定されている状態で、すべての機能を
有効にする場合は、「組織内のすべての機能の有効化」を参照してください。

• AWS アカウント管理用に信頼されたアクセスを有効にする必要があります。これを設定するには、
「AWS アカウント管理用の信頼されたアクセスを有効にする」を参照してください。

AWS Management Console

組織の主な連絡先の詳細を編集するにはAWS アカウント

1. 組織の管理アカウントの認証情報を使用して、AWS Organizations コンソールにサインインしま
す。

2. AWS アカウント から、更新するアカウントを選択します。
3. [連絡先情報] を選択し、[主要連絡先] を探します。
4. [Edit] (編集) を選択します。
5. 使用可能なフィールドの値を変更します。

Important

プロフェッショナル向け AWS アカウント では、個人に属する電話番号ではなく、会社
の電話番号とメールアドレスを入力するのがベストプラクティスです。

6. すべての変更を加え終わったら、[Update] (更新) を選択します。
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AWS CLI & SDKs

AWS CLIAWS次のコマンドまたはそれと同等のSDK操作を使用して、主要連絡先情報を取得、更新、
または削除できます。

• GetContactInformation
• PutContactInformation

メモ

• 組織内の管理アカウントまたは委任管理者アカウントからメンバーアカウントに対してこ
れらの操作を実行するには、アカウントサービス用の信頼されたアクセスを有効にする必
要があります。

• 操作の呼び出しに使用する組織と異なる組織のアカウントにアクセスすることはできませ
ん。

最小アクセス許可

各操作については、その操作に対応するアクセス許可が必要です。

• account:GetContactInformation
• account:PutContactInformation

これらのアクセス許可を個別に使用すると、一部のユーザーに連絡先情報の読み取りのみを
許可し、他のユーザーには読み取りと書き込みの両方の許可を付与するといったことができ
るようになります。
aws-portal アクセス許可は AWS Management Console のみに適用され、AWS CLI や 
AWS SDK の操作に対する許可の付与には使用はできません。

Example

次の例では、組織内の指定されたメンバーアカウントの現在の主要連絡先情報を取得します。使用さ
れる認証情報は、組織の管理アカウント、またはアカウント管理の委任管理者アカウントのいずれか
から取得する必要があります。

$ aws account get-contact-information --account-id 123456789012
{ 
    "ContactInformation": { 
        "AddressLine1": "123 Any Street", 
        "City": "Seattle", 
        "CompanyName": "Example Corp, Inc.", 
        "CountryCode": "US", 
        "DistrictOrCounty": "King", 
        "FullName": "Saanvi Sarkar", 
        "PhoneNumber": "+15555550100", 
        "PostalCode": "98101", 
        "StateOrRegion": "WA", 
        "WebsiteUrl": "https://www.examplecorp.com" 
    }
}

Example

次の例では、組織内の指定されたメンバーアカウントの主要連絡先情報の設定を行います。使用する
認証情報は、組織の管理アカウント、またはアカウント管理の委任管理者アカウントのいずれかであ
る必要があります。
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$ aws account put-contact-information --account-id 123456789012 \
--contact-information '{"AddressLine1": "123 Any Street", "City": "Seattle", 
 "CompanyName": "Example Corp, Inc.", "CountryCode": "US", "DistrictOrCounty": "King",  
"FullName": "Saanvi Sarkar", "PhoneNumber": "+15555550100", "PostalCode": "98101", 
 "StateOrRegion": "WA", "WebsiteUrl": "https://www.examplecorp.com"}'

このコマンドは成功時に出力を生成しません。

セキュリティチャレンジの質問を設定または変更す
る

Important

次のAWS Identity and Access Management (IAM) アクションは、2023 年 7aws-
portal:ModifyAccount 月に標準サポートが終了しますaws-portal:ViewAccount。、、こ
れらのアクションを詳細な内容に置き換えて、AWS Billingこれらのアクションを詳細な内容に置
き換える方法については、「詳細な内容に置き換える方法については、「詳細な内容に置き換え
る方法についてはAWS Billing、AWS「詳細な内容に置き換える方法については、「詳細な内容に
置き換える方法については、「」を参照してください。AWS
2023 年 3 月 6 日より前にAWSAWS Organizationsアカウントまたは管理アカウントを作成した
場合、詳細な内容に置き換える方法については、「」を参照してください。詳細なアクションを
追加することをおすすめしますが、aws-portal または purchase-orders プレフィックスを
付けた既存のアクセス許可は削除しないでください。
2023 年 3 月 6 日以降にAWSAWS Organizationsアカウントまたは管理アカウントを作成した場
合、詳細な内容に置き換える方法については、「」を参照してください。

AWS アカウント にセキュリティチャレンジの質問と回答を追加することで、アカウントのセキュリティ
を強化できます。ユーザーが AWS に問い合わせる必要がある場合、この情報は AWS Support がユーザー
をアカウントの所有者としての認証するのに役立ちます。

セキュリティチャレンジに関する質問を選択し、回答を提供するには、次の手順のステップを実行しま
す。

AWS Management Console

AWS アカウント のセキュリティチャレンジに関する質問を追加または編集するには
最小アクセス許可

次の手順を実行するには、少なくとも以下のIAM アクセス許可が必要です。

• aws-portal:ViewAccount (アカウントの詳細ページを表示)
• aws-portal:ModifyAccount

1. に最小アクセス許可を持つ IAM AWS Management Consoleユーザーもしくはロールのいずれか
として IAMAWS アカウントのルートユーザー ユーザーもしくはロールのいずれかとして IAM 
ユーザーもしくはロールのいずれかとして IAM ユーザーもしくはロールのいずれかとして IAM 
ユーザーもしくはロールのいずれかとして IAM

2. ウィンドウの右上でアカウント名を選択し、[アカウント] を選択します。
3. [Configure Security Challenge Questions] (セキュリティチャレンジの質問を設定する) セクション

までしたにスクロールして[Edit] (編集) を選択します。
4. 使用可能なフィールドの値を変更します。提供された質問のいずれかを選択し、適切な回答を入

力できます。
5. 変更を加え終わったら、[Update] (更新) を選択します。
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AWS アカウント管理 リファレンスガイド
アカウントで使用できる AWS リージョン を指定する

AWS CLI & SDKs

このタスクは AWS CLI 内でも AWS SDK のいずれかによる API 操作でもサポートされません。この
タスクは、AWS Management Console を使用してのみ実行できます。

アカウントで使用できる AWS リージョン を指定す
る

Important

次のAWS Identity and Access Management (IAM) アクションは、2023 年 7aws-
portal:ModifyAccount 月に標準サポートが終了しますaws-portal:ViewAccount。AWS 
Billingこれらのアクションを詳細な内容に置き換えて、AWSコスト管理、AWSアカウントコン
ソールにアクセスできるようにする方法については、「詳細な内容に置き換える方法について
は、「詳細な内容に置き換える方法についてはAWS Billing、「詳細な内容に置き換える方法につ
いては、「」を参照してください。
2023 年 3 月 3AWSAWS Organizations 日より前にアカウントまたは管理アカウントを作成した
場合、詳細なアクションは 2023 年 7 月から利用可能になります。詳細なアクションを追加する
ことをおすすめしますが、aws-portal または purchase-orders プレフィックスを付けた既
存のアクセス許可は削除しないでください。
2023 年 3 月 3 日以降にAWSAWS Organizationsアカウントまたは管理アカウントを作成した場
合、詳細なアクションはすぐに利用可能になります。

当初 AWS では、元フォルトですべての新しい AWS リージョン が有効になっていて、ユーザーはどの
リージョンでもリソースを作成することができました。しかし、AWS でリージョンが追加されたときに、
新しいリージョンはデフォルトで無効になりました。ユーザーが新しいリージョンでリソースを作成でき
るようにする場合は、リージョンを有効にする必要があります。

Important

レイテンシーを減らすために、AWS では、グローバルエンドポイントではなくリージョン別 
AWS Security Token Service (AWS STS) エンドポイントを使用することをお勧めします。リー
ジョン別 AWS STS エンドポイントから取得したセッショントークンはすべての AWS リージョ
ンで有効です。リージョン別 AWS STS エンドポイントを使用する場合、変更を加える必要はあ
りません。
ただし、セッショントークンはグローバル AWS STSエンドポイント (https://
sts.amazonaws.com) はAWS リージョンを有効にする場合、またはデフォルトで有効になって
います。アカウントについて新しいリージョンを有効にしようとする場合、リージョン別 AWS 
STS エンドポイントから取得したセッショントークンを使用するか、またはすべての AWS STS 
内で有向なグローバル AWS リージョン エンドポイントをアクティブにします。すべてのリー
ジョンで有効なセッショントークンは大きくなります。セッショントークンを保存すると、これ
らの大きなトークンがシステムに影響を与える可能性があります。
AWSリージョンと連携する AWS STS エンドポイントの詳細については、「AWS リージョン内
の AWS STS の管理」を参照してください。

有効化および無効化に関する考慮事項AWS リージョン

• IAM 許可を使用して、リージョンへのアクセスを制御できる

AWS Identity and Access Management(IAM) には 4 つのアクセス許可が含まれ、リージョンの有効化、
無効化、取得、一覧表示が可能なユーザーを管理できます。詳細については、AWS Billing and Cost 
Management ユーザーガイドの「請求情報とコスト管理のアクションポリシー」を参照してください。

• リージョンの有効化は無料である

リージョンを有効にしても料金はかかりません。新しいリソースで作成するリソースに対してのみ、料
金がかかります。

• リージョンを無効にすると、そのリージョンのリソースへのアクセスが無効になる

26

https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/migrate-granularaccess-whatis.html#migrate-user-permissions
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/migrate-granularaccess-whatis.html#migrate-user-permissions
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/migrate-granularaccess-whatis.html#migrate-user-permissions
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_enable-regions.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_temp_enable-regions.html
https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/billing-permissions-ref.html#user-permissions


AWS アカウント管理 リファレンスガイド
アカウントで使用できる AWS リージョン を指定する

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスなどの AWS リソースがまだ含まれて
いるリージョンを無効にした場合、そのリージョンのリソースにはアクセスできなくなります。例え
ば、AWS Management Console やプログラムによる方法を使用して、そのリージョンの EC2 インスタ
ンスの設定を表示または変更することはできません。

• リージョンを無効にしてもアクティブなリソースの料金は継続して発生する

まだ AWS リソースが含まれているリージョンを無効にした場合、それらのリソースの料金は標準レー
トで引き続き発生します。例えば、Amazon EC2 インスタンスが含まれているリージョンを無効にし
た場合、それらのインスタンスはアクセス不可能であっても、引き続き料金のお支払いが必要になりま
す。

• リージョンを無効にしてもすぐには反映されない場合がある

リージョンを無効にすると、サービスとコンソールが一時的に表示される場合があります。リージョン
の無効化は、反映されるまでに数分から数時間かかる場合があります。

• 当初のリージョンはデフォルトで有効になります。

2019 年 3 月 20 日より前に導入されたリージョンはすべてデフォルトで有効になっており、無効にす
ることはできません。詳細については、の「管理AWS リージョン」を参照してくださいAWS 全般のリ
ファレンス。

• リージョンの有効化には、数分から数時間かかる場合があります

組織の規模など、いくつかの要因によっては、リージョンの有効化に最大で数時間かかる場合がありま
す。

• AWSOrganizations は、組織全体で一度に20件の地域選択リクエストを開くことができます

管理アカウントでは、いつでも 20 件の未処理のリクエストを組織内で処理待ちの状態にできます。1 回
のリクエストは、1 つのアカウントで 1 つの特定のリージョンを有効または無効にすることに相当しま
す。

• 1 つのアカウントで、常に 6 つの region-opt リクエストを処理できます

1 回のリクエストは、1 つのアカウントで 1 つの特定のリージョンを有効または無効にすることに相当
します。

• EventBridge アマゾンインテグレーション

お客様は、でリージョンオプトのステータス更新通知を購読できます EventBridge。 EventBridge ス
テータスが変わるたびに通知が作成されるため、お客様はワークフローを自動化できます。

• 表現力豊かな地域-OPTステータス

オプトインリージョンの有効化/無効化は非同期であるため、リージョンオプトリクエストには次の 4 つ
のステータスがあります。
• ENABLING

• DISABLING

• ENABLED

• DISABLED

ENABLINGDISABLINGいずれかのステータスの場合、オプトインまたはオプトアウトをキャンセルする
ことはできません。それ以外の場合は、aConflictException がスローされます。リージョンオプト
リクエストが完了する (有効/無効) かどうかは、AWS基盤となる主要なサービスのプロビジョニングに
よって異なります。ステータスがあっても、AWSすぐには使用できないサービスがあるかもしれませ
んENABLED。

• との完全統合AWS Organizations

管理アカウントは、AWSその組織の任意のメンバーアカウントの region-opt を変更または読み取ること
ができます。メンバーアカウントは、地域の州も読み書きできます。
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AWS アカウント管理 リファレンスガイド
スタンドアロンアカウントのリー

ジョンを有効または無効にする

スタンドアロンアカウントのリージョンを有効または
無効にする
AWS アカウントアクセス許可のリージョンの更新については、次のステップを行います。以下のAWS 
Management Consoleの手順は、常にスタンドアロンコンテキストでのみ動作します。では、AWS 
Management Console操作の呼び出しに使用したアカウントで利用可能なリージョンのみを表示または更
新できます。

AWS Management Console

スタンドアロンのリージョンを有効または無効にするにはAWS アカウント
最小アクセス許可

以下の手順の手順を実行するには、IAM ユーザーまたはロールに次のアクセス許可が必要で
す。

• aws-portal:ViewAccount (アカウントの詳細ページを表示するために必要)
• account:ListRegions (AWS リージョン のリストを表示して現在有効か無効かを確認

するために必要)
• account:EnableRegion
• account:DisableRegion

1. AWS アカウントのルートユーザーにまたは最小アクセス許可を持つ IAM AWS Management 
Consoleユーザーまたはロールのいずれかとしてサインインします。

2. ウィンドウの右上でアカウント名を選択し、[アカウント] を選択します。
3. [Account Settings] (アカウントの設定) ページで 「AWS リージョン」セクションを下にスクロー

ルします。
Note

この情報へのアクセスを承認するよう求められる場合があります。AWS は、アカウン
トに関連付けられた E メールアドレスと主要連絡先の電話番号にリクエストを送信しま
す。リクエスト内のリンクを選択してブラウザで開き、アクセスを承認します。

4. [Action] (アクション) 列にオプションがある各 AWS リージョン の隣で、アカウント内のユー
ザーにそのリージョン内でリソースの作成やアクセスを許可したいかどうかに応じて、[Enable]
(有効) または [Disable] (無効)のいずれかを選択します。

5. プロンプトが表示されたら、選択内容を確認します。
6. すべての変更を加え終わったら、[Update] (更新) を選択します。

AWS CLI & SDKs

AWS CLIAWS次のコマンドまたはそれと同等のSDK操作を使用して、リージョンのオプトステータス
を有効化、無効化、読み取り、および一覧表示できます。

• EnableRegion
• DisableRegion
• GetRegionOptStatus
• ListRegions

最小アクセス許可

以下の手順を実行するには、その操作に対応するアクセス許可が必要です。
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AWS アカウント管理 リファレンスガイド
組織のリージョンを有効または無効にする

• account:EnableRegion

• account:DisableRegion

• account:GetRegionOptStatus

• account:ListRegions

これらのアクセス許可を個別に使用すると、一部のユーザーにリージョンのオプション情報の読み取
りのみを許可し、他のユーザーには読み取りと書き込みの両方の許可を付与するといったことができ
るようになります。

次の例では、組織内の指定されたメンバーアカウントのリージョンを有効にします。使用される認証
情報は、組織の管理アカウント、またはアカウント管理の委任管理者アカウントのいずれかから取得
する必要があります。

enable-region同じコマンドを使用してリージョンを無効にしてからに置き換えることもできるこ
とに注意してくださいdisable-region。

aws account enable-region --region-name af-south-1

このコマンドは成功時に出力を生成しません。

操作は非同期です。次のコマンドを実行すると、リクエストの最新のステータスを確認できます。

aws account get-region-opt-status --region-name af-south-1
  { 
    "RegionName": "af-south-1", 
    "RegionOptStatus": "ENABLING" 
  }

組織のリージョンを有効または無効にする
のメンバーアカウントの有効化リージョンの更新についてはAWS Organizations、次のステップを行いま
す。

Note

組織内の管理アカウントまたは委任管理者アカウントからこれらの操作を実行する前に、次のア
クションを実行する必要があります。

• メンバーアカウントで設定を管理するには、組織内のすべての機能を有効にします。これによ
り、管理者がメンバーアカウントを制御できるようになります。これは、組織を作成すると、
デフォルトで設定されます。組織が一括決済のみに設定されている状態で、すべての機能を有
効にする方法については、「組織内のすべての機能の有効化」を参照してください。

• AWSアカウント管理サービスへの信頼されたアクセスを有効にします。これを設定するには、
を参照してくださいの信頼されたアクセスの有効化AWSアカウント管理 (p. 49)。

Note

AWS Organizations 管理ポリシー (AWSOrganizationsReadOnlyAccess または
AWSOrganizationsFullAccess) が AWS アカウント管理 API へのアクセス許可を提供するよ
うに更新され、アカウントデータにAWS Organizations コンソールからアカウントデータにアク
セスできるようになります。更新された管理ポリシーを表示するには、「Organizations の AWS 
管理ポリシーの更新」を参照してください。
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AWS アカウント管理 リファレンスガイド
組織のリージョンを有効または無効にする

AWS Management Console

組織のリージョンを有効または無効にするには

1. 組織の管理アカウントの認証情報を使用して、AWS Organizationsコンソールにサインインしま
す。

2. AWS アカウントページで、更新するアカウントを選択します。
3. [アカウント設定] タブを選択します。
4. リージョンの下で、有効化または無効化するのリージョンを選択します。
5. [アクション] を選択し、[有効化] または [無効化] オプションを選択します。
6. [有効にする] オプションを選択した場合は、表示されたテキストを確認して、[リージョンを有効

にする] を選択します。
7. 「無効化」オプションを選択した場合は、表示されたテキストを確認し、「disable」と入力して

確認し、「Disable region」を選択します。

AWS CLI & SDKs

AWS CLIAWS以下のコマンドまたはそれと同等のSDK操作を使用して、組織メンバーアカウントの
リージョンオプトステータスを有効化、無効化、読み取り、一覧表示できます。

• EnableRegion
• DisableRegion
• GetRegionOptStatus
• ListRegions

最小アクセス許可

以下の手順を実行するには、その操作に対応するアクセス許可が必要です。

• account:EnableRegion
• account:DisableRegion
• account:GetRegionOptStatus
• account:ListRegions

これらのアクセス許可を個別に使用すると、一部のユーザーにリージョンのオプション情報の読み取
りのみを許可し、他のユーザーには読み取りと書き込みの両方の許可を付与するといったことができ
るようになります。

次の例では、組織内の指定されたメンバーアカウントのリージョンを有効にします。使用される認証
情報は、組織の管理アカウント、またはアカウント管理の委任管理者アカウントのいずれかから取得
する必要があります。

enable-region同じコマンドを使用してリージョンを無効にしてからに置き換えることもできるこ
とに注意してくださいdisable-region。

aws account enable-region --account-id 123456789012 --region-name af-south-1 

このコマンドは成功時に出力を生成しません。

Note

組織は、一度に 20 のリージョンリクエストのみを許可します。重なっている場合は、「」を
受け取りますTooManyRequestsException。
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AWS アカウント管理 リファレンスガイド
AWS アカウント エイリアスの設定または変更

操作は非同期です。次のコマンドを実行すると、リクエストの最新のステータスを確認できます。

aws account get-region-opt-status --account-id 123456789012 --region-name af-south-1
  { 
    "RegionName": "af-south-1", 
    "RegionOptStatus": "ENABLING" 
  }

AWS アカウント エイリアスの設定または変更
AWS アカウントのルートユーザーアカウント内のAWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー
は、ウェブ URL を使用してサインインします。

IAM ユーザー用の URL にAWS アカウント ID の代わりに自社名 ( easy-to-remember または他のわかりや
すい識別子) を含めたい場合、アカウントエイリアスを作成できます。このセクションでは、AWS アカウ
ント エイリアスについて説明し、エイリアスの作成に使用する API 操作のリストを示します。

アカウントの IAM ユーザーのサインインページの URL はデフォルトで以下の形式です。

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

AWS アカウント ID の AWS アカウント エイリアスを作成すると、IAM ユーザーサインインページの URL 
は次の例のようになります。

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

AWS アカウント ID を含む本来の URL は、AWS アカウント エイリアスの作成後も依然として有効です。
Tip

ウェブブラウザでアカウントのサインインページのブックマークを作成するには、サインイン 
URL を手動でブックマークエントリに入力することをお勧めします。ウェブブラウザの「この
ページをブックマークする」機能を使用しないでください。現在のブラウザセッションのみに関
係する多くの情報を取得できてしまいます。この情報は、今後のページの閲覧を妨げる可能性が
あります。

考慮事項

• AWS アカウント で使用できるエイリアスは 1 つのみです。AWS アカウント 用に新しいエイリアスを
作成すると、以前のエイリアスは新しいエイリアスで上書きされます。以前のエイリアスを含む URL は
機能しなくなります。

• アカウントエイリアスは、すべての Amazon Web Services 製品で一意となる必要があります。使用で
きるのは数字、小文字、ハイフンのみです。

AWS アカウント エイリアスの作成、削除、および表
示
AWS Management Console

アカウントエイリアスの作成または編集
最小アクセス許可

次の手順を実行するには、少なくとも以下のIAM アクセス許可が必要です。
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AWS アカウント エイリアスの作成、削除、および表示

• iam:ListAccountAliases
• iam:CreateAccountAlias

1. AWS Management ConsoleAWS アカウントのルートユーザーにサインインします。
2. https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソールを開きます。
3. ナビゲーションペインで、[ダッシュボード] を選択します。
4. AWS アカウントの下の右側のペインで、このアカウントで IAM ユーザーのサインイン 

URLで、カスタマイズを選択します。エイリアスが既に存在する場合は、[Edit] (編集) を選択しま
す。

5. [Preferred alias] (優先エイリアス) で、使用するエイリアスの名前を入力し、変更の保存を選択し
ます。

Note

一度に AWS アカウント に関連付けできるエイリアスは 1 つのみです。新しいエイリア
スを作成すると、以前のエイリアスが削除され、以前のエイリアスに関連付けられてい
るサインイン URL は機能しなくなります。

アカウントエイリアスを削除する

最小アクセス許可

次の手順を実行するには、少なくとも以下のIAM アクセス許可が必要です。

• iam:ListAccountAliases
• iam:CreateAccountAlias
• iam:DeleteAccountAlias

1. AWS Management ConsoleAWS アカウントのルートユーザーにサインインします。
2. https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コンソールを開きます。
3. ナビゲーションペインで、[ダッシュボード] を選択します。
4. 右ペインの AWS アカウント の下で、Sign-in URL for IAM users in this account (このアカウント

の IAM ユーザーのサインイン URL) について [Delete] (削除) を選択します。

AWS CLI & SDKs

次の SDK API 操作またはAWS CLI同等のものによりアカウントエイリアスを作成、更新、または削除
できます。

• ListAccountAliases

aws iam list-account-aliases
• CreateAccountAlias

aws iam create-account-alias
• DeleteAccountAlias

aws iam delete-account-alias

最小アクセス許可

次の手順を実行するには、少なくとも以下のIAM アクセス許可が必要です。
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• iam:ListAccountAliases
• iam:CreateAccountAlias
• iam:DeleteAccountAlias

AWS アカウント ID のエイリアスを表示するには、以下のコマンドを実行します。

$ aws iam list-account-aliases
{ 
    "AccountAliases": [ 
        "myaccountalias" 
    ]
}

AWS Management Console のサインインページの URL のエイリアスを作成するには、以下のコマン
ドを実行します。

$ aws iam create-account-alias \ 
    --account-alias myaliasname

このコマンドは成功時に出力を生成しません。

AWS アカウント ID のエイリアスを削除するには、以下のコマンドを実行します。

$ aws iam delete-account-alias \
--account-alias bisdavid

このコマンドは成功時に出力を生成しません。

AWS アカウント を閉鎖する
このガイドでは、AWS アカウント を「削除」ではなく「閉鎖」するという用語を使用しま
す。AWS アカウント の要素の一部は、すべてのアカウント間で一意であり、「削除」という用
語を使用すると、これらの要素の一部が将来的に再利用可能であるかのような誤解を招く可能性
があります。一例として、閉鎖済みの AWS アカウント の ID は、明らかなセキュリティ上の理由
から決して再利用されません。

AWS アカウントのルートユーザー閉じられるのは人だけですAWS アカウント. AWSがユーザーに代わっ
てアカウントを閉鎖することはできません。プロセスについてご質問がある場合、アカウント担当者に問
い合わせるか、または AWS Support に連絡してサポートを受けることができます。AWS Support への連
絡方法の詳細については、「AWS Support に問い合わせる」を参照してください。

Important

アカウントの閉鎖後に AWS アカウント ID 番号は決して再利用されません。これは、セキュリ
ティリスクの発生を防止するためです。例えば、AWS Identity and Access Management (IAM) ア
クセス許可ポリシーでアカウント ID 番号が使用されていた場合、その ID が突然別の予想外の 
AWS アカウント を参照した場合を考えてみてください。

トピック
• AWS アカウント を閉鎖する前の考慮事項 (p. 34)
• AWS アカウント 閉鎖時のトラブルシューティング (p. 35)
• AWS アカウント を閉鎖する (p. 36)
• へのアクセスAWS アカウント閉じた後 (p. 36)
• 閉鎖後期間が過ぎた場合 (p. 37)
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AWS アカウント を閉鎖する前の考慮事項
AWS アカウント を閉鎖する前に、次の点を考慮してください。

AWS との契約
AWS アカウント を閉鎖すると、この特定の AWS アカウント に限定して、AWS アカウント アカウント
に適用される AWS カスタマーアグリーメントや他の AWS との契約を解除することを当社に通告するこ
とになります。閉鎖後期間内 (アカウントの閉鎖後 90 日以内) に AWS アカウント アカウントを再開する
と、同じアグリーメントの条件が、再開した AWS アカウント を使用したサービス提供へのアクセスと使
用に適用されます。

AWS Management Console アクセス
閉鎖した AWS アカウント の AWS Management Console へのアクセスが制限されます。閉鎖後期間内
は、引き続き AWS アカウント にサインインして過去の請求情報を表示したり、AWS Support にアクセス
したりできます。他の AWS サービスにアクセスしたり、閉鎖したアカウント内で新しい AWS サービス
を開始することはできません。

現在使用中の既存のコンテンツおよびサービス
閉鎖後期間を過ぎると、AWS は AWS アカウント 内に残っているすべてのコンテンツを削除し、現在使
用中の AWS サービスを終了します。アカウントを閉鎖する前に、アカウントからすべてのコンテンツを
取得しておく必要があります。コンテンツの取得方法の手順については、該当サービスのドキュメントを
参照してください。閉鎖後期間の詳細については、「へのアクセスAWS アカウント閉じた後 (p. 36)」
を参照してください。

支払い方法
AWS アカウント の閉鎖前に発生した使用料については、指定された支払い方法に従って請求されます。
払い戻しがある場合は、同じ支払い方法に従って処理されます。アクティブなサブスクリプション (毎月
支払うリザーブドインスタンスなど) がある場合は、アカウントの閉鎖後でも、サブスクリプションの有
効期限が切れるか、サブスクリプションに適用される条件に従って売却するまで、指定された支払い方法
に従って引き続きサブスクリプションに課金される場合があります。これらの請求と払い戻しは、アカウ
ントを閉鎖した後に発生することがあります。

また、アカウントを再開した場合、(アカウントの閉鎖前に終了していなかった) AWS のサービスに対して
閉鎖後期間の運用費が請求される場合があります。AWS アカウント の閉鎖は、Amazon.com または他の 
Amazon ウェブサイトで使用している支払い方法に影響しません。

オンデマンド料金
閉鎖後期間中、オンデマンド料金の請求は停止します。ただし、アカウントを閉鎖するまでに発生した使
用量については課金されます。翌月の初めに、この使用量に対して請求されます。また、支払いが進行中
であるサブスクリプションを購入した場合、アカウントの閉鎖後も引き続き課金が発生することになりま
す。

Important

リソースを終了しないと、その後もコストが発生します。

Amazon Route 53 に登録されたドメイン
Route 53 に登録しているドメインは自動的に削除されません。AWS アカウント を閉鎖する際には、以下
の 3 つのオプションがあります。
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• 自動更新を無効にすると、登録期間が有効期限切れになったときにドメインが削除されます。詳細につ
いては、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの「ドメインの自動更新の有効化または無効化」を参照
してください。

• ドメインを別の AWS アカウント に移管できます。詳細については、「異なる AWS アカウント へのド
メインの移管」を参照してください。

• ドメインを別のドメインレジストラに移管できます。詳細については、「Route 53 から別のレジストラ
へのドメインの移管」を参照してください。

アカウントを閉鎖済みである場合は、AWS Support でケースを開いて、自動更新の無効やドメインの移管
についてサポートを受けることができます。詳細については、「AWS Support へのドメイン登録問題に関
するお問い合わせ」を参照してください。ドメイン登録問題についてケースを開く場合の料金はかかりま
せん。

AWS アカウント を再開した場合の料金
閉鎖後期間内に AWS アカウント を再開すると、アカウントの閉鎖前に終了していなかった AWS のサー
ビスの費用が請求される場合があります。

例

閉鎖後 30 日以内に AWS アカウント を再開します。閉鎖時に AWS アカウント にアクティブな
t2.micro Amazon EC2 インスタンスしかありませんでした。この例では、AWS リージョン 内の
t2.micro Amazon EC2 インスタンスの料金が 1 時間あたり 0.01 ドルであるとします。この場合、30 日
間 × 24 時間 × 1 時間あたり 0.01 USD = 7.20 USD が AWS のサービスに対して請求されます。

メンバーアカウントの閉鎖
AWS Organizations で作成したアカウントを閉鎖すると、閉鎖後期間が終了するまで、このアカウントは
組織から削除されません。閉鎖後期間中、閉鎖したメンバーアカウントは、引き続き組織内のアカウント
のクォータに対してカウントされます。

制限されたアカウント数にカウントされないようにするには、メンバーアカウントを閉鎖する前に組織か
ら削除します。詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「AWS アカウント を閉鎖する」
を参照してください。

閉鎖するアカウントへのクロスアカウントアクセス
AWS アカウント を閉鎖すると、閉鎖したアカウントの AWS のサービスに対する他の AWS アカウント 
からのアクセスリクエストは失敗します。これは、自分のアカウントの AWS のサービスへのアクセス許
可を他のアカウントに付与した場合でも同様です。AWS アカウント を再開した場合、必要なアクセス許
可を他の AWS アカウント に付与すれば、他の AWS アカウント から自分のアカウントの AWS のサービ
スにアクセスできます。

Amazon VPC ピアリング接続を削除する
AWS は現在、Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ピアリング接続に参加しているアカウントのいずれか
を閉じても、Amazon VPC ピア接続を削除しません。他のアクティブなアカウントから発信される VPC 
ピア接続を宛先とするトラフィックは、次の理由でドロップされます。AWSインスタンスを終了し、閉鎖
されたアカウントのセキュリティグループを削除します。VPC ピアリング接続を削除するには、Amazon 
VPC コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または Amazon EC2 API を使用して、アカ
ウントから削除します。詳細については、「VPC ピア接続の削除」を参照してください

AWS アカウント 閉鎖時のトラブルシューティング
AWS アカウント を閉鎖しようとしてエラーメッセージが表示される場合、アカウント担当者に問い合わ
せるか、または AWS Support に連絡して請求またはアカウントに関するサポートケースを開き、サポート
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を受けることができます。AWS アカウント を閉鎖できない一般的な原因には、次のようなものがありま
す。

• アカウントが AWS Organizations 内で組織の管理アカウントになっており、開いているメンバーアカウ
ントがある。組織の管理アカウントを閉鎖するには、まず、組織内のすべてのメンバーアカウントを削
除または閉鎖する必要があります。

• アカウントに未払いの請求書がある。
• がユーザーに代わってこのアカウントがユーザーに代わってこのアカウントにはサインインしていない

AWS アカウントのルートユーザー。
• アクティブな AWS Marketplace 販売者である。

AWS アカウント を閉鎖する
次の手順に従って AWS アカウント を閉鎖できます。

AWS Management Console

AWS アカウント を閉鎖するには

最小アクセス許可

次の手順を実行するには、少なくとも以下のIAM アクセス許可が必要です。

• としてサインインする必要がありAWS アカウントのルートユーザー、そうすれば追加の 
IAM アクセス許可は必要ありません。IAM ユーザーまたはロールとしてこれらのステップ
を実行することはできません。

1. 閉じるアカウントに関連付けられた E メールアドレスとパスワードを使用して、アカウントの
ルートユーザーとしてサインインします。AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー
またはロールとしてサインインすると、アカウントを閉じることができません。

2. https://console.aws.amazon.com/billing/home#/ で Billing and Cost Management コンソールを開
きます。

3. 右上のナビゲーションバーで、アカウント名 (またはエイリアス) を選択し、[自分のアカウント] 
を選択します。

4. [Account Settings] ページで、ページの最後までスクロールし、[Close Account] セクションを見つ
けます。チェックボックスの横にあるテキストをよく読んで理解してください。AWS アカウント 
を閉鎖した後は、そのアカウントを使用して AWS のサービスにアクセスできなくなります。

5. チェックボックスをオンにして条項に同意してから [Close Account] (アカウントの閉鎖) を選択し
ます。

6. 確認ボックスで [Close Account] を選択します。

AWS CLI & SDKs

このタスクは、ではサポートされていません。AWS CLIまたは、いずれかの API 操作によって
AWSSDK。このタスクは、AWS Management Console API を使用してのみ実行できます。

へのアクセスAWS アカウント閉じた後
AWS アカウント を閉鎖した後は、そのアカウントを使用して AWS のサービスにアクセスできなくなり
ます。ただし、アカウントを閉鎖してから 90 日間 (閉鎖後期間) は、に関する過去の支払い情報を表示で
き、にアクセスできますAWS Support。AWS アカウント
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閉鎖後期間で、AWS アカウント アカウントを閉鎖する前に、削除しなかったコンテンツと終了しなかっ
た AWS サービスを AWS が保持することがあります。閉鎖後期間にアカウントを再びオープンする場合
にだけ、残っているコンテンツや AWS サービスにアクセスできます。

AWS Support に連絡して、AWS アカウント を再開できます。アカウントを再開することに決めた場合、
アカウントの閉鎖前に削除しなかったコンテンツや停止しなかった AWS サービスにアクセスできます
が、閉鎖後期間内のこれらの AWS サービスの運用費が請求される場合があります。AWS ユーザーガイ
ドの「AWS Pricing Calculator」に従って、AWS Pricing Calculator のサービスを実行するためのコストを
見積もることができます。

閉鎖後期間が過ぎた場合
閉鎖後期間が過ぎると、AWS によって AWS アカウント は完全に閉鎖され、再開できなくなります。削
除していなかったコンテンツは削除され、停止していなかった AWS サービスは停止されます。サービス
属性は、課金および管理目的に必要とされる限り保持できます。

また、AWS アカウント を閉鎖する際に登録されていたものと同じエイリアスまたは E メールアドレスを
使用して新しい AWS アカウント を作成することもできません。

請求の請求AWS アカウント
請求関連の手続きおよびタスクについては、AWS アカウントについては、の次のトピックを参照してくだ
さい。AWS Billing and Cost Managementユーザーガイド:

• 請求の支払いに使用する通貨の変更
• 税登録番号の更新と削除
• 税設定の継承の有効化

インドにおけるアカウントの管理
新規にサインアップするとAWS アカウント連絡先の住所としてインドを選択します。ユーザー契約は現地
の Amazon Internet Services Private Limited (AISPL) と締結されますAWS販売者である India.AISPL は請
求を管理し、請求書の合計額は米ドル (USD) ではなくインドルピー (INR) で表示されます。AISPL でアカ
ウントを作成した後で、連絡先情報の国を変更することはできません。

既存のがあるAWS アカウントインドの住所では、アカウントは次のいずれかになります。AWSアカウン
トを開いた時期に応じて、AISPL。アカウントの販売者がとのどちらであるか確認するにはAWSまたは
AISPL、を参照Determining which company your account is with (p. 38)。既存の AWS の顧客は、引き
続き AWS アカウント を使用することができます。また、両方とも選択することもできます。AWS アカ
ウントおよび AISPL アカウントがある。ただし、それらを同じに統合することはできませんAWS組織。
の管理の詳細については、AWS アカウント「」を参照してくださいAWS アカウント の管理 (p. 6)。

アカウントが AISPL である場合は、このトピックの手順に従ってアカウントを管理します。このトピッ
クでは、AISPL アカウントにサインアップし、AISPL アカウントに関する情報を編集して、Permanent 
Account Number (PAN) の追加、編集を行う方法について説明します。

サインアップ中のクレジットカードの確認プロセスの一環として、AISPL からクレジットカードに 2 イン
ドルピー (INR) が課金されます。2 INR は、確認完了後に AISPL より返金されます。確認プロセス中に、
お客様の銀行にリダイレクトされる場合があります。

トピック
• アカウントに関連する企業を判別する (p. 38)
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• の作成AWS アカウントと AISPL (p. 38)
• AISPL アカウントを管理する (p. 39)

アカウントに関連する企業を判別する
AWS のサービスは、AWS と AISPL の両方から提供されます。アカウントに関連する販売者を判別するに
は、次の手順を使用します。

AWS Management Console

アカウントに関連する企業を判断するには

最小限必要なアクセス権限

以下のステップを実行するには、少なくとも次の IAM アクセス許可が必要です。

• この手順では、特別な権限は必要ありません。

1. AWS Management ConsoleAWS Management Console で、を開きます。
2. ページ最下部のページフッターで、著作権表記を確認します。著作権が Amazon Web Services 

を対象にしている場合、アカウントの販売者は AWS です。著作権が Amazon Internet Services 
Private Ltd. を対象にしている場合、アカウントは AISPL に関連しています。

AWS CLI & SDKs

このタスクは、AWS CLIまたは、いずれかの API オペレーションによってAWSSDK。このタスクは、
[] を使用してのみ実行できます。AWS Management Console。

の作成AWS アカウントと AISPL
AISPL はの現地販売会社ですAWSインドにおける。連絡先住所がインドにある場合、AISPL アカウントに
サインアップするには、以下の手順を使用します。

AWS Management Console

AISPL にサインアップしてアカウントを作成するには

最小限必要なアクセス権限

以下のステップを実行するには、少なくとも次の IAM アクセス許可が必要です。

• この操作は、AWS アカウントの場合、この操作は必要ありませんAWSアクセス許可。

1. を開くAWS Management Console[] を選択してから、コンソールにサインインする。
2. リポジトリの []サインイン[] ページで、使用するメールアドレスを入力します。
3. メールアドレスの下で [I am a new user] を選択して、[Sign in using our secure server] を選択し

ます。
4. 各ログイン認証情報フィールドに情報を入力し、[] を選択します。アカウントの作成。
5. 各連絡先情報フィールドに情報を入力します。
6. カスタマーアグリーメントの内容を読み、諸条件のチェックボックスをオンにして、[Create 

Account and Continue] を選択します。
7. [Payment Information] ページで、使用する支払い方法を入力します。
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8. []PAN 情報で、なしPermanent Account Number (PAN) がないか、後で追加する場合 PAN があ
り、今すぐ追加する場合は、はいであり、パンフィールドに PAN を入力します。

9. [Verify Card and Continue] を選択します。検証プロセスの一部として CVV を指定する必要があ
ります。確認プロセスの一環として、AISPL からカードに 2 インドルピー (INR) が請求されま
す。2 INR は、確認完了後に AISPL より返金されます。

10. を使用する場合電話番号を入力します。[] に、電話番号を入力します。内線番号がある場合
は、内線で、電話の内線番号を入力します。

11. [Call Me Now] を選択します。しばらくすると、4 桁の PIN が画面に表示されます。
12. AISPL からの自動呼び出しに応答します。電話のキーパッドで、画面に表示された 4 桁の PIN を

入力します。
13. 自動呼び出しで連絡先の番号が確認されたら、[Continue to Select Your Support Plan] を選択しま

す。
14. [Support Plan] ページで、サポートプランを選択し、[Continue] を選択します。支払い方法が確認

され、アカウントがアクティブになると、アカウントのアクティブ化を確認する E メールが送信
されます。

AWS CLI & SDKs

このタスクは、AWS CLIまたは、いずれかの API オペレーションによってAWSSDK。このタスクは、
[] を使用してのみ実行できます。AWS Management Console。

AISPL アカウントを管理する
以下のタスクを除き、アカウントを管理する手順は、インド国外で作成されたアカウントと同じです。
「AWS アカウント の管理 (p. 6)」を参照してください。

を使用するAWS Management Consoleをクリックして、以下のタスクを実行します。

• Permanent Account Number (PAN) を追加または編集する
• 複数の Permanent Account Number (PAN) を編集する
• 複数の Goods and Service Tax 番号 (GST) を編集する
• 税金請求書を表示する
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サインイン

AWS アカウントのルートユーザーの
使用

Important

AWS アカウント のユーザー認証情報を持っていればだれでも、請求情報を含むアカウントのす
べてのリソースに無制限にアクセスできます。

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

日常業務に root ユーザーを使わないようにするには、で管理者を設定する方法をご覧くださいAWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)。

ルートユーザーのアクセスキー (アクセスキー ID およびシークレットアクセスキー) は、ルートユーザパ
スワードの変更、作成、ローテーション、無効化、または削除できます。

[Security Credentials] (セキュリティ認証情報) ページにアクセスすれば、メールアドレスとパスワードを
変更できます。AWS サインインページで [Forgot password]? (パスワードを忘れた場合) を選択して、パス
ワードをリセットすることもできます。

このセクションのトピック
• としてサインインAWS アカウントのルートユーザー (p. 40)
• AWS アカウント ルートユーザーで MFA を有効化する (p. 41)
• ルートユーザーのパスワードの変更 (p. 42)
• のアクセスキーの作成および削除AWS アカウントのルートユーザー (p. 43)
• AWS アカウントのルートユーザー認証情報と IAM ユーザーの認証情報 (p. 45)
• ルートユーザー認証情報が必要なタスク (p. 46)

としてサインインAWS アカウントのルートユー
ザー

ルートユーザーが必要とするタスクを実行する場合は (p. 46)、にサインインすることをお勧めしま
す。AWS アカウントAWS アカウントのルートユーザー

ルートユーザーとしてコンソールにサインインします
• [Root user] (ルートユーザー) を選択して AWS アカウント の E メールアドレスを入力し、アカウント

所有者として IAM コンソールにサインインします。次のページでパスワードを入力します。
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ユーザーとしてサインインします。

Note

ルートユーザーでは、「IAM ユーザーとしてサインイン」ページにサインインすることはで
きません。[IAM ユーザーのサインイン] ページが表示された場合、ページ下部付近で [ルート
ユーザーの電子メールを使用してサインインする] を選択します。ルートユーザーを使用して
サインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの「ルートユーザーとし
て AWS Management Console へサインインする」を参照してください。

アカウントのルートユーザーに対して多要素認証 (MFA) が有効になっている場合、デバイスからのワ
ンタイムパスワードの入力を求められます。

AWS CLIおよび SDK にルートユーザーとしてサイン
インします。

Warning

ルートユーザーのアクセスキーペアを作成しないことを強くお勧めします。ルートユーザーが
必要とするタスクはごくわずか (p. 46)であり、通常はこれらのタスクを頻繁に実行するの
で、AWS Management Consoleにサインインしてルートユーザーのタスクを実行することをお勧
めします。

AWS CLIまたは、アカウントのルートユーザーとして SDK から API 操作を実行する場合は、アクセスkey 
pair が必要です。その後、AWS CLI を使用するか、または SDK プロファイル (Python や boto3 など) を使
用して、リクエストを認証できます。

ルートユーザーのアクセスキーを作成するには、「のアクセスキーの作成および削除AWS アカウントの
ルートユーザー (p. 43)」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザーで MFA を有効化
する

ルートユーザーの認証情報を引き続き使用する場合、セキュリティ上のベストプラクティスに従って AWS 
アカウント 用の多要素認証 (MFA) をアクティブにすることをお勧めします。ルートユーザーはアカウント
内で機密性の高い操作を実行できるまで、さらに認証レイヤーを追加することで、アカウントのセキュリ
ティを強化できます。MFA には複数のタイプがあります。

AWS 環境での MFA の詳細については、IAM ユーザーガイドの「多要素認証」および以下のトピックを参
照してください、

• 仮想 MFA デバイスまたはハードウェア MFA デバイスを再同期するには
• デバイスを無効にするには
• MFA デバイスの紛失および故障時の対応

AWS Identity and Access Management (IAM) コンソールを使用して MFA デバイスをアクティブ化する
には。アクティブ化する MFA デバイスのタイプに基づいて、IAM ユーザーガイドで以下のいずれかのト
ピックを選択します:

• の仮想 MFA デバイスを有効にするAWS アカウントのルートユーザー
• の U2F セキュリティキーを有効にするAWS アカウントのルートユーザー
• のハードウェア MFA デバイスを有効にするAWS アカウントのルートユーザー

41

https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/introduction-to-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20root-user-sign-in-tutorial.html
https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/introduction-to-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20root-user-sign-in-tutorial.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-configure.html
https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/guide/credentials.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_sync.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_disable.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_lost-or-broken.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_virtual.html#enable-virt-mfa-for-root
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_u2f.html#enable-u2f-mfa-for-root
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_physical.html#enable-hw-mfa-for-root


AWS アカウント管理 リファレンスガイド
パスワードの変更

ルートユーザーのパスワードの変更
ルートユーザーのパスワードを変更するには、IAM ユーザーではなくAWS アカウントのルートユーザー、
でサインインする必要があります。忘れてしまったルートユーザーのパスワードをリセットする方法
は、IAM ユーザーガイドの「紛失したり忘れたりしたパスワードまたは AWS のアクセスキーのリセッ
ト」を参照してください。

パスワードを保護するには、次のベストプラクティスに従う必要があります。

• パスワードを定期的に変更します。
• パスワードを知っているユーザーがアカウントにアクセスできるので、パスワードはプライベートに保

ちます。
• AWS では、他のサイトで使用しているものとは異なるパスワードを使用します。
• 安易に想像できるパスワードは使用しないでください。例え

ば、secret、password、amazon、123456 などのパスワードです。また、辞書に載っている単語や
氏名、メールアドレスまたはその他の簡単に入手できる個人情報なども含みます。

AWS Management Console

ルートユーザーのパスワードを変更するには

最小アクセス許可

以下の手順を実行するには、少なくとも次の IAM アクセス許可が必要です。

• 追加の AWS アカウント (IAM) アクセス許可を必要としない AWS Identity and Access 
Management ルートユーザーとしてサインインする必要があります。IAM ユーザーまたは
ロールとしてこれらの手順を実行することはできません。

1. AWS アカウントアカウントのメールアドレスとパスワードを使用し、AWS Management 
ConsoleユーザーとしてにサインインしてくださいAWS アカウントのルートユーザー。

2. コンソールの右上隅のアカウント名またはアカウント番号を選択してから [Account] (アカウント) 
を選択します。

3. ページの右側で、[Account Settings] (アカウント設定) セクションにある [Edit] (編集) を選択しま
す。

4. [Password] (パスワード) 行にある [Edit] (編集) を選択して、パスワードを変更します。
5. 強力なパスワードを選択します。IAM ユーザー用のアカウントパスワードポリシーを設定するこ

とはできますが、このポリシーはルートユーザーには適用されません。

AWS ではパスワードが以下の条件を満たす必要があります：

• 8～128 文字で構成されていること。
• 英字の大文字と小文字、数字、および ! @ # $ % ^ & * () <> [] {} | _+-= の記号を含める必要があ

ります。
• AWS アカウント アカウント名またはメールアドレスと同じでないこと。

Note

AWS ではサインインプロセスの改善を進めています。これらの改善の 1 つは、より安
全なパスワードポリシーをアカウントに強制することです。AWS アカウントをアップ
グレードした場合は、上記のパスワードポリシーを満たすことを要求されます。AWS が
依然アカウントをアップグレードしていない場合、AWS はこのポリシーをまだ施行して
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いません。ただし、より安全なパスワードのガイドラインに従うことを強くお勧めしま
す。

AWS CLI & SDKs

このタスクは、AWS CLI、または AWS SDK からの API 操作によってサポートされていません。この
タスクは、AWS Management Console を使用してのみ実行できます。

のアクセスキーの作成および削除AWS アカウント
のルートユーザー

お勧めしません (p. 53)が、AWS Command Line Interface (AWS CLI) または、AWSSDK のいずれかの 
API 操作を使用してコマンドを実行できるように、ルートユーザーのアクセスキーを作成できます。

ルートユーザーのアクセスキーの作成
AWS Management Console や AWS プログラミングツールを使用してルートユーザーのアクセスキーを作
成できます。

AWS Management Console

のアクセスキーを作成するにはAWS アカウントのルートユーザー

最小アクセス許可

以下の手順を実行するには、少なくとも次の IAM アクセス許可が必要です。

• 追加の AWS アカウント (IAM) アクセス許可を必要としない AWS Identity and Access 
Management ルートユーザーとしてサインインする必要があります。IAM ユーザーまたは
ロールとしてこれらの手順を実行することはできません。

1. AWS アカウントアカウントのメールアドレスとパスワードを使用し、AWS Management 
ConsoleユーザーとしてにサインインしてくださいAWS アカウントのルートユーザー。

2. ナビゲーションバーでアカウント名を選択してから、セキュリティ認証情報を選択します。
3. AWS アカウント のセキュリティ認証情報へのアクセスに関する警告が表示された場

合、[Continue to Security Credentials] (セキュリティ認証情報に進む) を選択します。
4. [アクセスキー (アクセスキー ID とシークレットアクセスキー)] セクションを展開します。
5. [新しいアクセスキーの作成] を選択します。このオプションを使用できない場合は、既に最大数

のアクセスキーがあります。新しいキーを作成する前に、既存のアクセスキーのいずれかを削除
する必要があります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM オブジェクトクォータ」を
参照してください。

シークレットアクセスキーを表示またはダウンロードできるのは今回のみであることを示す警告
画面が表示されます。後で取得することはできません。

• [アクセスキーを表示] を選択した場合は、ブラウザのウィンドウからアクセスキー ID とシーク
レットキーをコピーし、どこか別の場所に貼り付けることができます。

• [キーファイルのダウンロード] を選択した場合は、アクセスキー ID とシークレットキーが含ま
れる rootkey.csv という名前のファイルを受け取ります。そのファイルをどこか安全な場所
に保管します。

6. アクセスキーが不要になったら、そのキーを削除する (p. 44)か、少なくとも [Make Inactive]
(無効化) を選択してマークを付け、悪用されないようにすることをお勧めします。
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AWS CLI & SDKs

ルートユーザーのアクセスキーを作成するには

Note

ルートユーザーとして次のコマンドまたは API 操作を実行するには、アクティブなアクセス
キーペアが 1 つ必要です。アクセスキーがない場合は、AWS Management Console を使用し
て最初のアクセスキーを作成します。次いで、AWS CLI でその 1 つ目のアクセスキーから得
た認証情報を使用して、2 つ目のアクセスキーを作成するか、アクセスキーを削除します。

• AWS CLI: 目的はこうでした create-access-key

Example

$ aws iam create-access-key
{ 
    "AccessKey": { 
        "UserName": "MyUserName", 
        "AccessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "Status": "Active", 
        "SecretAccessKey": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY", 
        "CreateDate": "2021-04-08T19:30:16+00:00" 
    }
}

• AWSAPI: CreateAccessKey

ルートユーザーのアクセスキーの削除
AWS Management Console を使用して、ルートユーザーのアクセスキーを削除できます。AWS CLI また
は AWS API を使用して、ルートユーザアクセスキーを削除することはできません。

AWS Management Console

ルートユーザーのアクセスキーを削除するには

最小アクセス許可

以下の手順を実行するには、少なくとも次の IAM アクセス許可が必要です。

• 追加の AWS アカウント (IAM) アクセス許可を必要としない AWS Identity and Access 
Management ルートユーザーとしてサインインする必要があります。IAM ユーザーまたは
ロールとしてこれらの手順を実行することはできません。

1. AWS アカウントアカウントのメールアドレスとパスワードを使用し、AWS Management 
ConsoleユーザーとしてにサインインしてくださいAWS アカウントのルートユーザー。

2. ナビゲーションバーでアカウント名を選択してから、セキュリティ認証情報を選択します。
3. AWS アカウント のセキュリティ認証情報へのアクセスに関する警告が表示された場

合、[Continue to Security Credentials] (セキュリティ認証情報に進む) を選択します。
4. [アクセスキー (アクセスキー ID とシークレットアクセスキー)] セクションを展開します。
5. 削除するアクセスキーを見つけたら、[Actions (アクション)] 列で [Delete (削除)] を選択します。

Note

アクセスキーを削除する代わりに、非アクティブとしてマークできます。これにより、
キー ID またはシークレットキーを変更することなく、後でそのキーの使用を再開できま
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す。非アクティブになっているアクセスキーを AWS API へのリクエストで使用しようと
しても、その試みはすべて失敗して、アクセス拒否の状態になります。

AWS CLI & SDKs

ルートユーザーのアクセスキーを削除するには

最小アクセス許可

以下の手順を実行するには、少なくとも次の IAM アクセス許可が必要です。

• 追加の AWS アカウント (IAM) アクセス許可を必要としない AWS Identity and Access 
Management ルートユーザーとしてサインインする必要があります。IAM ユーザーまたは
ロールとしてこれらの手順を実行することはできません。

• AWS CLI: 目的はこうでした delete-access-key

Example

$ aws iam delete-access-key \ 
    --access-key-id AKIAIOSFODNN7EXAMPLE

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。
• AWSAPI: DeleteAccessKey

AWS アカウントのルートユーザー認証情報と IAM 
ユーザーの認証情報

ルートユーザーは、アカウント所有者であり、AWS アカウントが作成されるときに作成されます。IAM 
ユーザーやAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) ユーザーな
ど、その他のタイプのユーザーは、ルートユーザーまたはアカウントの管理者によって作成されます。す
べての AWS ユーザーはセキュリティ認証情報を持っています。

ルートユーザーの認証情報

アカウント所有者の認証情報によって、アカウント内のすべてのリソースへのフルアクセスが許可されま
す。IAM ポリシーを使用して、リソースへのルートユーザーアクセスを明示的に拒否することはできませ
ん。AWS Organizations サービスコントロールポリシー (SCP) を使用できるのは、メンバーアカウントの
ルートユーザーの許可を制限する場合のみです。このため、AWS日常的なタスクに使用する管理者ユー
ザーを作成して IAM Identity Center に作成することをお勧めします。その後、ルートユーザーの認証情
報を保護し、それらを使用して少数のアカウントおよびルートユーザーとしてサインインするよう求める
サービス管理タスクのみを実行します。これらのタスクのリストについては、「ルートユーザー認証情報
が必要なタスク (p. 46)」を参照してください。IAM Identity Center で日常的に使用できるように管理者
を設定する方法については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)ユーザーガイド
の「はじめに」を参照してください。

IAM 認証情報

IAM ユーザーはAWSで作成するエンティティであり、とやり取りするために IAMAWS ユーザーを使用
する人物またはサービスを表します。これらのユーザーは、AWS アカウント特定のカスタム権限を持つ
社内の ID です。たとえば、IAM ユーザーを作成し、IAM Identity Center にディレクトリを作成する権限
を付与できます。IAM ユーザーには長期間の認証情報があり、AWSこれを使用してアクセスしたりAWS 
Management Console、AWS CLIまたはAWS API を使用してプログラムでアクセスしたりできます。IAM 
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ユーザーが step-by-step にサインインする方法についてはAWS Management Console、サインインユー
ザーガイドの「IAMAWS ユーザーとしてのサインイン」を参照してください。

一般的に、IAM ユーザーは、ユーザー名とパスワードなどの長期的な認証情報を持つため、作成しないこ
とをお勧めします。代わりに、人間のユーザーがにアクセスする際は、一時的な認証情報の使用が必要で
すAWS。一時的な認証情報を提供する IAMAWS アカウント ロールを引き受けることで、人間のユーザー
の ID プロバイダーを使用したへのフェデレーションアクセスが可能になります。一元的なアクセス管理
を行うには、IAM Identity Center を使用して、ご自分のアカウントへのアクセスと、それらのアカウント
内でのアクセス許可を管理することをお勧めします。ユーザー ID を、IAM Identity Center を使用して管
理することも、外部 ID プロバイダーから、IAM Identity Center 内のユーザー ID に付与するアクセス許可
を管理することもできます。詳細については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On) ユーザーガイドの AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) とはを参照してくだ
さい。

ロールの詳細については、IAM ユーザーガイド の「ロールに関する用語と概念」を参照してください。

ルートユーザー認証情報が必要なタスク
Important

次のAWS Identity and Access Management (IAM) アクションは、2023 年 7aws-
portal:ModifyAccount 月に標準サポートが終了しますaws-portal:ViewAccount。AWS 
Billingこれらのアクションをきめ細かいアクションに置き換えて、AWSAWSコスト管理コンソー
ルおよびアカウントコンソールにアクセスできるようにする方法についてはAWS Billing、「きめ
細かいアクションを使用する」を参照してください。
2023 年 3 月 6 日より前にまたはAWSAWS Organizations管理アカウントを作成した場合、2023 
年 7 月から利用可能になります。詳細なアクションを追加することをおすすめしますが、aws-
portal または purchase-orders プレフィックスを付けた既存のアクセス許可は削除しないで
ください。
2023 年 3 月 6 日以降にまたはAWSAWS Organizations管理アカウントを作成したか、管理アカ
ウントを作成したか、2023 年 3 月 6 日以降に作成された管理アカウントを作成したか、管理ア
カウントを作成したか、管理アカウントを作成したか、管理アカウントを作成したか、2023 年 3

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)に管理者ユーザーを設定して、AWS日常的
なタスクを実行したりリソースにアクセスしたりすることをお勧めします。ただし、アカウントのルート
ユーザーとしてサインインする場合にのみ、以下に示すタスクを実行できます。

タスク

• アカウントの設定を変更します。これには、アカウント名、E メールアドレス、ルートユーザーパス
ワード、およびルートユーザーアクセスキーが含まれます。連絡先情報、支払い通貨設定、AWS リー
ジョンなどの他のアカウント設定では、ルートユーザー認証情報は不要です。

• IAM ユーザーアクセス許可を更新します。唯一の IAM 管理者が自身のアクセス許可を誤って取り消した
場合は、ルートユーザーとしてサインインしてポリシーを編集し、アクセス許可を復元できます。

• 請求情報とコスト管理コンソールへの IAM アクセスをアクティブにする
• 特定の税金請求書を表示します。aws-portal:ViewBilling 許可を持つ IAM ユーザーは、AWS欧州か

ら VAT 請求書を表示およびダウンロードすることができますが、AWS Inc または Amazon Internet 
Services Limited (AISPL) からは不可能です。

• AWS アカウント を閉じます。
• リザーブドインスタンスマーケットプレイスに出品者として登録します。
• MFA (多要素認証)に対応するように Amazon S3 バケットを設定します。
• 無効な仮想プライベートクラウド (VPC) ID または VPC エンドポイント ID が含まれている Amazon 

Simple Storage Service (Amazon S3) バケットポリシーを編集または削除します。
• AWS GovCloud (US) にサインアップします。
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ルートユーザーが必要なタスク

• AWS GovCloud (US)AWS Supportアカウントのルートユーザーアクセスキーをにリクエストしてくださ
い。
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を使用するAWS組織内のアカウント
管理

AWS OrganizationsはAWSの管理に使用できるサービスAWS アカウントグループとして。これにより、一
括請求（コンソリデーティッドビリング）などの機能が提供され、アカウントのすべての請求書がグルー
プ化され、単一の支払者によって処理されます。ポリシーベースのコントロールを使用して、組織のセ
キュリティを一元的に管理することもできます。

AWS Organizations の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドを参照してください。

AWSアカウント管理は、その機能を拡張して、添付されたメタデータの管理も含まれます。AWS アカウ
ント代替連絡先情報など。

使用する場合AWS Organizationsアカウントをグループとして管理するには、組織のほとんどの管理
タスクは、組織の管理アカウント。デフォルトでは、これには、組織自体の管理に関連する操作のみ
が含まれます。この追加機能を他の機能に拡張できます。AWS有効化によるサービス信頼されたアク
セスOrganizations とそのサービスの間。信頼されたアクセスは、指定されたアクセス許可を付与しま
す。AWS組織および組織に含まれるアカウントに関する情報にアクセスするためのサービス。アカウント
管理の信頼されたアクセスを有効にすると、アカウント管理サービスは、Organizations およびその管理ア
カウントに、組織のすべてのメンバーアカウントのメタデータにアクセスするためのアクセス許可を付与
します。

信頼されたアクセスを有効にした後は、メンバーアカウントの 1 つを委任された管理者のアカウントAWS
アカウント管理。これにより、委任された管理者アカウントは、組織内のメンバーアカウントに対して、
以前は管理アカウントしか実行できなかったのと同じアカウント管理メタデータ管理タスクを実行できま
す。委任された管理者アカウントは、アカウント管理サービスの管理タスクにのみアクセスできます。委
任された管理者アカウントには、その管理アカウントが所有する組織へのすべての管理アクセス権があり
ません。

信頼されたアクセスと委任された管理者を有効にすると、accountIDそれらのパラメーターアカウント
管理 API オペレーション (p. 85)それはそれを支える。このパラメーターは、信頼されたアクセスを有
効にした場合は管理アカウントから認証情報を使用して操作を呼び出した場合、または有効にした場合は 
Account Management が委任された管理者アカウントから操作を呼び出す場合にのみ使用できます。

あなたがAWS アカウントが管理する組織の一部であるかAWS Organizationsとすると、組織の管理者が申
請できるサービスコントロールポリシー (SCP)これにより、メンバーアカウントのプリンシパルが何をで
きるかが制限されます。SCP はアクセス許可を付与しません。代わりに、メンバーアカウントで使用で
きるアクセス許可を制限するフィルターです。ユーザーまたはロール (プリンシパル) のメンバーアカウン
トでは、アカウントに適用される SCP とプリンシパルにアタッチされた IAM アクセス権限ポリシーの交
差にある操作のみを実行できます。たとえば、SCP を使用して、アカウントのプリンシパルが自分のア
カウントの代替連絡先を変更できないようにすることができます。たとえば、に適用される SCP などで
す。AWS アカウント「」を参照してください。AWS Organizations サービスコントロールポリシーによる
アクセスの制限 (p. 50)。

トピック
• の信頼されたアクセスの有効化AWSアカウント管理 (p. 49)
• に対する委任管理者アカウントの有効化AWSアカウント管理 (p. 49)
• AWS Organizations サービスコントロールポリシーによるアクセスの制限 (p. 50)
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の信頼されたアクセスの有効化AWSアカウント管
理

組織内の管理アカウントがAWS組織内の他のメンバーアカウントのアカウント管理 API オペレーションで
は、次の手順を使用します。

最小限必要なアクセス権限

これらのタスクを実行するには、以下の要件を満たしている必要があります。

• この操作は、組織の管理アカウントからのみ実行できます。
• 組織で、すべての機能が有効になっている必要があります。

AWS Management Console

で信頼されたアクセスを有効にするにはAWS OrganizationsにとってAWSアカウント管理

1. AWS Organizations コンソールにサインインします。組織の管理アカウントで、IAM ユーザーと
してサインインするか、IAM ロールを引き受けるか、ルートユーザーとしてサインインする (推
奨されません) 必要があります。

2. 選択サービスナビゲーションペインで、[] を選択します。
3. 選択AWSアカウント管理サービスのリストに記載されています。
4. [Enable trusted access (信頼されたアクセスを有効にする)] を選択します。

AWS CLI & SDKs

で信頼されたアクセスを有効にするにはAWS OrganizationsにとってAWSアカウント管理

次のコマンドを使用して、組織内のAccount Management で信頼されたアクセスを有効にすることが
できます。

• AWS CLI: enable-aws-service-access

次の例では、のトラステッドアクセスを有効にします。AWS発信側アカウントの組織内のアカウン
ト管理。

$ aws organizations enable-aws-service-access \ 
    --service-principal account.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。

このコマンドを実行した後、組織の管理アカウントの認証情報を使用して、--accountIdパラメー
タを使用して、組織内のメンバーアカウントを参照します。

に対する委任管理者アカウントの有効化AWSアカ
ウント管理

委任された管理者アカウントは、AWS組織内の他のメンバーアカウントのアカウント管理 API オペレー
ション。組織内のメンバーアカウントを委任管理者アカウントとして指定するには、以下の手順に従いま
す。
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最小限必要なアクセス権限

これらのタスクを実行するには、以下の要件を満たす必要があります。

• この処理は、組織の管理アカウントからのみ実行できます。
• 組織で、すべての機能が有効になっている必要があります。
• 必要なもの組織内のアカウント管理で信頼されたアクセスを有効にする (p. 49)。

組織の委任管理者アカウントを指定した後、そのアカウントのユーザおよびロールはAWS CLIそしてAWS
の SDK オペレーションaccountオプションをサポートすることで、Organizations モードで動作できる名
前空間AccountIdパラメータ。

AWS Management Console

このタスクは、AWSアカウントマネジメントコンソール。このタスクは、AWS CLIまたは、いずれか
の API オペレーションAWSSDK。

AWS CLI & SDKs

アカウント管理サービスに委任された管理者アカウントを登録するには

次のコマンドを使用して、アカウントマネジメントサービスの委任管理者を有効にすることができま
す。

以下のサービスプリンシパルを指定する必要があります。

account.amazonaws.com

• AWS CLI:委任された管理者の登録

次の例では、組織のメンバーアカウントをアカウント管理サービスの委任管理者として登録しま
す。

$ aws organizations register-delegated-administrator \ 
    --account-id 123456789012 \ 
    --service-principal account.amazonaws.com

このコマンドが成功した場合、出力は生成されません。

このコマンドを実行した後、アカウント 123456789012 の認証情報を使用して、アカウント管理を
呼び出すことができます。AWS CLIおよびを使用する SDK API オペレーション--account-id組
織内のメンバーアカウントを参照するためのパラメータです。

AWS Organizations サービスコントロールポリシー
によるアクセスの制限

このトピックでは、サービスコントロールポリシー (SCP) を使用して、組織のアカウントのユーザーや
ロールで実行できる操作を制限する方法を説明します。サービスコントロールポリシーの詳細について
は、 AWS Organizations ユーザーガイドの以下のトピックを参照してください。

• SCP の作成
• OU およびアカウントに SCP をアタッチする
• SCP についての戦略
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• SCP ポリシー構文

Example 例 1: アカウントが自分の代替連絡先を変更できないようにする

次の例は、スタンドアロンアカウントモード (p. 13)で PutAlternateContact と
DeleteAlternateContact の操作がどのメンバーアカウントからも呼び出されないようにするもので
す。これにより、影響を受けるアカウントのプリンシパルが自分の代替連絡先を変更できなくなります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Statement1", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "account:PutAlternateContact", 
                "account:DeleteAlternateContact" 
            ], 
            "Resource": [ "arn:aws:account::*:account" ] 
        } 
    ]
}

Example 例 2: 組織内の他のメンバーアカウントの代替連絡先をメンバーアカウントに変更できな
いようにする

次の例では、Resource 要素を「*」として一般化しており、これは要素がスタンドアロンモー
ド (p. 13)と組織モードのリクエストの両方に適用されることを意味します。つまり、アカウント管理につ
いてと委任管理者アカウントでも、SCP が適用されると組織内の任意のアカウントの代替連絡先を変更で
きなくなります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Statement1", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "account:PutAlternateContact", 
                "account:DeleteAlternateContact" 
            ], 
            "Resource": [ "*" ] 
        } 
    ]
}

Example 例 3: OU のメンバーアカウントが独自の代替連絡先を変更できないようにする

次の SCP の例には、アカウントの組織パスと 2 つの OU のリストを比較する条件が含まれています。こ
れにより、指定された OU 内の任意のアカウントのプリンシパルが独自の代替連絡先を変更できないよう
にブロックされます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Statement1", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "account:PutAlternateContact", 
            "Resource": [ 
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                "arn:aws:account::*:account" 
            ], 
            "Condition": { 
                "ForAnyValue:StringLike": { 
                    "account:AccountResourceOrgPath": [ 
                        "o-aa111bb222/r-a1b2/ou-a1b2-f6g7h111/",  
                        "o-aa111bb222/r-a1b2/ou-a1b2-f6g7h222/" 
                    ] 
                } 
            } 
    ]
}
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ルートユーザー

AWS アカウント のベストプラク
ティス

このセクションでは、以下に従うことを推奨するベストプラクティスを説明します。AWS アカウント。そ
れらは以下のカテゴリに分類されます。

トピック
• アカウントのルートユーザーを保護するためのベストプラクティス (p. 53)
• AWS アクセスキーを管理するためのベストプラクティス (p. 54)

アカウントのルートユーザーを保護するためのベス
トプラクティス

以下は、AWS アカウント のルートユーザーに関係して推奨されるベストプラクティスです。

ルートユーザーで実行するタスクを制限する
クレジットカード番号や他の機密情報を保護するのと同じように、ご自身のルートユーザー認証情報を保
護してください。ルートユーザー認証情報を保護するには、いくつかの方法があります。

• AWSAWS アカウントルートユーザーの多要素認証を有効にします。詳細については、IAM ユーザーガ
イドの「AWS での多要素認証 (MFA) の使用」を参照してください。

• ご自身の AWS アカウント のルートユーザーパスワードやアクセスキーを決して他者に開示しないでく
ださい。

• AWS Management Console へのアクセスを保護するために、強度の高いパスワードを設定しま
す。AWS アカウント ルートユーザーパスワードの管理については、「ルートユーザーのパスワードの
変更 (p. 42)」を参照してください。

ルートユーザーの使用は、以下のタスクのみに限定することを強くお勧めします。

• 日常業務用の管理者ユーザーをAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM 
Identity Center) に作成します。この方法の詳細については、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On)ユーザーガイドの「はじめに」を参照してください。

• ルートユーザーで実行できるタスクのみを実行します。これらのタスクの詳細な一覧については、
「ルートユーザー認証情報が必要なタスク (p. 46)」を参照してください。

ルートユーザーのアクセスキーは作成しないでくださ
い。
お客様はアクセスキー (アクセスキー ID およびシークレットアクセスキー) を使用し、AWS に対してプロ
グラムによるリクエストをすることができます。ただし、AWS アカウントルートユーザーアクセスキー
を作成しないことを強くお勧めします。AWS アカウント ルートユーザーのアクセスキーにより、請求情
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報を含む、すべての AWS サービスのお客様のリソースすべてにフルアクセスできます。AWS アカウント 
のルートユーザーアクセスキーに関連付けられたアクセス許可を制限することはできません。

• ご自身の AWS アカウント ルートユーザーのアクセスキーをまだお持ちでない場合、本当に必要な場
合を除き、作成しないでください。代わりに、root AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On)ユーザーを使用して日常的な管理タスクを行う管理者ユーザーを作成してください。

• ルートユーザー用のアクセスキー既にお持ちの場合は、削除してください。
• 使用可能にしておく必要がある場合、アクセスキーを定期的にローテーション (変更) してください。

ルートユーザーのアクセスキーを削除またはローテーションするには、AWS Management Console で
ルートユーザーとして[My Security Credentials] (セキュリティ認証情報) ページにサインインします。ご
自身のアクセスキーは [Access keys] セクションで管理できます。アクセスキーローテーションの詳細
については、IAM ユーザーガイドの「アクセスキーのローテーション」を参照してください。

AWS アクセスキーを管理するためのベストプラク
ティス

プログラム的に AWS を使用する場合は、AWS アクセスキーを提供して、AWS がプログラム的
な呼び出しでアイデンティティを検証できるようにします。アクセスキーは、アクセスキー ID 
(例: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー (例: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY) で構成されます。

アクセスキーを持っているユーザーなら誰でも、AWS リソースに対して同じレベルのアクセス権を持ちま
す。したがって、AWS でのアクセスキーの保護は非常に困難で、しかも責任共有モデルに沿って行う必要
があります。

以下のステップは、アクセスキーを保護するのに役立ちます。背景情報については、「のアクセスキーの
作成および削除AWS アカウントのルートユーザー (p. 43)」を参照してください。

Note

組織によっては、セキュリティ要件とポリシーがこのトピックに記載されているものとは異なる
可能性があります。ここで示すのは、一般的なガイドラインとしての提案です。

アカウントアクセスキーを削除する (または生成しな
い)
AWS コマンドラインツール、AWS SDK、または API の直接呼び出しを使用して作成するリクエストに署
名するには、アクセスキーを使用する必要があります。AWS アカウントのルートユーザーお客様のアクセ
スキーを持っているユーザーなら誰でも請求情報を含むアカウントのすべてのリソースに無制限にアクセ
スできます。アクセス許可を制限することはできませんAWS アカウントのルートユーザー。

アカウントを保護する最善の方法の 1 つは、AWS アカウントのルートユーザーのアクセスキーを持たな
いことです。 ルートユーザーのアクセスキーを持つ必要がある場合 (まれに) を除いて、キーを生成しない
ことをお勧めします。代わりに、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)で管理ユー
ザーを作成して、日常の管理タスクを実行してください。

アカウントのアクセスキーが既にある場合は、そのキーを現在使用しているアプリケーション (ある場合) 
の場所を見つけ、ルートユーザーアクセスキーを IAM ユーザーアクセスキーに置き換えることをお勧めし
ます。次いで、ルートユーザーアクセスキーを無効にして削除します。アクセスキーを別のアクセスキー
に置き換える方法については、AWSセキュリティブログの「How to Rotate Access Keys for IAM Users」
(IAM ユーザーのアクセスキーの更新方法) を参照してください。

デフォルトでは、AWS は新規アカウント用のアクセスキーを生成しません。
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キュリティ認証情報 (IAM ロール) を使用する

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)(IAM Identity Center) で管理者ユーザーを
作成する方法については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)ユーザーガイド
の「はじめに」を参照してください。

長期アクセスキーの代わりに一時的なセキュリティ認
証情報 (IAM ロール) を使用する
多くの場合、期限のない長期のアクセスキー (IAM ユーザーのアクセスキーなど) は必要ありません。その
代わり、IAM ロールを作成し、一時的なセキュリティ認証情報を生成できます。一時的なセキュリティ認
証情報は、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーで構成されていますが、認証情報がいつ無効にな
るかを示すセキュリティトークンも含んでいます。

長期アクセスキー、例えば IAM ユーザーや AWS アカウントのルートユーザーに関連付けられているキー
は、手動で取り消すまで有効なままです。ただし、IAM ロールや AWS Security Token Service の他の機能
を使用して取得した一時的なセキュリティ認証情報は、短期間で期限が切れます。認証情報が誤って開示
された場合のリスクに備えて、一時的なセキュリティ認証情報を使用することができます。

以下のシナリオでは、IAM ロールと一時的なセキュリティ認証情報を使用します。

• Amazon EC2 インスタンスで実行されているアプリケーションまたは AWS CLI スクリプトがある場
合。アプリケーション内で直接アクセスキーを使用しないでください。アクセスキーをアプリケーショ
ンに渡したり、アプリケーションに埋め込んだり、ソースからアクセスキーを読み取ったりしないでく
ださい。代わりに、アプリケーションに適したアクセス許可を持つ IAM ロールを定義し、EC2 のロー
ルを使用して Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスを起動します。これによ
り、IAM ロールが Amazon EC2 インスタンスに関連付けられます。この方法により、アプリケーション
は AWS へのプログラムされた呼び出しに使用することもできる、一時的なセキュリティ認証情報を取
得します。AWS SDK および AWS Command Line Interface (AWS CLI)は、そのロールから一時的なセ
キュリティ認証情報を自動的に取得できます。

• クロスアカウントアクセス許可を付与する必要がある場合。IAM ロールを使用してアカウント間の信頼
を確立し、信頼できるアカウントへ制限されたアクセス許可を 1 つのアカウントのユーザーに付与しま
す。詳細については、IAM ユーザーガイドの「チュートリアル: IAM ロールを使用した AWS アカウント 
間のアクセス権の委任」を参照してください。

• モバイルアプリを持っている場合。暗号化ストレージ内であっても、アクセスキーをアプリに埋め込ま
ないでください。代わりに、Amazon Cognito を使用して、アプリでユーザー ID を管理してください。
このサービスでは、Login with Amazon、Facebook、Google、または OpenID Connect (OIDC) に対応し
ている任意の ID プロバイダを使用してユーザーを認証できます。さらに、Amazon Cognito 認証情報プ
ロバイダを使用して、AWS にリクエストを送信するためにアプリが使用する認証情報を管理できます。
詳細については、AWS モバイルブログの「Using the Amazon Cognito Credentials Provider」(Amazon 
Cognito 認証情報プロバイダーの使用) を参照してください。

• AWS に連携しようとしており、組織が SAML 2.0 をサポートしている場合。SAML 2.0 をサポートす
る ID プロバイダーを持つ組織で作業する場合は、SAML を使用するようにプロバイダーを設定しま
す。SAML を使用して、AWS と認証情報を交換し、一連の一時的なセキュリティ認証情報を取り戻すこ
とができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「SAML 2.0 ベースのフェデレーションについ
て」を参照してください。

• AWS に連携しようとしており、組織にオンプレミスのアイデンティティストアがある場合。ユーザー
が組織内で認証できる場合、AWS リソースにアクセスするための一時的なセキュリティ認証情報を発
行できるアプリケーションを記述することができます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS 
Management Console へのカスタム ID ブローカーアクセスの有効化」を参照してください。

IAM ユーザーのアクセスキーを適切に管理する
プログラムによる AWS へのアクセスを設定したい場合、IAM ユーザー用にアクセスキーを作成して、必
要なアクセス許可のみをユーザーに付与します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ユーザー
のアクセスキーの管理」を参照してください。
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Note

AWS リソースへのプログラムによるアクセスを必要とするアプリケーションで Amazon EC2 イ
ンスタンスを使用していますか? その場合には、EC2 の IAM ロール を使用します。

アクセスキーを使用するときには、以下の点に注意してください。

• アクセスキーを直接コードに埋め込まないでください。AWS SDK と AWS コマンドラインツール で
は、既知の場所にアクセスキーを置くことができるため、それらをコードで保持する必要がありませ
ん。

次のいずれかの場所にアクセスキーを置きます。
• AWS 認証情報ファイル。AWS SDK と AWS CLI では、AWS 認証情報ファイルに保存した認証情報

が自動的に使用されます。

AWS 認証情報ファイルの使用については、SDK のドキュメントを参照してください。例として
は、AWS SDK for Javaデベロッパーガイドの「AWS 認証情報とリージョンを設定する」および AWS 
Command Line Interface ユーザーガイドの「設定と認証情報ファイル」などがあります。

AWS SDK for .NET と AWS Tools for Windows PowerShell の認証情報を保存するには、SDK ストア
の使用をお勧めします。詳細については、AWS SDK for .NET デベロッパーガイドの「SDK Store の
使用」を参照してください。

• 環境変数。マルチテナントシステムでは、システム環境変数ではなくユーザー環境変数を選択しま
す。

環境変数を使用した認証情報の保存の詳細については、AWS Command Line Interface ユーザーガイ
ドの「環境変数」を参照してください。

• 異なるアプリケーションには、異なるアクセスキーを使用します。こうすることで、アクセスキーが公
開された場合に、アクセス許可を分離して、個々のアプリケーションに対するアクセスキーを無効化で
きます。アプリケーションごとに別々のアクセスキーを持つと、AWS CloudTrail ログファイルに個別の
エントリが生成されます。この設定により、特定のアクションを実行したアプリケーションを簡単に判
別できます。

• アクセスキーを定期的に更新します アクセスキーを定期的に変更します。詳細については、IAM ユー
ザーガイドの「アクセスキーのローテーション (AWS CLI、Tools for Windows PowerShell、およびAWS 
API)」と、AWSセキュリティブログの How to Rotate Access Keys for IAM Users を参照してください。

• 使用していないアクセスキーを削除します。ユーザーが退職したら、そのユーザーがリソースにアクセ
スできないようにするため、対応する IAM ユーザーを削除します。アクセスキーが最後に使用された
日時を調べるには、GetAccessKeyLastUsed API (AWS CLI コマンド: aws iam get-access-key-
last-used) を使用します。

• 最も精度の高い操作ができるよう、多要素認証を設定します。詳細については、IAM ユーザーガイドの
「AWS での多要素認証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アクセスキーを使用してモバイルアプリにアク
セスする
AWS モバイルアプリを使用して、限定された AWS サービスと機能にアクセスできます。モバイルアプリ
は、外出先でもインシデント対応をサポートするのに役立ちます。詳細およびアプリのダウンロードにつ
いては、「AWS コンソールモバイルアプリケーション」を参照してください。

コンソールのパスワードまたはアクセスキーを使用して、モバイルアプリにサインインできます。ベスト
プラクティスとして、ルートユーザーアクセスキーは使用しないでください。その代わりに、モバイルデ
バイスでパスワードまたは生体認証ロックを使用することに加えて、AWS リソースを管理する IAM ユー
ザーを作成することを強くお勧めします。モバイルデバイスを紛失した場合は、その IAM ユーザーのアク
セス権を削除します。IAM ユーザー向けの IAM アクセスキーの生成については、IAM ユーザーガイドの 
「IAM ユーザー用のアクセスキーの管理」を参照してください。
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詳細

アクセスキーを使用してサインインするには (モバイルアプリ)

1. モバイルデバイスでアプリを開きます。
2. デバイスに ID を初めて追加する場合は、[Add an identity (ID を追加)]、[Access keys (アクセスキー)] 

の順に選択します。

別の ID を使用して既にサインインしている場合は、メニューアイコンを選択し、[Switch identity (ID 
を切り替える)] を選択します。次に、[Sign in as a different identity (別の ID としてサインイン)]、[
Access keys (アクセスキー)] の順に選択します。

3. [Access keys (アクセスキー)] ページで、情報を入力します。

• Access key ID (アクセスキー ID) – アクセスキー ID を入力します。
• Secret access key (シークレットアクセスキー) – シークレットアクセスキーを入力します。
• Identity name (ID 名) – モバイルアプリに表示される ID の名前を入力します。これは、IAM ユー

ザー名と一致する必要はありません。
• Identity PIN (ID PIN) – 今後のサインイン時に使用する個人識別番号 (PIN) を作成します。

Note

AWS モバイルアプリで生体認証を有効にすると、作成した PIN ではなく、指紋認証また
は顔認識を使用して検証するように求められます。生体認証に失敗した場合は、代わりに 
PIN の入力を求められることがあります。

4. [Verify and add keys] (確認してキーを追加) を選択します。

モバイルアプリを使用して、一部のリソースにアクセスできるようになりました。

詳細
AWS アカウント 安全を確保するためのベストプラクティスの詳細については、以下のリソースを参照し
てください。

• IAM のベストプラクティス。AWS Identity and Access Management (IAM) サービスを使用して AWS リ
ソースを保護するための提案が含まれています。

• 以下のトピックでは、アクセスキーを使用するために AWS SDK および AWS CLI を設定するためのガ
イダンスを示しています。
• AWS SDK for Java デベロッパーガイドの「AWS 認証情報とリージョンの設定」。
• AWS SDK for .NET デベロッパーガイドの「SDK Store の使用」。
• AWS SDK for PHP デベロッパーガイドの「SDK への認証情報の提供」。
• Boto 3 (AWS SDK for Python) ドキュメントの「設定」。
• AWS Tools for Windows PowerShellユーザーガイドの「AWS 認証情報の使用」。
• AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「設定と認証情報ファイル」。
• AWS SDK for .NETデベロッパーガイド の「IAM ロールを使用したアクセス権の付与」。AWS SDK 

for .NET を使用して書かれたプログラムが Amazon EC2 インスタンスでの実行時に一時的なセキュリ
ティ認証情報を自動的に取得する方法について説明しています。AWS SDK for Java についても同様
の情報が利用できます。
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データ保護

セキュリティAWSアカウント管理
AWSでは、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWSのお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWSとお客様の間の共有責任です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS で AWS クラウド サービスを実行するインフラストラクチャ
を保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWSコンプライ
アンスプログラム[g11]AWSコンプライアンスプログラム[/g11][g10]AWSコンプライアンスプログラム[/
g10]の一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテストおよび検証して
います。アカウント管理に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については、を参照してくだ
さい。AWS のサービスコンプライアンスプログラムによる範囲内。

• クラウド内のセキュリティ–お客様の責任は、使用するAWSのサービスに応じて異なります。また、お
客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因につ
いても責任を担います。

このドキュメントは、を使用する際に共有責任モデルを適用する方法を理解するのに役立ちます。AWSア
カウント管理。ここでは、セキュリティとコンプライアンスの目標を満たすようにアカウント管理を設定
する方法を説明します。また、他の使用方法についても説明します。AWSアカウント管理リソースのモニ
タリングや保護に役立つのサービス。

トピックス
• AWS アカウント管理でのデータ保護 (p. 58)
• AWS PrivateLinkにとってAWSアカウント管理 (p. 59)
• AWS アカウント管理用の Identity and Access Management (p. 61)
• AWS用の 管理ポリシーAWSアカウント管理 (p. 76)
• コンプライアンス検証AWSアカウント管理 (p. 78)
• での耐障害性AWSアカウント管理 (p. 79)
• AWS Account Managementでのインフラストラクチャセキュリティ (p. 79)

AWS アカウント管理でのデータ保護
AWS 責任共有モデルは、AWS アカウント管理でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明されて
いるように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責
任を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持す
る責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスク
が含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照し
てください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任
共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。
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AWS PrivateLink

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 が必要です。TLS 1.3 をお勧めします。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィール
ドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、またはAWS SDK でアカウント管理
またはその他のAWS のサービスを使用する場合も同様です。AWS CLI名前に使用する自由記述のテキス
トフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーに 
URL を提供する場合、そのサーバーへのリクエストを検証できるように、認証情報を URL に含めないこ
とを強くお勧めします。

AWS PrivateLinkにとってAWSアカウント管理
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用してホストする場合AWSリソースの場合、AWSパブ
リックインターネットを経由することなく VPC 内からアカウント管理サービス。

Amazon VPC を使用すると、カスタム仮想化ネットワークで AWS リソースを起動できます。VPC を使用
して、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、ネットワークゲートウェイなどのネットワーク設
定を制御できます。Amazon VPC の詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドを参照してください。

Amazon VPC をアカウント管理に接続するには、まずインターフェイス VPC エンドポイントVPC を他の 
VPC に接続できますAWSのサービス。このエンドポイントを使用すると、インターネットゲートウェイや
ネットワークアドレス変換 (NAT) インスタンス、または VPN 接続を必要とせずに、信頼性の高いスケー
ラブルな方法で接続できるようになります。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドのインター
フェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) を参照してください。

エンドポイントの作成
作成できるAWSVPC 内のアカウント管理エンドポイントAWS Management Consoleとする
と、AWS Command Line Interface(AWS CLI)、とAWSSDK、AWSアカウント管理 API、またはAWS 
CloudFormation。

Amazon VPC コンソールまたは AWS CLI を使用して、エンドポイントを作成および設定する方法につい
ては、Amazon VPC ユーザーガイドのインターフェイスエンドポイントの作成を参照してください。

Note

エンドポイントを作成するとき、VPC の接続先のサービスとして Account Management を次の形
式を使用して指定します。

com.amazonaws.us-east-1.account

文字列は、示されているとおりに正確に使用する必要があります。us-east-1リージョン。グ
ローバルサービスとして、アカウント管理はそのサービスでのみホストされます。AWSリージョ
ン。
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Amazon VPC エンドポイントのポリシー

AWS CloudFormation を使用してエンドポイントを作成および設定する方法については、AWS 
CloudFormation ユーザーガイドの AWS::EC2::VPCEndpoint リソースを参照してください。

Amazon VPC エンドポイントのポリシー
Amazon VPC エンドポイントの作成時にエンドポイントポリシーをアタッチすることで、このサービス
エンドポイントで実行できるアクションを制御できます。複数のエンドポイントポリシーを添付すること
で、複雑な IAM ルールを作成できます。詳細については、以下を参照してください。

• アカウント管理用の Amazon Virtual Private Cloud エンドポイントポリシー (p. 60)
• VPC エンドポイントによるサービスのアクセスコントロールのAWS PrivateLinkGuide。

アカウント管理用の Amazon Virtual Private Cloud エ
ンドポイントポリシー
アカウント管理用の Amazon VPC エンドポイントポリシーを作成できます。このポリシーでは以下を指定
します。

• アクションを実行できるプリンシパル。
• プリンシパルが実行できるアクション。
• このアクションを実行できるリソース。

次の例は、アカウント 123456789012 の Alice という名前の 1 人の IAM ユーザーが、任意の代替連絡先情
報の取得と変更の両方を許可する Amazon VPC エンドポイントのポリシーを示しています。AWS アカウ
ント。ただし、すべてのアカウントの代替連絡先情報を削除するすべての IAM ユーザーのアクセス許可を
拒否します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "account:GetAlternateContact", 
                "account:PutAlternateContact" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws::iam:*:account, 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
              "AWS": "arn:aws::iam:123456789012:user/Alice" 
            } 
        }, 
        { 
            "Action": "account:DeleteAlternateContact", 
            "Resource": "*", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "arn:aws::iam:*:root" 
        } 
    ]
}

の一部であるアカウントへのアクセスを許可する場合AWSOrganization を組織のメンバーアカウントの 1 
つにあるプリンシパルに設定し、Resource要素は次の形式を使用する必要があります。

arn:aws:account::{ManagementAccountId}:account/o-{OrganizationId}/{AccountId}
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エンドポイントポリシーの作成の詳細については、「」を参照してください。VPC エンドポイントによる
サービスのアクセスコントロールのAWS PrivateLinkGuide。

AWS アカウント管理用の Identity and Access 
Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に請求情報とコスト管
理リソースの使用を認可する (アクセス許可を付与する) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用で
きる AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 61)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 61)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 64)
• AWSアカウント管理が IAM と機能する方法 (p. 65)
• AWS アカウント管理用 ID ベースのポリシーの例 (p. 71)
• AWSアカウント管理でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用 (p. 74)
• AWSアカウント管理 ID とアクセスのトラブルシューティング (p. 75)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、アカウント管理作業によって異なります。

サービスユーザー - コスト管理サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセス許可と認証
情報を管理者が用意します。業務に際してさらに多くのアカウント管理機能を使用しようとすると、追加
のアクセス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者に適切な許
可をリクエストするうえで役立ちます。アカウント管理機能にアクセスできない場合、「AWSアカウント
管理 ID とアクセスのトラブルシューティング (p. 75)」を参照してください。

サービス管理者 - 社内のアカウント管理リソースを担当している場合は、通常、アカウント管理へのフル
アクセスがあります。サービスのユーザーがどのアカウント管理機能やリソースにアクセスするかを決め
るのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更
する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。社内でアカウ
ント管理と IAM を併用するには、「AWSアカウント管理が IAM と機能する方法 (p. 65)」を参照してく
ださい。

IAM 管理者 – IAM 管理者である場合は、アカウント管理へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳
細について理解しておくことをお勧めします。IAM で使用できるアカウント管理 ID ベースのポリシーの例
を表示するには、「AWS アカウント管理用 ID ベースのポリシーの例 (p. 71)」を参照してください。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

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

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

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

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

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

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

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

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

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

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

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

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

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

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

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

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、サービス認可リ
ファレンスの「AWS アカウント管理用のアクション、リソース、および条件キー」を参照してくださ
い。

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

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

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

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

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
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スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、IAM ユーザーガイド の「ポリシーの評価ロジック」を参照してくださ
い。

AWSアカウント管理が IAM と機能する方法
IAM を使用してアカウント管理へのアクセスを管理する前に、アカウント管理で利用できる IAM の機能に
ついて学習します。
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で使用できる IAM の機能AWSアカウント管理

IAM 機能 アカウント管理のサポート

ID ベースのポリシー (p. 66) はい

リソースベースのポリシー (p. 66) いいえ

ポリシーアクション (p. 67) はい

ポリシーリソース (p. 68) はい

ポリシー条件キー (p. 68) はい

ACL (p. 69) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 70) はい

一時的な認証情報 (p. 70) はい

プリンシパル許可 (p. 70) はい

サービスロール (p. 71) いいえ

サービスにリンクされたロール (p. 71) いいえ

大部分の IAM 機能がアカウント管理および AWS のその他のサービスでどのように機能するかに関するお
おまかな説明については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携する AWS のサービス」を参照してくださ
い。

アカウント管理の ID ベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

アカウント管理 ID ベースのポリシーの例

アカウント管理 ID ベースのポリシーの例は、「AWS アカウント管理用 ID ベースのポリシーの
例 (p. 71)」でご確認ください。

アカウント管理内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ
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リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられま
す。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定
のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

アカウント管理用のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

アクションのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「AWS で定義されるアクション」を参
照してください。

ネットワーク管理 のポリシーアクションは、アクションの前に、プレフィックス を使用します。

account

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "account:action1", 
      "account:action2" 
         ]

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。例えば、で動作するすべ
てのアクションを指定するにはAWS アカウントの代替連絡先、次のアクションを含めます。
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"Action": "account:*AlternateContact"

アカウント管理 ID ベースのポリシーの例は、「AWS アカウント管理用 ID ベースのポリシーの
例 (p. 71)」でご確認ください。

アカウント管理のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

アカウント管理サービスでは、IAM ポリシーの Resources 要素で以下の特定のリソースタイプがサポー
トされ、ポリシーをフィルタリングすることでこれらのタイプの AWS アカウント を区別しやすなりま
す。

• account

この resource タイプは、AWS Organizations サービスによって管理される組織内のメンバーアカウン
トではないスタンドアロン AWS アカウント のみに一致します。

• accountInOrganization

この resource タイプは、AWS Organizations サービスによって管理される組織内のメンバーアカウン
トである AWS アカウント のみに一致します。

アカウント管理リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、サービス認可リファレンスの
「AWS で定義されるリソース」を参照してください。どのアクションで各リソースの ARN を指定できる
かについては、「AWS アカウント管理で定義されるアクション」を参照してください。

アカウント管理 ID ベースのポリシーの例は、「AWS アカウント管理用 ID ベースのポリシーの
例 (p. 71)」でご確認ください。

アカウント管理用のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。
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1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

アカウント管理サービスは、IAM ポリシーのきめ細かなフィルタリングを提供するために使用できる以下
の条件キーをサポートしています。

• アカウント:TargetRegion

この条件キーは、次のリストで構成される引数を取ります。AWSリージョンコード。これにより、指定
したリージョンに適用されるアクションのみに影響を与えるように、ポリシーをフィルタリングできま
す。

• アカウント:AlternateContactTypes

この条件キーは、代替連絡先タイプのリストを取ります。
• 請求
• 操作
• SECURITY

このキーを使用すると、指定された代替連絡先タイプをターゲットとするアクションのみにリクエスト
をフィルタリングできます。

• アカウント:AccountResourceOrgPaths

この条件キーは、組織内のアカウントを表すワイルドカードを持つ ARN のリストで構成される引数を
取ります。これにより、一致する ARN を持つアカウントをターゲットとするアクションのみに影響を
与えるようにポリシーをフィルタリングできます。例えば、次の ARN は、指定した組織および指定さ
れた組織単位 (OU) のアカウントのみに一致します。

arn:aws:organizations::111111111111:ou/o-aa111bb222/ou-a1b2-f6g7h111/*

• アカウント:AccountResourceOrgTags

この条件キーは、タグキーと値のリストで構成される引数を取ります。これにより、組織のメンバーで
あり、指定されたタグのキーと値でタグ付けされたアカウントのみに影響を与えるように、ポリシーを
フィルタリングできます。

アカウント管理条件キーのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「AWS アカウント管理用
の条件キー」を参照してください。どのアクションおよびリソースと条件キー組み合わせてを使用できる
かについては、「AWS アカウント管理で定義されるアクション」を参照してください。

アカウント管理 ID ベースのポリシーの例は、「AWS アカウント管理用 ID ベースのポリシーの
例 (p. 71)」でご確認ください。

Account Management のアクセス制御リスト

ACL のサポート いいえ
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アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

アカウント管理を使用した属性ベースのアクセスコントロール

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、IAM ユーザーガイドの「属性ベースのアクセ
スコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

アカウント管理での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

アカウント管理のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい
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IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行するための許可が必要です。アクションがポリシーで追加の依存アクションを必
要とするかどうかを確認するには、サービス認可リファレンスの「AWS アカウント管理用のアクション、
リソース、および条件キー」を参照してください。

アカウント管理のサービスロール

サービスロールに対するサポート いいえ

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

アカウント管理用のサービスリンクロール

サービスリンクロールのサポート いいえ

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

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービス」を参照
してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載され
たサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するに
は、[Yes] (はい) リンクを選択します。

AWS アカウント管理用 ID ベースのポリシーの例
Important

次のAWS Identity and Access Management (IAM) アクションは、2023 年 7aws-
portal:ModifyAccount 月に標準サポートが終了しますaws-portal:ViewAccount。AWS 
Billingこれらのアクションをきめ細かいアクションに置き換えて、AWSコスト管理コンソールに
アクセスできるようにする方法についてはAWS Billing、「詳細なアクションの使用」を参照して
ください。AWS
2023 年 3 月 6 日より前にまたはAWSAWS Organizations管理アカウントを作成した場合、詳細
なアクションは 2023 年 7 月から利用可能になります。詳細なアクションを追加することをおす
すめしますが、aws-portal または purchase-orders プレフィックスを付けた既存のアクセ
ス許可は削除しないでください。
2023 年 3 月 6 日以降にまたはAWSAWS Organizations管理アカウントを作成した場合、詳細な
アクションは今すぐに利用できます。

デフォルトで、ユーザーとロールにはアカウント管理リソースを作成または変更するアクセス許可があり
ません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS API 
を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行する
ためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロールに IAM 
ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
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リソースタイプごとの ARN の形式を含む、アカウント管理で定義されるアクションとリソースタイプの
詳細については、「サービス認証リファレンス」の「AWSアカウント管理のアクション、リソース、およ
び条件キー」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 72)
• AWS Management Console でのアカウント管理設定ページの使用 (p. 72)
• AWS Management Console でのアカウント設定ページへの読み取り専用アクセス権を提供す

る (p. 73)
• AWS Management Console でのアカウント設定ページへのフルアクセスを提供する (p. 73)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かがアカウント管理リソースを作成、アクセス、また
は削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が発
生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下の
ガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

AWS Management Console でのアカウント管理設定ページの使
用
[AWS Management Console 内で Accounts Settings] (アカウント設定) ページにアクセスするには、最小
アクセス許可のセットが必要です。これらのアクセス許可により、AWS アカウント の一覧と詳細を表示
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できる必要があります。最小アクセス許可よりも制限されたID ベースのポリシーを作成すると、そのポリ
シーをアタッチしたエンティティ (IAM ユーザーまたはロール) に対してはコンソールが意図したとおりに
機能しません。

ユーザーとロールがアカウント管理コンソールを確実に使用できるようにするに
は、AWSAccountManagementReadOnlyAccess または AWSAccountManagementFullAccess AWS 
マネージドポリシーのいずれかを選択してエンティティにアタッチします。詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「ユーザーへの許可の追加」を参照してください。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、コンソールの最小アクセス許可を付与する必要
はありません。代わりに、実行しようとしている API 操作に一致するアクションのみへのアクセスが許可
されます。

AWS Management Console でのアカウント設定ページへの読み
取り専用アクセス権を提供する
次の例では、の IAM ユーザーに付与します。AWS アカウントのアカウント設定ページへの読み取り専用
アクセスAWS Management Console。このポリシーがアタッチされたユーザーは、変更を加えることはで
きません。

アカウント設定ページで、aws-portal:ViewAccountのほとんどの設定を表示するため
のアクセス権を付与します。ただし、現在有効になっているAWSリージョンを表示するに
は、account:ListRegionsアクションも含めなければなりません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GrantReadOnlyAccessToAccountSettings", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-portal:ViewAccount", 
                "account:ListRegions" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS Management Console でのアカウント設定ページへのフル
アクセスを提供する
次の例では、IAM ユーザーに AWS アカウント AWS Management Console のアカウント設定ページへの
フルアクセス付与します。このポリシーがアタッチされたユーザーは、アカウントの設定を変更できま
す。

この例に示すポリシーは、ユーザーがアカウントの設定の大部分を変更できる aws-
portal:ModifyAccount アクセス許可を追加し、さらにaccount:EnableRegion および
account:DisableRegion のアクセス許可を追加することによって、前述の例のポリシーを構築してい
ます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GrantFullAccessToAccountSettings", 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "aws-portal:ViewAccount", 
                "account:ListRegions", 
                "aws-portal:ModifyAccount", 
                "account:EnableRegion", 
                "account:DisableRegion" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWSアカウント管理でアイデンティティベースのポリ
シー (IAM ポリシー) の使用

Important

次のAWS Identity and Access Management (IAM) アクションは、2023 年 7aws-
portal:ModifyAccount 月に標準サポートが終了しますaws-portal:ViewAccount。AWS 
Billingこれらのアクションをきめ細かいアクションに置き換えて、AWSコスト管理コンソールに
アクセスできるようにする方法についてはAWS Billing、「詳細なアクションの使用」を参照して
ください。AWS
2023 年 3 月 6 日より前にまたはAWSAWS Organizations管理アカウントを作成した場合、詳細
なアクションは 2023 年 7 月から利用可能になります。詳細なアクションを追加することをおす
すめしますが、aws-portal または purchase-orders プレフィックスを付けた既存のアクセ
ス許可は削除しないでください。
2023 年 3 月 6 日以降にまたはAWSAWS Organizations管理アカウントを作成した場合、詳細な
アクションは今すぐに利用できます。

AWS アカウントと IAM ユーザーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM とは」を参照してくだ
さい。

カスタマーマネージドポリシーを更新する方法については、IAM ユーザーガイドの「カスタマーマネージ
ドポリシーの編集 (コンソール)」を参照してください。

AWSアカウント管理アクションポリシー
次の表は、アカウント設定へのアクセス権を IAM ユーザーに与えるか拒否するアクセス許可をまとめたも
のです。これらの権限を使用するポリシーの例については、AWSアカウント管理ポリシーの例を参照して
ください。

アクセス許可名 説明

aws-portal:ViewAccount アカウント設定を表示するアクセス権限を IAM 
ユーザーに与えるか拒否します。

aws-portal:ModifyAccount アカウント設定を変更する許可を IAM ユーザーに
与えるか拒否します。

IAM ユーザーにアカウント設定の変更を許可する
には、ModifyAccount と ViewAccount の両方
を許可する必要があります。

[アカウント設定] コンソールページへのアクセス権
を IAM ユーザーに明示的に拒否するポリシーの例
については、「許可する」を参照してください。
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AWSアカウント管理 ID とアクセスのトラブルシュー
ティング

Important

次のAWS Identity and Access Management (IAM) アクションは、2023 年 7aws-
portal:ModifyAccount 月に標準サポートが終了しますaws-portal:ViewAccount。AWS 
Billingこれらのアクションをきめ細かいアクションに置き換えて、AWSコスト管理コンソールに
アクセスできるようにする方法についてはAWS Billing、「詳細なアクションの使用」を参照して
ください。AWS
2023 年 3 月 6 日より前にまたはAWSAWS Organizations管理アカウントを作成した場合、詳細
なアクションは 2023 年 7 月から利用可能になります。詳細なアクションを追加することをおす
すめしますが、aws-portal または purchase-orders プレフィックスを付けた既存のアクセ
ス許可は削除しないでください。
2023 年 3 月 6 日以降にまたはAWSAWS Organizations管理アカウントを作成した場合、詳細な
アクションは今すぐに利用できます。

以下の情報は、アカウント管理と IAM を併用した場合に発生しうる一般的な問題の診断と解決に役立ちま
す。

トピック
• アカウント設定ページでアクションを実行する権限がない (p. 75)
• iam:PassRole を実行する権限がない (p. 75)
• 自分の AWS アカウント アカウント以外のユーザーにリソースへのアクセスを許可したい (p. 76)

アカウント設定ページでアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行することが認可されていないと通知された場合、管理
者に問い合わせ、サポートを依頼する必要があります。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワード
を発行した者です。

次の例のエラーは、mateojackson AWS アカウント ユーザーがコンソールを使用してAccount 
SettingsフローAWS Management Consoleの詳細を表示する際に aws-portal:ViewAccount アクセ
ス許可を持っていないときに発生します。

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

iam:PassRole を実行する権限がない
iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して
アカウント管理にロールを渡せるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。
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以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用してアカウント管理でアク
ションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービ
スロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありませ
ん。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

自分の AWS アカウント アカウント以外のユーザーにリソースへ
のアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• これらの機能をアカウント管理でサポートされるかどうかを確認するには、AWSアカウント管理が IAM 
と機能する方法 (p. 65) を参照してください。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、IAM ユー
ザーガイドの「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提供」
を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

AWS用の 管理ポリシーAWSアカウント管理
AWSアカウント管理は現在 2 つ提供しているAWS使用可能な管理ポリシー:

• AWS 管理ポリシー: AWSAccountManagementReadOnlyAccess[] (p. 77)
• AWS 管理ポリシー: AWSAccountManagementFullAccess[] (p. 77)
• アカウント管理の更新についてAWSマネージドポリシー (p. 78)

ユーザー、グループ、ロールにアクセス権限を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マ
ネージドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマー管理ポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS管理ポリシーを使
用することができます。できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含め
ており、AWS アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガ
イドのAWS マネージドポリシーを参照してください。

AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーのアク
セス許可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS
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AWSAccountManagementReadOnlyAccess

マネージドポリシーにアクセス許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーが添付さ
れている、すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール)に影響を与えます。新しい機能
が立ち上げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスがAWS マネージ
ドポリシーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS 管理ポリシーからの許可を削除しな
いため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

加えてAWSでは、複数のサービスにまたがるジョブ機能のための管理ポリシーもサポートしています。
たとえば、ViewOnlyAccess AWS管理ポリシーは、多くのユーザーに読み取り専用アクセスを提供しま
す。AWS のサービスとリソース。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS 追加された演算
とリソースに対し、読み取り専用のアクセス許可を設定します。ジョブ機能のポリシー一覧と説明につい
ては、IAM ユーザーガイドの AWS ジョブ機能の管理ポリシーを参照してください。

AWS 管理ポリシー: 
AWSAccountManagementReadOnlyAccess[]
AWSAccountManagementReadOnlyAccess ポリシーはあなたの IAM アイデンティティに添付できま
す。

このポリシーは、次の情報のみを表示するための読み取り専用権限を提供します。

• に関するメタデータです。AWS アカウント
• -AWS リージョンで有効または無効になっていることAWS アカウント(アカウント内のリージョンのス

テータスは、AWSコンソール)

これは、いずれかの実行権限を付与することによって実行されます。Get*またはList*オペレーション. 
アカウントのメタデータを修正したり、有効または無効にする機能はありません。AWS リージョンアカウ
ントの。

同意の詳細

このポリシーには、以下の同意が含まれています。

• account— プリンシパルがに関するメタデータ情報を取得できるようにします。AWS アカウント。
また、プリンシパルはAWS リージョンのアカウントに対して有効化されています。AWS Management 
Console。

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

AWS 管理ポリシー: 
AWSAccountManagementFullAccess[]
AWSAccountManagementFullAccess ポリシーはあなたの IAM アイデンティティに添付できます。
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ポリシーの更新

このポリシーは、次の項目を表示または変更するための完全な管理アクセス権を提供します。

• に関するメタデータです。AWS アカウント
• -AWS リージョンで有効または無効になっていることAWS アカウント（アカウントのステータスを表示

したり、リージョンを有効または無効にしたりできるのは、AWSコンソール)

これは、任意の実行権限を付与することによって実行されます。accountオペレーション.

同意の詳細

このポリシーには、以下の同意が含まれています。

• account— プリンシパルに関するメタデータ情報の表示または変更を許可します。AWS アカウント。
また、プリンシパルはAWS リージョンアカウントに対して有効になっており、で有効または無効化され
ているAWS Management Console。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "account:*", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

アカウント管理の更新についてAWSマネージドポリ
シー
の更新に関する詳細を表示します。AWSアカウント管理用の管理ポリシーは、このサービスがこれらの
変更の追跡を開始した以降の分について表示します。このページの変更に関する自動アラートについて
は、Account Management の [Document history] (ドキュメントの履歴) ページの RSS フィードをサブスク
ライブしてください。

変更 説明 日付

AWSアカウント管理が新規で開
始されましたAWSによる管理ポ
リシーの変更の追跡を開始しま
した

アカウント管理は、最初に次
のものを使用して開始されまし
た。AWS管理ポリシー:

• AWSAccountManagementReadOnlyAccess (p. 77)
• AWSAccountManagementFullAccess (p. 77)

2021 年 9 月 30 日

コンプライアンス検証AWSアカウント管理
サードパーティーの監査者は、のセキュリティとコンプライアンスを評価します。AWSで実行できる
サービスAWS アカウント複数の一部としてAWSコンプライアンスプログラム。これらのプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などが含まれます。

のリストAWS特定のコンプライアンスプログラムの範囲内のサービス。を参照してください。AWS 
のサービスコンプライアンスプログラムによる範囲内。一般的な情報については、AWS[ Compliance 
Programs]』コンプライアンス プログラム)( コンプライアンス プログラム)を参照してください。
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耐障害性

サードパーティーの監査レポートをダウンロードするには、AWS Artifact を使用します。詳細について
は、「」を参照してください。にレポートをダウンロードするAWS ArtifactのAWS Artifactユーザーガイ
ド。

サービスを使用する際のコンプライアンスの責任AWS アカウントは、お客様のデータの機密性や貴社のコ
ンプライアンス目的、適用可能な法律および規制によって決定されます。AWSでは、コンプライアンスに
役立つ、次のリソースを提供しています。

• セキュリティ＆コンプライアンスクイックリファレンスガイド – これらのデプロイガイドには、アーキ
テクチャ上の考慮事項の説明と、AWS でセキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン
環境をデプロイするためのステップが記載されています。

• HIPAA セキュリティおよびコンプライアンスのためのアーキテクチャの設計ホワイトペーパー – このホ
ワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法を説明しま
す。

• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックおよびガイドのコレクションは、ユーザーの業界
や地域で使用できる場合があります。

• [AWS Config 開発者ガイド] のルールによるリソースの評価 – AWS Config は、リソース設定が、社内の
プラクティス、業界のガイドラインそして規制にどの程度適合しているのかを評価します。

• AWS Security Hub – AWS のこのサービスは、AWS 内でのユーザーのセキュリティ状態に関する包括的
な見解を提供し、業界のセキュリティ標準、およびベストプラクティスに対するコンプライアンスを確
認するために役立ちます。

での耐障害性AWSアカウント管理
-AWSのグローバルインフラストラクチャは構築されますAWS リージョンのアベイラビリティーゾーン。
リージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワークで接続されている
複数の物理的に独立および隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビリティーゾー
ンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデータベースを
設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数のデータセン
ターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。

AWS リージョン とアベイラビリティーゾーンの詳細については、AWS グローバルインフラストラク
チャを参照してください。

AWS Account Managementでのインフラストラク
チャセキュリティ

マネージドサービスとして、AWSで実行されているサービスAWS アカウントによって保護されている
AWSで説明しているグローバルネットワークセキュリティ手順Amazon Web Services: セキュリティプロ
セスの概要ホワイトペーパー。

ネットワーク経由でアカウント設定にアクセスするには、AWS が公開している API コールを使用しま
す。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 
1.2 以降を推奨します。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE)や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE)などの Perfect Forward Secrecy (PFS)を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされて
いる必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされて
います。

また、リクエストは、アクセスキーID と、IAMプリンシパルに関連付けられているシークレットアク
セスキーを使用して署名する必要があります。また、 を使用することもできますAWS Security Token 
Service(AWS STS) を使用して、一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名します。

79

https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/downloading-documents.html
http://aws.amazon.com/quickstart/?awsf.quickstart-homepage-filter=categories%23security-identity-compliance
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_HIPAA_Compliance_Whitepaper.pdf
http://aws.amazon.com/compliance/resources/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub.html
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/STS/latest/APIReference/Welcome.html


AWS アカウント管理 リファレンスガイド
CloudTrail ログ

MonitoringAWSアカウント管理
モニタリングは、の信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で重要な部分です。AWSアカウント管
理およびその他のアカウントAWS.sutionsAWSには、アカウント管理を監視し、問題が発生した場合に報
告し、必要に応じて自動的に対処するために、以下のモニタリングツールが用意されています。

• AWS CloudTrailは、によって行われた、またはそのユーザーの代わりに行われた API コールとそれに
関連するイベントを記録します。AWS アカウントは、ユーザーが指定した Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットにログファイルを書き込みます。これにより、呼び出されたユーザーと
アカウントを特定できます。AWSは、呼び出し元の出典 IP アドレス、および呼び出しの発生日時。詳
細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

ログ記録AWSを使用したアカウント管理 API 呼び
出しAWS CloudTrail

-AWSアカウント管理 API は、AWS CloudTrailは、ユーザー、ロール、またはによって実行された
アクションの記録を提供するサービスです。AWSアカウント管理オペレーションを呼び出すサービ
ス。CloudTrail は、すべてのアカウント管理 API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャ
されたコールには、アカウント管理オペレーションへのすべての呼び出しが含まれます。証跡を作成する
場合は、アカウント管理オペレーションのイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの
継続的な配信を有効にすることができます。追跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event 
history (イベント履歴)] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用して、アカ
ウント管理オペレーションを呼び出したリクエスト、リクエストに使用した IP アドレス、リクエストした
ユーザーとそのタイミングなどの詳細を確認できます。

CloudTrailの詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

CloudTrail でのアカウント管理情報
CloudTrail は、AWS アカウントアカウント作成時に使用されます。アカウント管理オペレーションでアク
ティビティが発生すると、CloudTrail はそのアクティビティを、他の CloudTrail イベントとともにそのア
クティビティを CloudTrail イベントに記録します。AWSのサービスイベントイベント履歴。最近のイベン
トは、AWS アカウント で表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、CloudTrail イベント履
歴でのイベントの表示を参照してください。

のイベントの継続的な記録についてはAWS アカウントには、アカウント管理のオペレーションのイベン
トなど、証跡を作成します。追跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信でき
ます。デフォルトでは、で証跡を作成するときに使用されます。AWS Management Consoleとすると、ト
レイルはすべての人に当てはまります。AWS リージョン。追跡は、AWS パーティションのすべてのリー
ジョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。そ
の他の AWS のサービスを設定して、CloudTrail ログで収集されたイベントデータをより詳細に分析し、
それに基づく対応を行うことができます。詳細については、以下を参照してください:

• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail でサポートされるサービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• 複数のリージョンからの CloudTrail ログファイルの受信
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アカウント管理のログエントリについて

• 複数のアカウントからの CloudTrail ログファイルの受信

AWS CloudTrailで検出されたすべてのアカウント管理 API オペレーションをログに記録しま
す。API リファレンス (p. 84)このガイドの「」セクションについて説明します。例えば
CreateAccount、DeleteAlternateContact、PutAlternateContact の各演算へのコール
は、CloudTrail ログファイル内にエントリを生成します。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は以下
の判断に役立ちます:

• リクエストが、ルートユーザーと、ルートユーザーとのどちらを使用して送信されたかAWS Identity 
and Access Management(IAM) ユーザー認証情報

• リクエストが、IAM ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的なセキュリティ認証情報によっ
て行われたか

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか

詳細については、CloudTrail userIdentity エレメントを参照してください。

アカウント管理のログエントリについて
追跡は、指定したAmazon S3バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できるもので
す。CloudTrailのログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。各イベントは任意の送信元か
らの単一のリクエストを表し、リクエストされたオペレーション、オペレーションの日時、リクエストパ
ラメーターなどに関する情報を含みます。CloudTrail・ログファイルは、パブリック API コールの順序付
けられたスタックトレースではないため、特定の順序では表示されません。

例 1: への呼び出しの CloudTrail ログエントリの例を以下に示します。GetAlternateContact現在の値
を取得するオペレーションOPERATIONSアカウントの代替連絡先。オペレーションによって返される値
は、ログに記録される情報に含まれません。

Example 例 1

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AROA1234567890EXAMPLE:AccountAPITests", 
    "arn":"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/ServiceTestRole/AccountAPITests", 
    "accountId": "123456789012", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AROA1234567890EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ServiceTestRole", 
        "accountId": "123456789012", 
        "userName": "ServiceTestRole" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2021-04-30T19:25:53Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2021-04-30T19:26:15Z", 
  "eventSource": "account.amazonaws.com", 
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  "eventName": "GetAlternateContact", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "10.24.34.250", 
  "userAgent": "Mozilla/5.0", 
  "requestParameters": { 
    "alternateContactType": "SECURITY" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "1a2b3c4d-5e6f-1234-abcd-111111111111", 
  "eventID": "1a2b3c4d-5e6f-1234-abcd-222222222222", 
  "readOnly": true, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "managementEvent": true, 
  "eventCategory": "Management", 
  "recipientAccountId": "123456789012"
}

例 2: への呼び出しの CloudTrail ログエントリの例を以下に示します。PutAlternateContact新しいを
追加するための操作BILLINGアカウントの代替連絡先。

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AROA1234567890EXAMPLE:AccountAPITests", 
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/ServiceTestRole/AccountAPITests", 
    "accountId": "123456789012", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AROA1234567890EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ServiceTestRole", 
        "accountId": "123456789012", 
        "userName": "ServiceTestRole" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2021-04-30T18:33:00Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2021-04-30T18:33:08Z", 
  "eventSource": "account.amazonaws.com", 
  "eventName": "PutAlternateContact", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "10.24.34.250", 
  "userAgent": "Mozilla/5.0", 
  "requestParameters": { 
    "name": "*Alejandro Rosalez*", 
    "emailAddress": "alrosalez@example.com", 
    "title": "CFO", 
    "alternateContactType": "BILLING" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "1a2b3c4d-5e6f-1234-abcd-333333333333", 
  "eventID": "1a2b3c4d-5e6f-1234-abcd-444444444444", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "managementEvent": true, 
  "eventCategory": "Management", 
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
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例 3: への呼び出しの CloudTrail ログエントリの例を以下に示します。DeleteAlternateContact現在
のものを削除する操作OPERATIONS代替連絡先。

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AROA1234567890EXAMPLE:AccountAPITests", 
    "arn":"arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/ServiceTestRole/AccountAPITests", 
    "accountId": "123456789012", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AROA1234567890EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/ServiceTestRole", 
        "accountId": "123456789012", 
        "userName": "ServiceTestRole" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2021-04-30T18:33:00Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2021-04-30T18:33:16Z", 
  "eventSource": "account.amazonaws.com", 
  "eventName": "DeleteAlternateContact", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "10.24.34.250", 
  "userAgent": "Mozilla/5.0", 
  "requestParameters": { 
    "alternateContactType": "OPERATIONS" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "1a2b3c4d-5e6f-1234-abcd-555555555555", 
  "eventID": "1a2b3c4d-5e6f-1234-abcd-666666666666", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "managementEvent": true, 
  "eventCategory": "Management", 
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
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API リファレンス
アカウント管理の API 操作 (account) 名前空間を使用すると、AWS アカウント を変更できるようになり
ます。

すべての AWS アカウント は、アカウントに関連付けられた最大 3 つの代替連絡先に関する情報を含む、
アカウントに関する情報を含むメタデータをサポートします。これらは、アカウントのルートユーザーに
関連付けられている電子メールアドレスに追加されています。アカウントに関連付けられている次の各連
絡先タイプのいずれか 1 つのみを指定できます。

• 請求に関するお問い合わせ先
• 操作問い合わせ先
• セキュリティ問い合わせ先

デフォルトでは、このガイドで説明する API 操作は、操作を呼び出すアカウントに直接適用されます。
操作を呼び出しているアカウントのアイデンティティは、通常 IAM ロールまたは IAM ユーザーがあ
り、API 操作を呼び出すには IAM ポリシーによって適用されるアクセス権限が必要です。または、AWS 
Organizations 管理アカウントの ID からこれらの API 操作を呼び出し、組織のメンバーである AWS アカ
ウント の任意のアカウント ID 番号を指定します。

API バージョン

このバージョンの「アカウント API リファレンス」には、「アカウント管理 API バージョン 
2021-02-01」と記載されています。

Note

API を直接使用する代わりに、さまざまなプログラム言語およびプラットフォームのライブラリ
やサンプルコード (Java、Ruby、.NET、iOS、Android など)から成るAWSSDK のひとつを使用で
きます。SDK は、プログラムによる AWS 組織へのアクセス権を作成するのに便利な方法を提供
します。例えば、SDK では暗号を使用して要求に署名したり、エラーを管理したり、要求を自動
的に再試行したりすることができます。AWS SDK のダウンロードおよびインストール方法の詳
細については、「Amazon Web Services 用ツール」を参照してください。

AWS SDK を使用してアカウント管理サービスへプログラマティックな API 呼び出しを行うことをお勧
めします。ただし、アカウント管理クエリ API を使用して、アカウント管理 Web サービスを直接呼び
出すこともできます。アカウント管理クエリ API の詳細については、アカウント管理ユーザーガイドの
「HTTP クエリリクエストの作成」を参照してください。組織はすべてのアクションの GET リクエストと 
POST リクエストをサポートしています。つまり、API は、あるアクションに対しては GET を、他のアク
ションに対しては POST をといった使い分けを必要としません。しかしながら、GET リクエストは URL 
のサイズに制限があります。したがって、より大きなサイズを必要とする操作の場合は、POST リクエス
トを使用します。

リクエストへの署名

AWS に HTTP リクエストを送る際、AWS が送信元を特定できるよう、リクエストに署名なければなりま
せん。リクエストには、AWS アクセスキーを使用して署名します。このアクセスキーは、アクセスキー 
ID とシークレットアクセスキーで構成されています。ルートアカウントのアクセスキーを作成しないこと
を強くお勧めします。ルートアカウントのアクセスキーを持っていれば誰でも、アカウントのすべてのリ
ソースに無制限にアクセスできます。代わりに、管理者権限M M M M M M M M M M M M M M M M M M 
M M M M M M M M M M M 別のオプションとして、AWS セキュリティトークンサービスを使用して、一
時的なセキュリティ認証情報を生成し、それらの認証情報を使用してリクエストに署名します。

リクエストをサインアップする際には、署名バージョン 4 の使用が推奨されます。Signature バージョン 
2 を使用する既存のアプリケーションがある場合は、Signature バージョン 4 を使用するために更新する必
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要はありません。ただし、一部の操作では、Signature バージョン 4 が必要です。バージョン 4 を必要と
する操作のドキュメントには、この要件が示されています。

AWS コマンドラインインターフェイス (AWS CLI) または AWS SDK のいずれかを使用して AWS へのリ
クエストを作成する場合、これらのツールにより、ツールの設定時に指定したアクセスキーを使用して自
動的にリクエストが署名されます。

アカウント管理のサポートとフィードバック

ご意見をお待ちしております。コメントを feedback-awsaccounts@amazon.com] 宛てに送信するか、ア
カウント管理サポートフォーラムにフィードバックと質問を掲載してください。AWS サポートフォーラム
の詳細については、フォーラムヘルプを参照してください。

例が提示される方法

リクエストに対する応答としてアカウント管理によって返される JSON は、改行や書式空白を含まない単
一の長い文字列として返されます。読みやすさを向上させるために、このガイドの例には改行と空白の両
方を示します。入力パラメータの例で画面を超えて長い文字列が生成される場合は、読みやすさを向上さ
せるために改行を挿入します。入力は常に 1 つの JSON テキスト文字列として送信する必要があります。

API リクエストの記録

アカウント管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管
理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管
理 CloudTrailAWSAWS アカウント が収集した情報を使用して CloudTrail、成功したアカウント管理管
理リクエスト、そのリクエストの送信者、そのリクエストの送信時間などを確認できます。アカウント
管理管理管理と、管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理管理 
CloudTrailログ記録AWSを使用したアカウント管理 API 呼び出しAWS CloudTrail (p. 80) の詳細（有効にす
る方法 CloudTrail、ログファイルを検索する方法を含む）については、「AWS CloudTrail」を参照してく
ださい。

アクション
以下のアクションがサポートされています:

• DeleteAlternateContact (p. 86)
• DisableRegion (p. 89)
• EnableRegion (p. 92)
• GetAlternateContact (p. 95)
• GetContactInformation (p. 99)
• GetRegionOptStatus (p. 102)
• ListRegions (p. 105)
• PutAlternateContact (p. 108)
• PutContactInformation (p. 112)

85

mailto://feedback-awsaccounts@amazon.com
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=219
http://forums.aws.amazon.com/forum.jspa?forumID=219
http://forums.aws.amazon.com/help.jspa
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/


AWS アカウント管理 リファレンスガイド
DeleteAlternateContact

DeleteAlternateContact
指定した代替連絡先を AWS アカウント から削除します。

代替連絡先操作の使用方法については、「代替連絡先にアクセスまたは更新する」を参照してください。
Note

AWS Organizations によって管理されている AWS アカウント の代替連絡先情報を更新する前
に、まず AWS アカウント管理と組織の間の統合を有効にする必要があります。詳細について
は、「AWS アカウント管理用の信頼されたアクセスの有効化」を参照してください。

リクエストの構文
POST /deleteAlternateContact HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "AccountId": "string", 
   "AlternateContactType": "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

AccountId (p. 86)

この操作でアクセスまたは変更する AWS アカウントの 12 桁のアカウント ID 番号を指定します。

このパラメータを指定しない場合、操作を呼び出したアイデンティティの AWS アカウントがデフォ
ルトになります。

このパラメータを使用するには、呼び出し元が組織の管理アカウントまたは委任管理者アカウント、
および指定されたアカウント ID は、同じ組織内のメンバーアカウントである必要があります。組織
はすべての機能を有効にして、アカウント管理サービス用の有効な信頼されたアクセスを持つ必要が
あり、オプションとして委任管理者アカウントが割り当てられます。

Note

管理アカウントは独自の AccountId アカウントを指定できません; これは、AccountId パ
ラメータを含めないことにより、スタンドアロンコンテキストでの操作を呼び出さなければ
なりません。

組織のメンバーではないアカウントでこの操作を呼び出すには、このパラメータを指定せず、取得ま
たは変更する取引先責任者のアカウントに属する ID を使用して操作を呼び出します。

タイプ: 文字列

パターン: ^\d{12}$

必須: いいえ
AlternateContactType (p. 86)

削除する代替連絡先を指定します。
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タイプ: 文字列

有効な値:  BILLING | OPERATIONS | SECURITY

必須: はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 123)」を参照してください。

AccessDeniedException

呼び出し元の ID に必要な最小アクセス許可がないため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 403
InternalServerException

AWS への内部エラーのため、操作が失敗しました。後でもう一度操作をお試しください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

見つからないリソースが指定されているため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 404
TooManyRequestsException

操作が頻繁に呼び出され、スロットルの制限を超えているため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 429
ValidationException

入力パラメータのいずれかが無効であるため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 400

例
例 1
次の例では、操作の呼び出しに使用される認証情報を持つアカウントのセキュリティ代替連絡先を削除し
ます。

リクエスト例

POST / HTTP/1.1
X-Amz-Target: AWSAccountV20210201.DeleteAlternateContact
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{ "AlternateContactType": "SECURITY" }

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

例 2

次の例では、組織内の指定されたメンバーアカウントの請求代行連絡先を削除します。組織の管理アカウ
ントまたはアカウント管理サービスの委任管理者アカウントの認証情報を使用する必要があります。

リクエスト例

POST / HTTP/1.1
X-Amz-Target: AWSAccountV20210201.DeleteAlternateContact

{ "AccountId": "123456789012", "AlternateContactType": "BILLING" }

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DisableRegion
アカウントの特定のリージョンを無効化 (オプトアウト) します。

リクエストの構文

POST /disableRegion HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "AccountId": "string", 
   "RegionName": "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

AccountId (p. 89)

この操作でアクセスまたは変更するの 12 桁のアカウント ID 番号を指定します。AWS アカウントこ
のパラメータを指定しない場合、AWS アカウントこのパラメータを使用するには、呼び出し元が組織
の管理アカウントまたは委任された管理者アカウントまたは委任された管理者アカウントまたは委任
された管理者アカウント 指定されたアカウント ID は、同じ組織のメンバーアカウントでもなければ
なりません。組織はすべての機能を有効にして、アカウント管理サービス用の有効な信頼されたアク
セスを持つ必要があり、オプションとして委任管理者アカウントが割り当てられます。

Note

管理アカウントは独自のアカウントを指定できませんAccountId。これは、AccountIdパ
ラメータを含めないことにより、この関数は含めないことにより、スタンドアロンコンテキ
ストでの操作を呼び出さなければなりません。

組織のメンバーではないアカウントでこの操作を呼び出したアカウントでの操作を呼び出さなければ
なりません。代わりに、連絡先の取得または変更するアカウントに属する ID を使用して操作を呼び出
さなければなりません。

型: 文字列

パターン: ^\d{12}$

必須: いいえ
RegionName (p. 89)

特定の地域名 (例:af-south-1) の地域コードを指定します。リージョンを無効にすると、そのリー
ジョン内の IAM リソースを破棄するなど、AWSアカウント内のそのリージョンを非アクティブ化する
アクションが実行されます。ほとんどのアカウントでは、このプロセスに数分かかりますが、数時間
かかることがあります。無効化処理が完全に完了するまで、リージョンを有効にすることはできませ
ん。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 50 です。
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必須: はい

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 123)」を参照してください。

AccessDeniedException

呼び出し元の ID に必要な最小アクセス許可がないため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 403
ConflictException

リソースの現在のステータスに矛盾があるため、リクエストを処理できませんでした。たとえば、現
在無効になっている (状態が DISABLING の) リージョンを有効にしようとした場合に起こります。

HTTP ステータスコード: 409
InternalServerException

AWS への内部エラーのため、操作が失敗しました。後でもう一度操作をお試しください。

HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException

操作が頻繁に呼び出され、スロットルの制限を超えているため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 429
ValidationException

入力パラメータのいずれかが無効であるため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
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• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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EnableRegion
アカウントの特定のリージョンを有効化 (オプトイン) します。

リクエストの構文
POST /enableRegion HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "AccountId": "string", 
   "RegionName": "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

AccountId (p. 92)

この操作でアクセスまたは変更するの 12 桁のアカウント ID 番号を指定します。AWS アカウントこ
のパラメータを指定しない場合、AWS アカウント操作を呼び出したアイデンティティのがデフォル
トになります。このパラメータを使用するには、呼び出し元が組織の管理アカウントまたは委任管理
者アカウント、または委任された管理者アカウントである必要があります。指定されたアカウント ID 
は、同じ組織のメンバーアカウントでもなければなりません。組織はすべての機能を有効にして、ア
カウント管理サービス用の有効な信頼されたアクセスを持つ必要があり、オプションとして委任管理
者アカウントが割り当てられます。

Note

管理アカウントは独自のアカウントを指定できませんAccountId。スタンドアロンコンテキ
ストでの操作を呼び出さなければなりません; これは、AccountIdパラメータを含めないこ
とにより、スタンドアロンコンテキストでの操作を呼び出さなければなりません。

組織のメンバーではないアカウントでこの操作を呼び出すには、このパラメータを指定しないでくだ
さい。代わりに、取得または変更する取引先責任者のアカウントに属する ID を使用して操作を呼び出
します。

型: 文字列

パターン: ^\d{12}$

必須: いいえ
RegionName (p. 92)

特定の地域名 (例:af-south-1) の地域コードを指定します。リージョンを有効にすると、そのリー
ジョンへの IAM リソースの配信など、AWS がそのリージョンでアカウントを準備するためのアク
ションを実行します。ほとんどのアカウントでは、このプロセスに数分かかりますが、数時間かか
ることがあります。このプロセスが完了するまでそのリージョンを使用することはできません。さら
に、有効化処理が完全に完了するまでリージョンを無効にすることはできません。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 50 です。
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必須: はい

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 123)」を参照してください。

AccessDeniedException

呼び出し元の ID に必要な最小アクセス許可がないため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 403
ConflictException

リソースの現在のステータスに矛盾があるため、リクエストを処理できませんでした。たとえば、現
在無効になっている (状態が DISABLING の) リージョンを有効にしようとした場合に起こります。

HTTP ステータスコード: 409
InternalServerException

AWS への内部エラーのため、操作が失敗しました。後でもう一度操作をお試しください。

HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException

操作が頻繁に呼び出され、スロットルの制限を超えているため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 429
ValidationException

入力パラメータのいずれかが無効であるため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
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• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetAlternateContact
AWS アカウント に添付されている指定された代替連絡先を取得します。

代替連絡先操作の使用方法については、代替連絡先にアクセスまたは更新する を参照してください。
Note

AWS Organizations によって管理されている AWS アカウント の代替連絡先情報を更新する前
に、まず AWS アカウント管理と組織の間の統合を有効にする必要があります。詳細について
は、「AWS アカウント管理用の信頼されたアクセスの有効化」を参照してください。

リクエストの構文
POST /getAlternateContact HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "AccountId": "string", 
   "AlternateContactType": "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

AccountId (p. 95)

この操作でアクセスまたは変更する AWS アカウントの 12 桁のアカウント ID 番号を指定します。

このパラメータを指定しない場合、操作を呼び出したアイデンティティの AWS アカウントがデフォ
ルトになります。

このパラメータを使用するには、呼び出し元が組織の管理アカウントまたは委任管理者アカウント、
および指定されたアカウント ID は、同じ組織内のメンバーアカウントである必要があります。組織
はすべての機能を有効にして、アカウント管理サービス用の有効な信頼されたアクセスを持つ必要が
あり、オプションとして委任管理者アカウントが割り当てられます。

Note

管理アカウントは独自の AccountId アカウントを指定できません; これは、AccountId パ
ラメータを含めないことにより、スタンドアロンコンテキストでの操作を呼び出さなければ
なりません。

組織のメンバーではないアカウントでこの操作を呼び出すには、このパラメータを指定せず、取得ま
たは変更する取引先責任者のアカウントに属する ID を使用して操作を呼び出します。

タイプ: 文字列

パターン: ^\d{12}$

必須: いいえ
AlternateContactType (p. 95)

取得する代替連絡先を指定します。
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タイプ: 文字列

有効な値:  BILLING | OPERATIONS | SECURITY

必須: はい

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "AlternateContact": {  
      "AlternateContactType": "string", 
      "EmailAddress": "string", 
      "Name": "string", 
      "PhoneNumber": "string", 
      "Title": "string" 
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

AlternateContact (p. 96)

指定された代替連絡先の詳細を含む構造体。

型: AlternateContact (p. 115) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 123)」を参照してください。

AccessDeniedException

呼び出し元の ID に必要な最小アクセス許可がないため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 403
InternalServerException

AWS への内部エラーのため、操作が失敗しました。後でもう一度操作をお試しください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

見つからないリソースが指定されているため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 404
TooManyRequestsException

操作が頻繁に呼び出され、スロットルの制限を超えているため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 429
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ValidationException

入力パラメータのいずれかが無効であるため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 400

例
例 1

次の例では、操作の呼び出しに使用される認証情報を持つアカウントのセキュリティ代替連絡先を取得し
ます。

リクエスト例

POST / HTTP/1.1
X-Amz-Target: AWSAccountV20210201.GetAlternateContact

{ "AlternateContactType": "SECURITY" }

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json{ 
   "AlternateContact": { 
        "Name": "Anika", 
        "Title": "COO", 
        "EmailAddress": "anika@example.com", 
        "PhoneNumber": "206-555-0198" 
        "AlternateContactType": "Security" 
    }    
}

例 2

次の例では、組織内の指定されたメンバーアカウントの操作に関する代替連絡先を取得します。組織の管
理アカウントまたはアカウント管理サービスの委任管理者アカウントの認証情報を使用する必要がありま
す。

リクエスト例

POST / HTTP/1.1
X-Amz-Target: AWSAccountV20210201.GetAlternateContact

{ "AccountId": "123456789012", "AlternateContactType": "Operations" }

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json{ 
   "AlternateContact": { 
        "Name": "Anika", 
        "Title": "COO", 
        "EmailAddress": "anika@example.com", 
        "PhoneNumber": "206-555-0198" 
        "AlternateContactType": "Operations" 
    }    
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}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetContactInformation
AWS アカウントの主要連絡先情報を取得します。

主要連絡先操作の使用方法については、主連絡先および代替連絡先情報の更新するを参照してください。

リクエストの構文
POST /getContactInformation HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "AccountId": "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

AccountId (p. 99)

この操作でアクセスまたは変更するAWS アカウントの 12 桁のアカウント ID 番号を指定します。こ
のパラメータを指定しない場合、AWS アカウント操作を呼び出したアイデンティティのがデフォルト
になります。このパラメータを使用するには、呼び出し元が組織の管理アカウントまたは委任された
管理者アカウントである必要があります。指定するアカウント ID は、同じ組織のメンバーアカウント
でもなければなりません。組織はすべての機能を有効にして、アカウント管理サービス用の有効な信
頼されたアクセスを持つ必要があり、オプションとして委任管理者アカウントが割り当てられます。

Note

管理アカウントは独自のアカウントを指定できませんAccountId。AccountIdパラメータ
を含めないことにより、スタンドアロンコンテキストでの操作を呼び出さなければなりませ
ん。

組織のメンバーではないアカウントでこの操作を呼び出すには、このパラメータを指定しないでくだ
さい。代わりに、取得または変更する取引先責任者のアカウントに属する ID を使用して操作を呼び出
します。

タイプ: 文字列

パターン: ^\d{12}$

必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "ContactInformation": {  
      "AddressLine1": "string", 
      "AddressLine2": "string", 
      "AddressLine3": "string", 
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      "City": "string", 
      "CompanyName": "string", 
      "CountryCode": "string", 
      "DistrictOrCounty": "string", 
      "FullName": "string", 
      "PhoneNumber": "string", 
      "PostalCode": "string", 
      "StateOrRegion": "string", 
      "WebsiteUrl": "string" 
   }
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

ContactInformation (p. 99)

に関連する主な連絡先情報の詳細が含まれますAWS アカウント。

型: ContactInformation (p. 117) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 123)」を参照してください。

AccessDeniedException

呼び出し元の ID に必要な最小アクセス許可がないため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 403
InternalServerException

AWS への内部エラーのため、操作が失敗しました。後でもう一度操作をお試しください。

HTTP ステータスコード: 500
ResourceNotFoundException

見つからないリソースが指定されているため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 404
TooManyRequestsException

操作が頻繁に呼び出され、スロットルの制限を超えているため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 429
ValidationException

入力パラメータのいずれかが無効であるため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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GetRegionOptStatus
特定のリージョンのオプトインステータスを取得します。

リクエストの構文

POST /getRegionOptStatus HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "AccountId": "string", 
   "RegionName": "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

AccountId (p. 102)

この操作でアクセスまたは変更するAWS アカウント 12 桁のアカウント ID を指定します。このパラ
メータを指定しない場合、操作を呼び出したアイデンティティのアイデンティティのAWS アカウン
ト このパラメータを使用するには、呼び出し元が組織の管理アカウントまたは委任された管理者アカ
ウント、および委任された管理者アカウント、および指定された管理者アカウント 指定されたアカウ
ント ID は、同じ組織のメンバーアカウントでもなければなりません。組織はすべての機能を有効にし
て、アカウント管理サービス用の有効な信頼されたアクセスを持つ必要があり、オプションとして委
任管理者アカウントが割り当てられます。

Note

管理アカウントは独自のアカウントを指定できませんAccountId。これは、AccountIdパ
ラメータを含めないことにより、スタンドアロンコンテキストでの操作を呼び出さなければ
なりません。

組織のメンバーではないアカウントでこの操作を呼び出したアカウントを呼び出さなければなりませ
ん。代わりに、連絡先を取得または変更するアカウントに属する ID を使用して操作を呼び出します。

型: 文字列

パターン: ^\d{12}$

必須: いいえ
RegionName (p. 102)

特定の地域名 (例:af-south-1) の地域コードを指定します。この関数は、このパラメータに渡した
リージョンのステータスを返します。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 50 です。

必須: はい
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レスポンスの構文

HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "RegionName": "string", 
   "RegionOptStatus": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

RegionName (p. 103)

渡された地域コード。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 50 です。
RegionOptStatus (p. 103)

リージョンが受ける可能性のあるステータスの1つ (有効、有効化、無効、無効
化、Enabled_By_Default)。

型: 文字列

有効な値:  ENABLED | ENABLING | DISABLING | DISABLED | ENABLED_BY_DEFAULT

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 123)」を参照してください。

AccessDeniedException

呼び出し元の ID に必要な最小アクセス許可がないため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 403
InternalServerException

AWS への内部エラーのため、操作が失敗しました。後でもう一度操作をお試しください。

HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException

操作が頻繁に呼び出され、スロットルの制限を超えているため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 429
ValidationException

入力パラメータのいずれかが無効であるため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 400
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

104

https://docs.aws.amazon.com/goto/aws-cli/account-2021-02-01/GetRegionOptStatus
https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/account-2021-02-01/GetRegionOptStatus
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForCpp/account-2021-02-01/GetRegionOptStatus
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForGoV1/account-2021-02-01/GetRegionOptStatus
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForJavaV2/account-2021-02-01/GetRegionOptStatus
https://docs.aws.amazon.com/goto/AWSJavaScriptSDK/account-2021-02-01/GetRegionOptStatus
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForPHPV3/account-2021-02-01/GetRegionOptStatus
https://docs.aws.amazon.com/goto/boto3/account-2021-02-01/GetRegionOptStatus
https://docs.aws.amazon.com/goto/SdkForRubyV3/account-2021-02-01/GetRegionOptStatus


AWS アカウント管理 リファレンスガイド
ListRegions

ListRegions
特定のアカウントのすべての地域と、それぞれのオプトインステータスを一覧表示します。オプション
で、region-opt-status-containsこのリストをパラメータでフィルタリングできます。

リクエストの構文
POST /listRegions HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "AccountId": "string", 
   "MaxResults": number, 
   "NextToken": "string", 
   "RegionOptStatusContains": [ "string" ]
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

AccountId (p. 105)

この操作でアクセスまたは変更するの 12 桁のアカウント ID 番号を指定します。AWS アカウントこ
のパラメータを指定しない場合、AWS アカウント操作を呼び出したアイデンティティの ID がデフォ
ルトになります。このパラメータを使用するには、呼び出し元が組織の管理アカウントまたは委任さ
れた管理者アカウントの場合、呼び出し元が組織の管理アカウントまたは委任された管理者アカウン
トである必要があります。指定されたアカウント ID は、同じ組織のメンバーアカウントでもなければ
なりません。組織はすべての機能を有効にして、アカウント管理サービス用の有効な信頼されたアク
セスを持つ必要があり、オプションとして委任管理者アカウントが割り当てられます。

Note

管理アカウントは独自のアカウントを指定できませんAccountId。AccountIdパラメータ
を含めないことにより、スタンドアロンコンテキストでの操作を呼び出さなければなりませ
ん。

組織のメンバーではないアカウントでこの操作を呼び出さないことにより、組織のメンバーではない
アカウントでこの操作を呼び出さないことにより、組織のメンバーではないアカウントでこの操作を
呼び出さなければなりません。代わりに、連絡先を取得または変更するアカウントに属する ID の ID 
を使用して操作を呼び出さなければなりません。

型: 文字列

パターン: ^\d{12}$

必須: いいえ
MaxResults (p. 105)

コマンドの出力で返される項目の合計数。使用可能な項目の総数が指定された値より多い場合は、
コマンドの出力に aNextToken が表示されます。ページ分割を再開するには、後続コマンドの
starting-token 引数で NextToken 値を指定します。NextTokenレスポンス要素をAWS CLIの外
で直接使用しないでください。使用例については、『AWSコマンドラインインターフェイスユーザー
ガイド』の「ページネーション」を参照してください。
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型: 整数

値の範囲: 最小値 は 1。最大値は 50 です。

必須: いいえ
NextToken (p. 105)

ページ分割を始める場所を指定するトークン。これは、NextToken以前に切り詰められたレスポン
スからのレスポンスです。使用例については、『AWSコマンドラインインターフェイスユーザーガイ
ド』の「ページネーション」を参照してください。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 0 です。最大長は 1,000 です。

必須: いいえ
RegionOptStatusContains (p. 105)

特定のアカウントのリージョンのリストをフィルタリングするために使用するリージョンステータス 
(有効化、有効化、無効化、Enabled_by_Default) のリスト。たとえば、ENABLENING という値を渡す
と、リージョンのステータスが ENABLED のリージョンのリストのみが返されます。

型: 文字列の配列

有効な値:  ENABLED | ENABLING | DISABLING | DISABLED | ENABLED_BY_DEFAULT

必須: いいえ

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200
Content-type: application/json

{ 
   "NextToken": "string", 
   "Regions": [  
      {  
         "RegionName": "string", 
         "RegionOptStatus": "string" 
      } 
   ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。

サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

NextToken (p. 106)

返されるデータが他にもある場合は、これが入力されます。next-tokenのリクエストパラメータに
渡す必要がありますlist-regions。

型: 文字列
Regions (p. 106)

これは、特定のアカウントのリージョンのリスト、またはフィルターされたパラメーターが使用され
た場合は、filterパラメーターに設定されたフィルター条件に一致するリージョンのリストです。

106

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/pagination.html


AWS アカウント管理 リファレンスガイド
ListRegions

型: Region (p. 120) オブジェクトの配列

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 123)」を参照してください。

AccessDeniedException

呼び出し元の ID に必要な最小アクセス許可がないため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 403
InternalServerException

AWS への内部エラーのため、操作が失敗しました。後でもう一度操作をお試しください。

HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException

操作が頻繁に呼び出され、スロットルの制限を超えているため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 429
ValidationException

入力パラメータのいずれかが無効であるため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWSの SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutAlternateContact
AWS アカウント に添付された指定された代替連絡先を修正します。

代替連絡先操作の使用方法については、「代替連絡先にアクセスまたは更新する」を参照してください。

Note

AWS Organizations によって管理されている AWS アカウント の代替連絡先情報を更新する前
に、まず AWS アカウント管理と組織の間の統合を有効にする必要があります。詳細について
は、「AWS アカウント管理用の信頼されたアクセスの有効化」を参照してください。

リクエストの構文

POST /putAlternateContact HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "AccountId": "string", 
   "AlternateContactType": "string", 
   "EmailAddress": "string", 
   "Name": "string", 
   "PhoneNumber": "string", 
   "Title": "string"
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

AccountId (p. 108)

この操作でアクセスまたは変更する AWS アカウントの 12 桁のアカウント ID 番号を指定します。

このパラメータを指定しない場合、操作を呼び出したアイデンティティの AWS アカウントがデフォ
ルトになります。

このパラメータを使用するには、呼び出し元が組織の管理アカウントまたは委任管理者アカウント、
および指定されたアカウント ID は、同じ組織内のメンバーアカウントである必要があります。組織
はすべての機能を有効にして、アカウント管理サービス用の有効な信頼されたアクセスを持つ必要が
あり、オプションとして委任管理者アカウントが割り当てられます。

Note

管理アカウントは独自の AccountId アカウントを指定できません; これは、AccountId パ
ラメータを含めないことにより、スタンドアロンコンテキストでの操作を呼び出さなければ
なりません。

組織のメンバーではないアカウントでこの操作を呼び出すには、このパラメータを指定せず、取得ま
たは変更する取引先責任者のアカウントに属する ID を使用して操作を呼び出します。

タイプ: 文字列

パターン: ^\d{12}$
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必須: いいえ
AlternateContactType (p. 108)

作成または更新する代替連絡先を指定します。

タイプ: 文字列

有効な値:  BILLING | OPERATIONS | SECURITY

必須: はい
EmailAddress (p. 108)

代替連絡先の電子メールアドレスを指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 64 文字です。

パターン: ^[\s]*[\w+=.#!&-]+@[\w.-]+\.[\w]+[\s]*$

必須: はい
Name (p. 108)

代替連絡先の名前を指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 64 文字です。

必須: はい
PhoneNumber (p. 108)

代替連絡先の電話番号を指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 25 です。

パターン: ^[\s0-9()+-]+$

必須: はい
Title (p. 108)

代替連絡先のタイトルを指定します。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 50 です。

必須: はい

レスポンスの構文
HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。
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エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 123)」を参照してください。

AccessDeniedException

呼び出し元の ID に必要な最小アクセス許可がないため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 403
InternalServerException

AWS への内部エラーのため、操作が失敗しました。後でもう一度操作をお試しください。

HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException

操作が頻繁に呼び出され、スロットルの制限を超えているため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 429
ValidationException

入力パラメータのいずれかが無効であるため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 400

例
例 1
次の例では、操作の呼び出しに使用される認証情報を持つアカウントの請求代行連絡先を設定します。

リクエスト例

POST / HTTP/1.1
X-Amz-Target: AWSAccountV20210201.PutAlternateContact

{ 
    "AlternateContactType": "Billing", 
    "Name": "Carlos Salazar", 
    "Title": "CFO", 
    "EmailAddress": "carlos@example.com", 
    "PhoneNumber": "206-555-0199"
}

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

例 2
次の例では、組織内の指定されたメンバーアカウントの請求代行連絡先を設定または上書きします。組織
の管理アカウントまたはアカウント管理サービスの委任管理者アカウントの認証情報を使用する必要があ
ります。

リクエスト例

POST / HTTP/1.1

110



AWS アカウント管理 リファレンスガイド
PutAlternateContact

X-Amz-Target: AWSAccountV20210201.PutAlternateContact

{ 
    "AccountId": "123456789012", 
    "AlternateContactType": "Billing", 
    "Name": "Carlos Salazar", 
    "Title": "CFO", 
    "EmailAddress": "carlos@example.com", 
    "PhoneNumber": "206-555-0199"
}

レスポンス例

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutContactInformation
の主要連絡先情報を更新しますAWS アカウント。

主連絡先操作の使用方法については、主連絡先および代替連絡先情報の更新を参照してください。

リクエストの構文

POST /putContactInformation HTTP/1.1
Content-type: application/json

{ 
   "AccountId": "string", 
   "ContactInformation": {  
      "AddressLine1": "string", 
      "AddressLine2": "string", 
      "AddressLine3": "string", 
      "City": "string", 
      "CompanyName": "string", 
      "CountryCode": "string", 
      "DistrictOrCounty": "string", 
      "FullName": "string", 
      "PhoneNumber": "string", 
      "PostalCode": "string", 
      "StateOrRegion": "string", 
      "WebsiteUrl": "string" 
   }
}

URI リクエストパラメータ
リクエストでは URI パラメータを使用しません。

リクエストボディ
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。

AccountId (p. 112)

この操作でアクセスまたは変更するAWS アカウントの 12 桁のアカウント ID 番号を指定します。こ
のパラメータを指定しない場合、AWS アカウント操作を呼び出したアイデンティティのがデフォルト
になります。このパラメータを使用するには、呼び出し元が組織の管理アカウントまたは委任された
管理者アカウントである必要があります。指定するアカウント ID は、同じ組織のメンバーアカウント
でもなければなりません。組織はすべての機能を有効にして、アカウント管理サービス用の有効な信
頼されたアクセスを持つ必要があり、オプションとして委任管理者アカウントが割り当てられます。

Note

管理アカウントは独自のアカウントを指定できませんAccountId。AccountIdパラメータ
を含めないことにより、スタンドアロンコンテキストでの操作を呼び出さなければなりませ
ん。

組織のメンバーではないアカウントでこの操作を呼び出すには、このパラメータを指定しないでくだ
さい。代わりに、取得または変更する取引先責任者のアカウントに属する ID を使用して操作を呼び出
します。

タイプ: 文字列

パターン: ^\d{12}$
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必須: いいえ
ContactInformation (p. 112)

に関連する主な連絡先情報の詳細が含まれますAWS アカウント。

型: ContactInformation (p. 117) オブジェクト

必須: はい

レスポンスの構文

HTTP/1.1 200

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「一般的なエラー (p. 123)」を参照してください。

AccessDeniedException

呼び出し元の ID に必要な最小アクセス許可がないため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 403
InternalServerException

AWS への内部エラーのため、操作が失敗しました。後でもう一度操作をお試しください。

HTTP ステータスコード: 500
TooManyRequestsException

操作が頻繁に呼び出され、スロットルの制限を超えているため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 429
ValidationException

入力パラメータのいずれかが無効であるため、操作が失敗しました。

HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS コマンドラインインターフェイス
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS用の SDK JavaScript
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関連アクション

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

その他の関連アクションAWSサービス
以下のオペレーションはに関連しています。AWS Account Managementしかし、の一部はありますAWS 
Organizations名前空間:

• CreateAccount (p. 114)
• GovCloud アカウントを作成する (p. 114)
• DescribeAccount (p. 114)

CreateAccount
-CreateAccountAPI オペレーションは、によって管理されている組織のコンテキストでのみ使用できま
す。AWS Organizationsサービス。API オペレーションは、そのサービスの名前空間に定義されています。

詳細については、「」を参照してください。CreateAccountのAWS OrganizationsAPI リファレンス。

GovCloud アカウントを作成する
-CreateGovCloudAccountAPI オペレーションは、によって管理されている組織のコンテキストでのみ
使用できます。AWS Organizationsサービスサービス。API オペレーションは、そのサービスの名前空間に
定義されています。

詳細については、「」を参照してください。GovCloud アカウントを作成するのAWS OrganizationsAPI リ
ファレンス。

DescribeAccount
-DescribeAccountAPI オペレーションは、によって管理されている組織のコンテキストでのみ使用でき
ます。AWS Organizationsサービス。API オペレーションは、そのサービスの名前空間に定義されていま
す。

詳細については、「」を参照してください。DescribeAccountのAWS OrganizationsAPI リファレンス。

データ型
以下のデータ型 (タイプ) がサポートされています。

• AlternateContact (p. 115)
• ContactInformation (p. 117)
• Region (p. 120)
• ValidationExceptionField (p. 121)
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AlternateContact

AlternateContact
AWS アカウントに関連付けられた代替連絡先の詳細を含む構造

目次
AlternateContactType

代替連絡先のタイプ。

タイプ: 文字列

有効な値:  BILLING | OPERATIONS | SECURITY

必須: いいえ
EmailAddress

この代替連絡先に関連付けられているメールアドレス。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 64 文字です。

パターン: ^[\s]*[\w+=.#!&-]+@[\w.-]+\.[\w]+[\s]*$

必須: いいえ
Name

この代替連絡先に関連付けられている名前。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 64 文字です。

必須: いいえ
PhoneNumber

この代替連絡先に関連付けられている電話番号。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 25 です。

パターン: ^[\s0-9()+-]+$

必須: いいえ
Title

この代替連絡先に関連付けられているタイトル。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 50 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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AlternateContact

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ContactInformation

ContactInformation
に関連する主な連絡先情報の詳細が含まれますAWS アカウント。

目次
AddressLine1

主要連絡先住所の1行目。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 60 です。

必須: はい
AddressLine2

主要連絡先住所の 2 行目 (ある場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 60 です。

必須: いいえ
AddressLine3

主要連絡先住所の3行目 (ある場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 60 です。

必須: いいえ
City

主要連絡先住所の市区町村。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 50 です。

必須: はい
CompanyName

主要連絡先情報に関連する会社の名前 (ある場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 50 です。

必須: いいえ
CountryCode

主要連絡先住所の ISO-3166 の 2 文字の国コード。

タイプ: 文字列

長さの制限:固定長は 2 です。
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必須: はい
DistrictOrCounty

主要連絡先住所の地区または郡 (ある場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 50 です。

必須: いいえ
FullName

主要連絡先住所のフルネーム。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 50 です。

必須: はい
PhoneNumber

主要連絡先情報の電話番号。番号は検証され、一部の国ではアクティベーションの確認が行われま
す。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 20 です。

パターン: ^[+][\s0-9()-]+$

必須: はい
PostalCode

主要連絡先住所の郵便番号。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 20 です。

必須: はい
StateOrRegion

主要連絡先住所の州または地域。このフィールドは、一部の国では必須です。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 50 です。

必須: いいえ
WebsiteUrl

主要連絡先情報に関連付けられた Web サイトの URL (ある場合)。

タイプ: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 256 です。

分位数は、確率分布を等しい確率の領域に分割したものです。
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ContactInformation

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Region

Region
これは、特定のアカウントのリージョンを表す構造で、名前とオプトインステータスで構成されます。

内容
RegionName

特定のリージョンのリージョンコード (例:us-east-1)。

型: 文字列

長さの制限: 最小長は 1 です。最大長は 50 です。

必須: いいえ
RegionOptStatus

リージョンが受ける可能性のあるステータスの1つ (有効、有効化、無効、無効
化、Enabled_By_Default)。

型: 文字列

有効な値:  ENABLED | ENABLING | DISABLING | DISABLED | ENABLED_BY_DEFAULT

必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ValidationExceptionField

ValidationExceptionField
入力は、AWS指定されたフィールドでサービスによって指定された制約を満たしませんでした。

内容
message

検証例外に関するメッセージ。

型: 文字列

必須: はい
name

無効なエントリが検出されたフィールド名。

型: 文字列

必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

共通パラメータ
次のリストには、すべてのアクションが署名バージョン 4 リクエストにクエリ文字列で署名するために
使用するパラメータを示します。アクション固有のパラメータは、アクションのトピックに示されていま
す。署名バージョン 4 の詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWSAPI リクエストへの署名」を参照
してください。

Action

実行するアクション。

型: 文字列

必須: はい
Version

リクエストが想定している API バージョンである、YYYY-MM-DD 形式で表示されます。

型: 文字列

必須: はい
X-Amz-Algorithm

リクエストの署名を作成するのに使用したハッシュアルゴリズム。
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条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。

型: 文字列

有効な値: AWS4-HMAC-SHA256

必須: 条件による
X-Amz-Credential

認証情報スコープの値で、アクセスキー、日付、対象とするリージョン、リクエストしているサー
ビス、および終了文字列 ("aws4_request") を含む文字列です。値は次の形式で表現されます。
[access_key/YYYYYYYYMMDD/リージョン/サービス/aws4_request]

詳細については、IAM ユーザーガイドの「署名付きAWS API リクエストを作成する」を参照してくだ
さい。

条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。

型: 文字列

必須: 条件による
X-Amz-Date

署名を作成するときに使用する日付です。形式は ISO 8601 基本形式の YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z' で
なければなりません。例えば、日付 20120325T120000Z は、有効な X-Amz-Date の値です。

条件: X-Amz-Date はすべてのリクエストに対してオプションです。署名リクエストで使用する日付よ
りも優先される日付として使用できます。ISO 8601 ベーシック形式で日付ヘッダーが指定されている
場合、X-Amz-Date は必要ありません。X-Amz-Date を使用すると、常に Date ヘッダーの値よりも優
先されます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWSAPI リクエスト署名の要素」を参照して
ください。

タイプ: 文字列

必須: 条件による
X-Amz-Security-Token

AWS Security Token Service(AWS STS) を呼び出して取得された一時的セキュリティトークン。から
の一時的なセキュリティ認証情報をサポートするサービスのリストについてはAWS STS、「IAM ユー
ザーガイド」の「IAM と連携するサービス」を参照してくださいAWS のサービス。

条件:からの一時的なセキュリティ認証情報を使用する場合AWS STS、セキュリティトークンを含め
る必要があります。

タイプ: 文字列

必須: 条件による
X-Amz-Signature

署名する文字列と派生署名キーから計算された 16 進符号化署名を指定します。

条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。

型: 文字列

必須: 条件による
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一般的なエラー

X-Amz-SignedHeaders

正規リクエストの一部として含まれていたすべての HTTP ヘッダーを指定します。署名付きヘッダー
の指定の詳細については、IAM ユーザーガイドの「署名付きAWS API リクエストを作成する」を参照
してください。

条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。

型: 文字列

必須: 条件による

一般的なエラー
このセクションでは、すべての AWS のサービスの API アクションに共通のエラーを一覧表示していま
す。このサービスの API アクションに固有のエラーについては、その API アクションのトピックを参照し
てください。

AccessDeniedException

このアクションを実行する十分なアクセス権限がありません。

HTTP ステータスコード: 400
IncompleteSignature

リクエストの署名が AWS 基準に適合しません。

HTTP ステータスコード: 400
InternalFailure

リクエストの処理が、不明なエラー、例外、または障害により実行できませんでした。

HTTP ステータスコード: 500
InvalidAction

要求されたアクション、または操作は無効です。アクションが正しく入力されていることを確認しま
す。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidClientTokenId

指定された x.509 証明書、または AWS アクセスキー ID が見つかりません。

HTTP ステータスコード: 403
InvalidParameterCombination

同時に使用できないパラメータが、同時使用されています。

HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValue

無効な値または範囲外の値が入力パラメータとして指定されました。

HTTP ステータスコード: 400
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InvalidQueryParameter

AWS クエリ文字列が正しい形式でないか、AWS 基準を順守していません。

HTTP ステータスコード: 400
MalformedQueryString

クエリ文字列に構文エラーがあります。

HTTP ステータスコード: 404
MissingAction

リクエストに、アクションまたは必須パラメータが含まれていません。

HTTP ステータスコード: 400
MissingAuthenticationToken

リクエストには、有効な (登録された) AWS アクセスキー ID、または X.509 証明書のどちらか一方が
含まれている必要があります。

HTTP ステータスコード: 403
MissingParameter

指定したアクションの必須パラメータが指定されていません。

HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorized

このアクションを実行するアクセス許可がありません。

HTTP ステータスコード: 400
OptInRequired

サービスを利用するためには、AWS アクセスキー ID を取得する必要があります。

HTTP ステータスコード: 403
RequestExpired

リクエストの日付スタンプから 15 分を経過した後またはリクエストの有効期限 (署名付き URL の場
合など) から 15 分を経過した後に、リクエストが到着しました。または、リクエストの日付スタンプ
が現在より 15 分以上先です。

HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailable

リクエストは、サーバーの一時的障害のために実行に失敗しました。

HTTP ステータスコード: 503
ThrottlingException

リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。

HTTP ステータスコード: 400
ValidationError

入力は、AWS のサービスで指定された制約を満たしていません。

HTTP ステータスコード: 400
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HTTP クエリリクエストの作成

HTTP クエリリクエストを作成して API を呼び出す
このセクションでは、AWS アカウント管理のためのクエリ API の使用についての一般的な情報を提供し
ます。API 操作とエラーの詳細については、「API リファレンス (p. 84)」を参照してください。

Note

AWS アカウント管理クエリ API を直接呼び出す代わりに、AWS SDK のいずれかを使用できま
す。AWS SDK は、さまざまなプログラム言語およびプラットフォームのライブラリやサンプル
コード (Java、Ruby、.NET、iOS、Android など) から成ります。SDK は、AWS アカウント管
理や AWS へのプログラムによるアクセス許可を作成するうえで役立ちます。例えば、SDK は
要求への暗号を使用した署名、エラーの管理、要求の自動的な再試行などのタスクを処理しま
す。AWS SDK のダウンロードやインストールなどの詳細については、「Amazon Web Services 
のツール」を参照してください。

AWS アカウント管理用のクエリ API の使用、サービスアクションを呼び出すことができます。クエリ 
API リクエストは、HTTPS リクエストであり、実行すべき操作を示す Action パラメータを含む必要が
あります。AWSアカウント管理は、すべての操作について GET と POST をサポートします。つまり、API 
は、あるアクションには GET、別のアクションには POST というような使い分けを必要としません。た
だし、GET リクエストには URL サイズの制限があります。この制限はブラウザによって異なり、通常は 
2,048 バイトです。したがって、大きなサイズを必要とするクエリ API リクエストでは、POST リクエス
トを使用する必要があります。

レスポンスは XML 文書です。レスポンスの詳細については、API リファレンス (p. 84) の個々のアクショ
ンページを参照してください。

トピック
• エンドポイント (p. 125)
• HTTPS の必要性 (p. 125)
• AWS アカウント管理 API リクエストに署名する (p. 125)

エンドポイント
AWS アカウント管理には、米国東部 (バージニア北部) AWS リージョン でホストされる単一のグローバル 
API エンドポイントがあります。

AWSすべてのサービスのエンドポイントとリージョンの詳細については、『』の「リージョンのとエンド
ポイント」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

HTTPS の必要性
クエリ API は、セキュリティ認証情報などの機密情報を返す可能性があるので、必ず HTTPS を使用して
すべての API リクエストを暗号化する必要があります。

AWS アカウント管理 API リクエストに署名する
リクエストには、アクセスキー ID およびシークレットアクセスキーによる署名が必要です。AWS アカ
ウント管理での日々の作業には、AWS ルートアカウント認証情報を使用しないことを強くお勧めしま
す。AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーの認証情報または IAM ロールなどで使用する
一時的な認証情報を使用できます。

API リクエストに署名するには、AWS 署名バージョン 4 を使用する必要があります。署名バージョン 4 
の使用については、『』の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参照してくださいAWS 全般のリファ
レンス。
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AWS アカウント管理 API リクエストに署名する

詳細については、次を参照してください。

• AWS セキュリティ認証情報 － AWS へのアクセスに使用できる認証情報の種類に関する一般的な情報
を提供します。

• IAM ベストプラクティス － AWS アカウント管理に含まれるリソースなど、AWS リソースの保護に役
立つ IAM サービスの使用に関するアドバイスを提供します。

• 一時認証情報 － 一時的なセキュリティ認証情報の作成方法と使用方法を説明します。
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AWS Account Management のクォー
タ

おれのAWS アカウントにはデフォルトのクォータ (以前は制限と呼ばれていました) がありますAWSサー
ビス。特に明記されていない限り、クォータはAWS リージョン固有のものです。

EACYAWS アカウントアカウント管理に関して以下のクォータがあります。

リソース クォータ

内の代替連絡先の数AWS アカウント 3-それぞれ1つずつBILLING,SECURITY, およ
びOPERATIONS

レートのGetAlternateContactアカウントあた
りのの API オペレーション

毎秒 10、毎秒15までバーストする

レートのPutAlternateContactアカウントあた
りのの API オペレーション

1 秒あたり 5、1 秒あたり 8 までバースト

レートのDeleteAlternateContactアカウント
あたりのの API オペレーション

毎秒 1、バースト毎秒 2
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アカウント作成の問題

のトラブルシューティングAWS アカ
ウント

以下のトピックの情報を使用すると、の問題を診断して修正することができます。AWS アカウント。

トラブルシューティングのトピック
• AWS アカウント の作成に関する問題のトラブルシューティング (p. 128)
• ルートユーザーに関する問題のトラブルシューティング (p. 130)
• に関する問題のトラブルシューティングAWS アカウントサインイン (p. 131)
• AWS アカウント に関する問題のトラブルシューティング (p. 131)

AWS アカウント の作成に関する問題のトラブル
シューティング

ここに記載する情報は、AWS アカウント の作成に関係する問題のトラブルシューティングに役立ちま
す。

問題点
• 新しいアカウントを検証するための電話が AWS からかかってきません。 (p. 128)
• AWS アカウント電話によるの検証をしようとすると、「最大失敗回数」についてのエラーが表示され

ます。 (p. 129)
• 24 時間以上経ちましたが、アカウントが有効になっていません (p. 129)

新しいアカウントを検証するための電話が AWS から
かかってきません。
AWS アカウント を作成する際には、SMS メッセージまたは音声通話を受信できる電話番号を指定する必
要があります。番号の検証に使用する方法を指定します。

メッセージや通話が届かない場合、以下の点を確認します。

• サインアッププロセスで正しい電話番号を入力し、正しい国番号を選択しました。
• 携帯電話を使用している場合、SMS メッセージまたは通話を受信するための電波があることを確認しま

す。
• 支払い方法として正しい方法を入力してあります。

本人確認プロセスを完了するのための SMS または電話が届かない場合、手動で AWS Support をアクティ
ブにするには AWS アカウント が役立ちます。以下のステップを使用します。

1. AWS アカウント に提供した電話番号に出られることを確認します。
2. AWS Support コンソールを開いて [Crate case] (ケースの作成) を選択します。

a. [Account and billing support] (アカウントおよび請求サポート) を選択します。
b. [Type] (タイプ) で [Account] (アカウント) を選択します。
c. [Category] (カテゴリー) で Activation (アクティベーション) を選択します。
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AWS アカウント電話によるの検証をしようとすると、
「最大失敗回数」についてのエラーが表示されます。

d. [Case description] (ケースの説明) セクションで、連絡可能な日時を指定します。
e. [Contact options] (連絡先オプション) セクションで [Contact methods] (連絡先方法) に [Chat] (チャッ

ト) を選択します。
f. [Submit] (送信) を選択します。

Note

AWS アカウント がまだアクティブにっなていなくても AWS Support でケースを作成できます。

AWS アカウント電話によるの検証をしようとする
と、「最大失敗回数」についてのエラーが表示されま
す。
AWS Support は、アカウントを手動でアクティブにしようとする際に役立ちます。以下の手順に従いま
す。

1. アカウントの作成時に指定したメールアドレスとパスワードを使用して AWS アカウント にサインイ
ンします。

2. AWS Supportコンソールを開き、[ケースの作成] を選択します。
3. [Account and Billing Support] (アカウントおよび請求サポート) を選択します。
4. [Type] (タイプ) で [Account] (アカウント) を選択します。
5. [Category] (カテゴリー) で Activation (アクティベーション) を選択します。
6. [Case description] (ケースの説明) セクションで、連絡可能な日時を指定します。
7. [Contact options] (連絡先オプション) セクションで [Contact methods] (連絡先方法) に [Chat] (チャット) 

を選択します。
8. [Submit] (送信) を選択します。

AWS Support はユーザーに連絡し、手動で AWS アカウント をアクティブにしようと試みます。

24 時間以上経ちましたが、アカウントが有効になっ
ていません
アカウントのアクティベーションが遅れる場合があります。処理に 24 時間以上かかる場合は、次の点を
確認してください。

• アカウントのアクティベーションプロセスを完了します。

必要な情報をすべて追加する前にサインアッププロセスのウィンドウを閉じている場合は、登録ページ
を開きます。[Sign in to existing] (既存のものにサインイン) を選択してAWS アカウント、アカウント用
に選択したメールアドレスとパスワードを使用してサインインします。

• お支払い方法に関連する情報を確認してください。

AWS Billing and Cost Managementコンソールで、支払い方法にエラーがないか確認します。
• 金融機関に問い合わせます。

金融機関は、からの承認リクエストを拒否することがありますAWS。支払い方法に関連する機関に連絡
し、からの承認申請を承認するよう依頼してくださいAWS。 AWS金融機関によって承認されると、は
すぐに承認リクエストをキャンセルします。そのため、承認リクエストに対して課金されることはあり
ません。承認リクエストは、金融機関からの明細書に小額料金 (通常 1 USD) として表示される場合があ
ります。
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ルートユーザーの問題

• メールおよびスパムフォルダで追加情報のリスエストを確認します。
• 別のブラウザを試します。
• AWS Support に連絡します。

AWS Support にお問い合わせください。既に試したトラブルシューティング手順については、言及しま
す。

Note

AWS との通信において、クレジットカード番号などの機密情報を提供しないでください。

ルートユーザーに関する問題のトラブルシューティ
ング

ここに記載する情報は、AWS アカウント のルートユーザーに関係する問題のトラブルシューティングに
役立ちます。

問題点
• アカウントルートユーザーとしてサインインしたときに実行できると期待されるタスクを実行できな

い (p. 130)
• AWS アカウント のルートユーザーパスワードを忘れてしまった (p. 130)
• AWS アカウント アカウントの E メールにアクセスできない (p. 130)

アカウントルートユーザーとしてサインインしたとき
に実行できると期待されるタスクを実行できない
アカウントのルートユーザーとしてサインインしたときにタスクを完了できない場合、そのアカウントが 
AWS Organizations 内の組織のメンバーである可能性があります。組織の管理者がサービスコントロール
ポリシー (SCP) でアカウントのアクセス許可を制限した場合、 ルートユーザーを含めたすべのユーザー
が影響を受けます。詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「サービスコントロールポリ
シー」を参照してください。

AWS アカウント のルートユーザーパスワードを忘れ
てしまった
ルートユーザーであり、AWS アカウント アカウントのパスワードを紛失または忘れた場合は、パスワー
ドをリセットできます。AWS アカウント の作成に使用した E メールアドレスを把握し、E メールアカウ
ントへのアクセス権限を持っている必要があります。詳細については、「紛失したか忘れた AWS のパス
ワードまたはアクセスキーをリセットする」を参照してください。

AWS アカウント アカウントの E メールにアクセスで
きない
AWS アカウント を作成する際に E メールアドレスとパスワードを指定します。これらは、AWS アカウ
ントのルートユーザー の認証情報です。AWS アカウント に関連付けられている E メールアドレスが不明
な場合、no-reply@amazon.com から、AWS アカウント を開くために使用された可能性のある組織の E 
メールアドレスへの保存済みの連絡を確認します。
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サインインに関する問題

E メールアドレスがわかっていても、E メールにアクセスできなくなった場合は、まず次のいずれかのオ
プションを使用して、E メールへのアクセスを回復します。

• E メールアドレスのドメインを所有している場合は、削除した E メールアドレスを復元できます。また
は、E メールアカウントにキャッチオールを設定することもできます。「キャッチオール」は、メール
サーバーに存在しなくなった E メールアドレスに送信されたすべてのメッセージをキャッチし、別の
メールアドレスにリダイレクトします。

• アカウントの E メールアドレスが企業 E メールシステムの一部である場合は、IT システム管理者に連
絡することをお勧めします。管理者は、E メールへのアクセス許可の回復を支援できる可能性がありま
す。

それでも AWS アカウント にサインインできない場合、[Contact us] (お問い合わせ) で代替サポートオプ
ションを見つけることができます。[I cannot login to my AWS アカウント] (ログインできません) を展開し
て [Request Support for AWS アカウント Credentials] (認証情報のサポートをリクエスト)] を選択します。
フォームに情報を入力し、[Submit (送信)] を選択します。

に関する問題のトラブルシューティングAWS アカ
ウントサインイン

ユーザーのサインインに関連する問題のトラブルシューティングに役立つ情報は、ここに記載されていま
す。AWS アカウント。

Note

このトピックでは、Amazon Web Services アカウントにサインインする方法について説明しま
す。へのサインインに問題がある場合Amazon.comショッピングアカウント、参照Amazon カス
タマーサービス代わりに。

問題点
• 必要なのAWS アカウントID またはエイリアス (p. 131)
• IAM ユーザー名またはパスワードを忘れた場合 (p. 131)

必要なのAWS アカウントID またはエイリアス
もしあなたがAWS Identity and Access Management(IAM) ユーザーがサインインしていない場合は、管
理者にAWS アカウントIDまたはAWS アカウントエイリアス。サインインするには、この情報に加え
て、IAM ユーザー名とパスワードが必要です。AWS アカウント。

IAM ユーザー名またはパスワードを忘れた場合
IAM ユーザーの場合は、管理者が認証情報を提供します。パスワードを忘れた場合は、管理者にリセット
を依頼する必要があります。

セキュリティ上の目的で、AWS にはお客様の認証情報を表示、提供、または変更するアクセス権限はあり
ません。

AWS アカウント に関する問題のトラブルシュー
ティング

ここに記載する情報は、AWS アカウント に関係する問題のトラブルシューティングに役立ちます。
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AWS アカウント のクレジットカードを変更する必要がある

問題点
• AWS アカウント のクレジットカードを変更する必要がある (p. 132)
• 不正な AWS アカウント アカウントアクティビティを報告する必要がある (p. 132)
• AWS アカウント を閉じる必要がある (p. 132)

AWS アカウント のクレジットカードを変更する必要
がある
AWS アカウント のクレジットカードを変更するには、サインインする必要があります。AWS には保護機
能があり、アカウントの所有者であることを証明するように求められます。手順については、AWS Billing 
ユーザーガイドの「クレジットカード支払い方法の管理」を参照してください。

不正な AWS アカウント アカウントアクティビティを
報告する必要がある
AWS アカウント アカウントを使用した不正なアクティビティの疑いがあり、レポートを作成する場合
は、「AWS リソースの不正使用の報告方法」を参照してください。

Amazon.com での購入に関する問題については、Amazon カスタマーサービスを参照してください。

AWS アカウント を閉じる必要がある
AWS アカウント の問題を解決するためのヘルプについては、「AWS アカウント を閉鎖する (p. 33)」を
参照してください。
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アカウント管理ユーザーガイドのド
キュメント履歴

次の表は、AWS アカウント管理のドキュメントリリースの一覧です。

変更 説明 日付

新しい連絡先情報 API 新規の
SupportGetContactInformationそ
し
てPutContactInformationAPI。

2022 年 7 月 22 日

AWSAccount Managementは、
次の方法で代替連絡先を更新
できるようになりましたAWS 
Organizationsコンソール。

組織の代替連絡先を次の方法で
更新できるようになりました
AWS Organizationsupdatedに
よって提供されたアカウントAPI
権限を使用するコンソールAWS 
Organizationsマネージドポリ
シー

2022 年 2 月 8 日

初回リリース (p. 133) AWS アカウント管理リファレン
スガイドの初回リリース

2021 年 9 月 30 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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