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AWS Artifact ユーザーガイド
料金

AWS Artifact の概要
AWS Artifactでは、AWS ISO 認定、Payment Card Industry (PCI) レポート、Service Organization Control 
(SOC) レポートなどのAWSセキュリティおよびコンプライアンスドキュメントのオンデマンドダウンロー
ドを実行できます。これらのセキュリティおよびコンプライアンスドキュメント (監査アーティファク
トとも呼ばれます) を監査人や規制機関に送信し、使用中の AWS インフラストラクチャとサービスのセ
キュリティとコンプライアンスを示すことができます。また、これらのドキュメントをガイドラインとし
て使用して、自社のクラウドアーキテクチャを評価し、会社の内部統制の有効性を評価することもできま
す。

さらに、AWS Artifact ISO 認定、Service Organization Control (ISV) のステップOrganization Control 
(SOC) レポートなどのセキュリティおよびコンプライアンスドキュメントのオンデマンドダウンロードを
実行できますAWS Marketplace。詳細については詳細については詳細については詳細については詳細につ
いては詳細については詳細については詳細については詳細については詳細については詳細については詳細
についてはAWS Marketplace詳細については詳細については詳細については詳細については詳細について
は

AWS のお客様による自社のセキュリティとコンプライアンスを示すドキュメントの作成または取得につい
ては、お客様の責任となります。詳細については、「責任共有モデル」を参照してください。

また、AWS Artifact を使用し、事業提携契約 (BAA) のような AWS 契約の状況を確認、受諾、追跡でき
ます。BAA は通常、Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) の対象となる企業にお
いて必要なものであり、保護されるべき医療情報 (PHI) が適切に保護されていることを確認するもので
す。AWS Artifact を使用して、AWS との契約を受諾し、限定された情報を法的に処理できる AWS アカウ
ントを指定できます。複数のアカウントに代わって契約を受諾できます。複数アカウントの契約を受諾す
るには、AWS Organizations を使用して組織を作成します。

詳細については、「AWS Artifact」を参照してください。

料金
AWS は AWS Artifact ドキュメントおよび契約を無料で提供しています。
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ステップ 1: AWS にサインアップする

AWS Artifact の開始方法
AWS Artifactは、AWSセキュリティおよびコンプライアンスレポートの中心的なリソースを提供し
ます。AWS Artifactで使用可能なアーティファクトには、Service Organization Control (SOC) レポー
ト、Payment Card Industry (PCI) レポート、およびAWSセキュリティコントロールの実装と運用効果を検
証する認定機関からの認定が含まれます。さらに、AWS Artifact ISO 認定、および Service Organization 
Control (SOC) レポートなどのセキュリティおよびコンプライアンスドキュメントのオンデマンドアクセス
を実行できますAWS Marketplace。詳細については、「AWS Marketplaceベンダーインサイト」を参照し
てください。

AWS Artifactビジネスアソシエイト補遺（BAA）などの法的契約を承諾して管理することができま
す。AWS Organizations を使用すると、契約を組織内のすべてのアカウントに代わって受諾できます。受
諾すると、すべての既存のメンバーアカウントおよび今後のメンバーアカウントはすべてこの契約の範囲
内となります。

タスク
• ステップ 1: AWS にサインアップする (p. 2)
• ステップ 2: レポートのダウンロード (p. 2)
• ステップ 3: 契約の管理 (p. 3)

ステップ 1: AWS にサインアップする
以下がない場合は、以下のステップを実行して AWS アカウント を作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

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

ステップ 2: レポートのダウンロード
Adobe Acrobat Reader を使用してレポートをダウンロードできます。他の PDF リーダーはサポートされ
ていません。詳細については、「レポートをダウンロードする (p. 4)」を参照してください。

レポートをダウンロードするには

1. https://console.aws.amazon.com/artifact/AWS Artifact でコンソールを開きます。
2. AWS Artifact ホームページで [レポートの表示] を選択します。
3. [レポート] ページで、[AWSレポート]AWS タブを使用してレポートにアクセスし、[サードパーティ

レポート] タブに移動して、製品を販売する独立系ソフトウェアベンダー (ISV)AWS Marketplace のレ
ポートにアクセスします。
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ステップ 3: 契約の管理

4. (オプション) 検索フィールドにキーワードを入力して、レポートを検索します。
5. レポートを選択し、[レポートのダウンロード] を選択します。
6. （オプション）「サードパーティのレポート」タブで、レポートのタイトルをクリックすると、ISV 

レポートの詳細ページにアクセスして、レポートの詳細を確認できます。
7. ダウンロードする特定のレポートに適用される規約に同意するよう求められることがあります。詳細

に読むことをお勧めします。完了したら、[I have read and agree to all the terms (すべての条件を読
み、同意します)] を選択し、[Accept terms and download (規約に同意してダウンロードする)] を選択
します。

8. Adobe Acrobat Reader を使用して、ダウンロードしたファイルを開きます。利用規約のセクションを
お読みください。完了したら、指示に従って、ダウンロードしたレポートを表示します。

サードパーティのレポートには、AWSAWS Marketplaceベンダーインサイトに登録したお客様のみがアク
セスできます。詳細については、「AWS Marketplaceベンダーインサイト」を参照してください。

ステップ 3: 契約の管理
契約を締結する前に、AWS Artifact 機密保持契約 (NDS) の条件をダウンロードして同意する必要がありま
す。各契約は機密情報であり、社外のユーザーと共有することはできません。

AWS との契約を受諾するには

1. https://console.aws.amazon.com/artifact/AWS Artifact でコンソールを開きます。
2. AWS Artifact ナビゲーションペインで [Agreements (契約)] を選択します。
3. 自分のアカウントの契約を管理するには [アカウント契約] を選択します。組織の代わりに客を管理す

るには、[組織の契約] を選択します。
4. 契約書のセクションを展開します。
5. [Download and review] (ダウンロードしてレビュー) を選択します。
6. 利用規約をお読みください。完了したら、[Accept and download] (同意してダウンロード) を選択しま

す。
7. 契約書を確認し、チェックボックスを選択して同意することを示します。
8. [Accept] (同意する) を選択して契約を受諾します。

詳細については、「契約の管理 (p. 6)」を参照してください。
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レポートをダウンロードする

AWS Artifact にレポートをダウン
ロードする

AWS Artifact コンソールからレポートをダウンロードできます。AWS Artifact からレポートをダウンロー
ドすると、レポートは特にお客様用に生成され、各レポートには一意のウォーターマークが含まれます。
このため、レポートは信頼しているユーザーとのみ共有してください。添付ファイルとしてレポートを E 
メールで送信したり、オンラインで共有したりしないでください。レポートを共有するには、Amazon な
どのセキュアな共有サービスを使用します WorkDocs。一部のレポートでは、ダウンロードする前に規約
に同意する必要があります。

内容
• レポートをダウンロードする (p. 4)
• ドキュメントのセキュリティで保護する (p. 4)
• トラブルシューティング (p. 5)

レポートをダウンロードする
レポートをダウンロードするには、必須のアクセス許可が必要です。詳細については、「AWS Artifact で
の Identity and Access Management (p. 10)」を参照してください。

AWS Artifact にサインアップすると、アカウントに一部のレポートをダウンロードするアクセス許可が自
動的に付与されます。アクセスに問題がある場合はAWS Artifact、AWS Artifactサービス認証リファレンス
ページのガイダンスに従ってください。

レポートをダウンロードするには

1. https://console.aws.amazon.com/artifact/AWS Artifact でコンソールを開きます。
2. AWS Artifact ホームページで [レポートの表示] を選択します。
3. [レポート] ページで、[AWSレポート]AWS タブを使用してレポートにアクセスし、[サードパーティ

レポート] タブに移動して、製品を販売する独立系ソフトウェアベンダー (ISV)AWS Marketplace のレ
ポートにアクセスします。

4. (オプション) 検索フィールドにキーワードを入力して、レポートを検索します。
5. レポートを選択し、[レポートのダウンロード] を選択します。
6. (オプション)「サードパーティレポート」タブで、レポートのタイトルをクリックして ISV レポート

の詳細ページにアクセスすると、レポートの詳細ページにアクセスして、レポートの詳細を確認でき
ます。

7. ダウンロードする特定のレポートに適用される規約に同意するよう求められることがあります。詳細
に読むことをお勧めします。完了したら、[I have read and agree to all the terms (すべての条件を読
み、同意します)] を選択し、[Accept terms and download (規約に同意してダウンロードする)] を選択
します。

8. Adobe Acrobat Reader を使用して、ダウンロードしたファイルを開きます。利用規約のセクションを
お読みください。完了したら、指示に従って、ダウンロードしたレポートを表示します。

ドキュメントのセキュリティで保護する
AWS Artifactドキュメントは機密であり、常に安全に保護する必要があります。 AWS ArtifactAWS文書に
は責任分担モデルを使用しています。このため、AWSは、AWSクラウドにある間はドキュメントを安全
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トラブルシューティング

に保護しますが、ダウンロード後に安全に保護するのはお客様の責任になります。 AWS Artifactでは、ド
キュメントをダウンロードする前に規約に同意する必要があります。各ドキュメントのダウンロードには
一意のトレース可能なウォーターマークが含まれます。

機密とマークされているドキュメントは、企業内、規制機関、およびお客様の監査人とのみ共有でき
ます。これらのドキュメントをお客様の顧客またはウェブサイト上で共有することは許可されていませ
ん。Amazon WorkDocs などのセキュアなドキュメント共有サービスを使用して、他のユーザーとドキュ
メントを共有することを強くお勧めします。ドキュメントは E メール経由で送信したり、セキュアでない
サイトにアップロードしたりしないでください。

トラブルシューティング
ドキュメントをダウンロードできない場合、またはエラーメッセージが表示される場合は、AWS Artifact 
のよくある質問の「トラブルシューティング」を参照してください。
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単一アカウントの契約

AWS Artifact での契約の管理
AWS Artifact Agreements を使用すると、AWS Management Console でアカウントや組織の契約を確
認、受諾、管理できます。たとえば、事業提携契約 (BAA) は通常、Health Insurance Portability and 
Accountability Act (HIPAA) の対象となる企業において必要なものであり、保護されるべき医療情報 (PHI) 
が適切に保護されていることを確認するものです。AWS Artifact を使用して BAA などの契約を AWS と結
び、PHI を法的に処理できる AWS アカウントを指定できます。AWS Organizations を使用すると、AWS 
BAA などの契約を組織内のすべてのアカウントに代わって受諾できます。既存のメンバーアカウントおよ
び今後のメンバーアカウントはすべてこの契約の範囲内となり、PHI を法的に処理できます。

また、AWS Artifact を使用して AWS アカウントまたは組織が契約を受諾したことを確認したり、義務を
理解するために受諾した契約の条項を確認したりすることもできます。アカウントや組織で受諾済みの契
約書を使用する必要がなくなった場合は、AWS Artifact を使用して契約を終了できます。契約を終了して
も、後で使用する必要が生じた場合は、再度有効にすることができます。

目次
• AWS Artifact での単一アカウントの契約の管理 (p. 6)
• AWS Artifact での複数アカウントの 1 つの契約の管理 (p. 7)
• AWS Artifact での既存のオフライン契約の管理 (p. 9)

AWS Artifact での単一アカウントの契約の管理
自分のアカウントが AWS Organizations の組織のメンバーアカウントの場合でも、自分のアカウントのみ
の契約を受諾できます。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 との契約の受諾
契約を受諾する前に、法務、個人情報、およびコンプライアンス担当部門に相談することをお勧めしま
す。

必要な アクセス許可

アカウントの管理者は、1 つ以上の契約にアクセスし管理するロールアクセス権限を IAM ユーザーおよび
フェデレーティッドユーザーに付与できます。デフォルトでは、管理者権限を持つユーザーしか契約を受
諾できません。契約を受諾するには、IAM ユーザーおよびフェデレーティッドユーザーに次のアクセス許
可が必要です。

artifact:DownloadAgreement
artifact:AcceptAgreement

詳細については、「アイデンティティとアクセス権の管理 (p. 10)」を参照してください。

AWS との契約を受諾するには

1. https://console.aws.amazon.com/artifact/AWS Artifact でコンソールを開きます。
2. AWS Artifact ナビゲーションペインで [Agreements (契約)] を選択します。
3. [Account agreements (アカウント契約)] タブを選択します。
4. 契約書のセクションを展開します。
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AWS との契約の終了

5. [Download and review] (ダウンロードしてレビュー) を選択します。
6. 利用規約をお読みください。完了したら、[Accept and download] (同意してダウンロード) を選択しま

す。
7. 契約書を確認し、チェックボックスをオンにして同意することを示します。
8. [Accept] (同意する) を選択して自分のアカウントの契約を受諾します。

AWS との契約の終了
契約の受諾に AWS Artifact コンソールを使用した場合、コンソールを使用してその契約を終了できます。
それ以外の場合は、「オフラインの契約 (p. 9)」を参照してください。

必要な アクセス許可

契約を終了するには、IAM ユーザーおよびフェデレーティッドユーザーに次のアクセス許可が必要です。

artifact:TerminateAgreement

詳細については、「アイデンティティとアクセス権の管理 (p. 10)」を参照してください。

AWS とのオンライン契約を終了するには

1. https://console.aws.amazon.com/artifact/AWS Artifact でコンソールを開きます。
2. AWS Artifact ナビゲーションペインで [Agreements (契約)] を選択します。
3. [Account agreements (アカウント契約)] タブを選択します。
4. 契約を選択し、[Terminate agreement] (契約を終了) を選択します。
5. すべてのチェックボックスをオンにして、契約を終了することに同意することを示します。
6. [Terminate] (終了) を選択します。確認を求めるメッセージが表示されたら、[終了] を選択します。

AWS Artifact での複数アカウントの 1 つの契約の管
理

AWS Organizations 組織の管理アカウントの所有者は、組織のすべてのアカウントに代わって契約を受諾
できます。組織の契約を受諾または終了するには、正しい AWS Artifact アクセス許可を持つ管理アカウン
トにサインインする必要があります。describeOrganizations アクセス許可を持つメンバーアカウン
トのユーザーは、お客様が代わりに受諾した組織の契約を表示できます。

アカウントが組織の一部でない場合は、AWS Organizations ユーザーガイドの「組織の作成と管理」の手
順に従って、組織を作成または組織に参加できます。

AWS Organizations には、一括請求機能とすべての機能の 2 つの利用可能な機能セットがあります。組織
で AWS Artifact を使用するには、所属する組織で、すべての機能を有効にする必要があります。組織が一
括請求用にのみ設定されている場合は、AWS Organizations ユーザーガイドの「組織内のすべての機能の
有効化」を参照してください。

メンバーアカウントが組織から削除されると、そのメンバーアカウントは組織契約の対象範囲ではなくな
ります。管理アカウントの管理者は、メンバーアカウントが必要に応じて新しい契約を用意できるよう、
メンバーアカウントを組織から削除する前に、そのことをメンバーアカウントに通達するべきです。組織
の有効な契約のリストは、AWS Artifact の組織契約で確認できます。

詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「組織内の AWS アカウントの管理 」を参照して
ください。
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組織の契約を受諾する
AWS Organizations の組織内のすべてのメンバーアカウントに代わって契約を受諾できます。契約を受諾
する前に、法務、個人情報、およびコンプライアンス担当部門に相談することをお勧めします。

必要な アクセス許可

契約を受諾するには、管理アカウントの所有者に次のアクセス許可が必要です。

artifact:DownloadAgreement
artifact:AcceptAgreement
organizations:DescribeOrganization  
organizations:EnableAWSServiceAccess  
organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization
iam:ListRoles  
iam:CreateRole  
iam:AttachRolePolicy

詳細については、「アイデンティティとアクセス権の管理 (p. 10)」を参照してください。

組織の契約を受諾するには

1. https://console.aws.amazon.com/artifact/AWS Artifact でコンソールを開きます。
2. AWS Artifact ダッシュボードで、[Agreements (契約)] を選択します。
3. [Organization agreements (組織契約)] タブを選択します。
4. 契約書のセクションを展開します。
5. [Download and review] (ダウンロードしてレビュー) を選択します。
6. 利用規約をお読みください。完了したら、[Accept and download] (同意してダウンロード) を選択しま

す。
7. 契約書を確認し、チェックボックスをオンにして同意することを示します。
8. [Accept (受諾)] を選択して組織内の既存および今後のすべてのアカウントの契約を受諾します。

組織契約の解除
AWS Artifact コンソールを使用して組織内のすべてのメンバーアカウントの代わりに契約を受諾した場合
は、コンソールを使用してその契約を終了できます。それ以外の場合は、「オフラインの契約 (p. 9)」
を参照してください。

必要な アクセス許可

契約を終了するには、管理アカウントの所有者に次のアクセス許可が必要です。

artifact:DownloadAgreement
artifact:TerminateAgreement
organizations:DescribeOrganization  
organizations:EnableAWSServiceAccess  
organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization
iam:ListRoles  
iam:CreateRole  
iam:AttachRolePolicy

詳細については、「アイデンティティとアクセス権の管理 (p. 10)」を参照してください。

AWS とのオンライン組織契約を終了するには

1. https://console.aws.amazon.com/artifact/AWS Artifact でコンソールを開きます。

8

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


AWS Artifact ユーザーガイド
オフラインの契約

2. AWS Artifact ダッシュボードで、[Agreements (契約)] を選択します。
3. [Organization agreements (組織契約)] タブを選択します。
4. 契約を選択し、[Terminate agreement] (契約を終了) を選択します。
5. すべてのチェックボックスをオンにして、契約を終了することに同意することを示します。
6. [Terminate] (終了) を選択します。確認を求めるメッセージが表示されたら、[終了] を選択します。

AWS Artifact での既存のオフライン契約の管理
既存のオフライン契約がある場合、AWS Artifact にはオフラインで受諾した契約が表示されます。たとえ
ば、コンソールに [Offline Business Associate Addendum (BAA) (オフライン事業提携契約)] が [Active (有
効)] というステータスで表示されます。有効というステータスは契約が受諾されたことを示します。オフ
ライン契約を終了するには、契約に含まれる終了のガイドラインおよび手順を参照してください。

アカウントが AWS Organizations 組織の管理アカウントである場合、AWS Artifact を使用してオフライン
契約の条項を組織のすべてのアカウントに適用できます。オフラインで受諾した契約を組織および組織内
のすべてのアカウントに適用するには、以下のアクセス許可が必要です。

organizations:DescribeOrganization  
organizations:EnableAWSServiceAccess  
organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization
iam:ListRoles  
iam:CreateRole  
iam:AttachRolePolicy

お客様のアカウントが組織のメンバーアカウントである場合、オフラインの組織契約を表示するには、以
下のアクセス許可が必要です。

organizations:DescribeOrganization 

詳細については、アイデンティティとアクセス権の管理 (p. 10)を参照してください。
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Artifact へのアクセス権を付与する

AWS Artifact での Identity and 
Access Management

AWS にサインアップするときには、AWS 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
を提供します。これらは ルート認証情報であり、これらの情報を使用すると、AWS Artifact のリソースを
始めとするすべての AWS リソースへの完全なアクセスが可能になります。ただし、日常のアクセスには
ルートアカウントを使用しないことを強くお勧めします。また、他のユーザーとアカウント認証情報を共
有して、アカウントへの完全なアクセスを提供しないことをお勧めします。

ルート認証情報を使用して AWS アカウントにサインインしたり、他のユーザーと認証情報を共有したり
するのではなく、自分と、AWS Artifact 内のドキュメントまたは契約へのアクセスを必要とする可能性の
あるユーザー用にIAM ユーザーと呼ばれる特別なユーザー ID を作成してください。この方法では、各ユー
ザーに個別のサインイン情報を提供し、各ユーザーが特定のドキュメントを使うために必要なアクセス許
可のみを与えることができます。複数の IAM ユーザーに同じアクセス許可を付与するには、IAM グループ
にアクセス許可を付与して、IAM ユーザーをそのグループに追加します。

すでにユーザー ID を AWS の外で管理している場合、IAM ユーザーを作成する代わりに、IAM ID プロバ
イダーを利用できます。詳細については、 IAM ユーザーガイドの「ID プロバイダーとフェデレーション」
を参照してください。

IAM ユーザーを作成し、AWS Artifact へのアクセス
権を付与する

以下のステップを完了して、必要なアクセスレベルに基づいて、AWS Artifact へのアクセス許可をユー
ザーに付与します。

タスク
• ステップ 1: IAM ポリシーを作成する (p. 10)
• ステップ 2: IAM グループを作成してポリシーをアタッチする (p. 11)
• ステップ 3: IAM ユーザーを作成してグループに追加する (p. 11)

ステップ 1: IAM ポリシーを作成する
IAM 管理者は、AWS Artifact アクションとリソースへのアクセス許可を付与するポリシーを作成できま
す。

IAM ポリシーを作成するには

IAM ユーザーおよびグループにアクセス許可を付与するために使用できる IAM ポリシーを作成するには、
以下の手順を使用します。

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. ポリシードキュメントを入力します。独自のポリシーを作成するか、IAM ポリシーの例 (p. 11) の

ポリシーを使用することもできます。
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6. [Review Policy (ポリシーの確認)] を選択します。構文エラーがある場合は、ポリシーバリデータが報
告します。

7. [ポリシーの確認] ページで、ポリシーの目的を示す一意の名前を入力します。説明を追加することも
できます。

8. [Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

ステップ 2: IAM グループを作成してポリシーをア
タッチする
IAM 管理者はグループを作成し、作成したポリシーをグループにアタッチできます。いつでも IAM ユー
ザーをグループに追加できます。

IAM グループを作成してポリシーをアタッチするには

1. ナビゲーションペインで、[Groups]、[Create New Group] の順に選択します。
2. [グループ名] にグループの名前を入力し、[次のステップ] を選択します。
3. 作成したポリシーの名前を検索ボックスに入力します。 ポリシーのチェックボックスを選択にし、[次

のステップ] を選択します。
4. グループ名とポリシーを確認します。準備ができたら、[グループの作成] を選択します。

ステップ 3: IAM ユーザーを作成してグループに追加
する
IAM 管理者は、いつでもユーザーをグループに追加できます。ユーザーを追加すると、グループに付与さ
れた権限がユーザーに付与されます。

IAM ユーザーを作成してグループに追加するには

1. ナビゲーションペインで、[Users] (ユーザー)、[Add user] (ユーザーを追加する) の順に選択します。
2. [ユーザー名] に 1 人または複数のユーザーの名前を入力します。
3. AWS Management Console アクセス の横にあるチェックボックスを選択します。自動生成されたパ

スワードまたはカスタムパスワードを設定します。必要に応じて、[ーザーは次回のサインインで新し
いパスワードを作成する必要があります] を選択して、初回サインイン時にパスワードのリセットを要
求できます。

4. [Next: Permissions] (次のステップ: アクセス許可) を選択します。
5. [ユーザーをグループに追加] をクリックし、作成したグループを選択します。
6. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。必要に応じて、ユーザーにタグを追加できます。
7. [Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。準備が完了したら、[ユーザーの作成] を選択

します。

IAM ポリシーの例
IAM ユーザーにアクセス許可を付与するアクセス許可ポリシーを作成できます。単一のアカウントまたは
組織に代わって、ユーザーが AWS Artifact レポートにアクセスすること、および契約の受諾およびダウン
ロードを行うことを許可できます。

次のサンプルポリシーは、必要なアクセスレベルに基づいて IAM ユーザーに割り当てることができるアク
セス許可を示します。
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• AWSレポートを管理するポリシーの例 (p. 12)
• サードパーティレポートを管理するポリシーの例 (p. 12)
• 契約を管理するポリシーの例 (p. 14)
• AWS Organizations と統合するポリシーの例 (p. 15)
• 管理アカウントの契約を管理するポリシーの例 (p. 16)
• 組織的な契約を管理するポリシーの例 (p. 17)

Example AWSレポートを管理するポリシーの例

AWSレポートは IAM リソースによって示されますreport-package。

次のポリシーは、AWSすべてのレポートをダウンロードするアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "artifact:Get" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:artifact:::report-package/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

次のポリシーは、AWS SOC、PCI、および ISO レポートのみをダウンロードするアクセス許可を付与し
ます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "artifact:Get" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:artifact:::report-package/Certifications and Attestations/SOC/*", 
                "arn:aws:artifact:::report-package/Certifications and Attestations/PCI/*", 
                "arn:aws:artifact:::report-package/Certifications and Attestations/ISO/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Example サードパーティレポートを管理するポリシーの例

サードパーティのレポートは IAM リソースで示されますreport。

次のポリシーは、すべてのサードパーティレポート機能にアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "artifact:ListReports", 
                "artifact:GetReportMetadata", 
                "artifact:GetReport", 
                "artifact:GetTermForReport", 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:artifact:us-east-1::report/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

次のポリシーは、サードパーティのレポートをダウンロードするアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "artifact:GetReport", 
                "artifact:GetTermForReport" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:artifact:us-east-1::report/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

次のポリシーは、サードパーティのレポートを一覧表示するアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "artifact:ListReport", 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:artifact:us-east-1::report/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

次のポリシーは、サードパーティのレポートの詳細を表示するアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "artifact:GetReportMetadata", 
            ], 
            "Resource": [ 
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                "arn:aws:artifact:us-east-1::report/report-jRVRFP8HxUN5zpPh" 
            ] 
        } 
    ]
}

Example 契約を管理するポリシーの例

次のポリシーは、すべての契約をダウンロードするアクセス許可を付与します。IAM ユーザーが契約を受
諾するには、このアクセス許可も必要です。

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

次のポリシーは、1 つの契約を受諾するアクセス許可を付与します。

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

次のポリシーは、1 つの契約を終了するアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "artifact:TerminateAgreement" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}
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次のポリシーは、1 つアカウント契約を管理するアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "artifact:AcceptAgreement", 
                "artifact:DownloadAgreement", 
                "artifact:TerminateAgreement" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*", 
                "arn:aws:artifact:::agreement/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

Example AWS Organizations と統合するポリシーの例

次のポリシーは、AWS Organizations と統合する AWS Artifact ユーザーの IAM ロールを作成するアクセス
許可を付与します。組織的な契約を開始するには、組織の管理アカウントにこれらのアクセス許可が必要
です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:ListRoles", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSArtifactAccountSync" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:AttachRolePolicy", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSArtifactAccountSync", 
            "Condition": { 
                "ArnEquals": { 
                    "iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSArtifactAccountSync" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次のポリシーは、AWS Organizations を使用するアクセス許可を AWS Artifact に付与します。組織的な契
約を開始するには、組織の管理アカウントにこれらのアクセス許可が必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Example 管理アカウントの契約を管理するポリシーの例

次のポリシーは、管理アカウントの契約を管理するアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "artifact:AcceptAgreement", 
                "artifact:DownloadAgreement", 
                "artifact:TerminateAgreement" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*", 
                "arn:aws:artifact:::agreement/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:ListRoles", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSArtifactAccountSync" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:AttachRolePolicy", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSArtifactAccountSync", 
            "Condition": { 
                "ArnEquals": { 
                    "iam:PolicyARN": "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/
AWSArtifactAccountSync" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization" 
                 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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Example 組織的な契約を管理するポリシーの例

次のポリシーは、組織的な契約を管理するアクセス許可を付与します。必要な権限を持つ別のユーザーが
組織的な契約を設定する必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "artifact:AcceptAgreement", 
                "artifact:DownloadAgreement", 
                "artifact:TerminateAgreement" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*", 
                "arn:aws:artifact:::agreement/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

次のポリシーは、組織的な契約を表示するアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "artifact:DownloadAgreement" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:artifact::*:customer-agreement/*", 
                "arn:aws:artifact:::agreement/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:DescribeOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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AWS Artifact による AWS CloudTrail 
API 呼び出しのログ記録

AWS ArtifactはAWS CloudTrail、と統合されています。これは、のユーザー、ロール、またはAWSAWS 
Artifactのサービスで実行されたアクションをレコードするサービスです。 CloudTrail は、の APIAWS 
Artifact SNをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、AWS Artifact コンソー
ルの呼び出しと、AWS Artifact API オペレーションへのコード呼び出しが含まれます。証跡を作成する場
合は、 CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S3 バケットへの継続的な配信を
有効にすることができますAWS Artifact。証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)] で最新のを表示できます。によって収集された情報を使用して CloudTrail、リクエ
ストの作成元の IP アドレスAWS Artifact、リクエストの実行者、リクエストの実行日時などの詳細を調べ
て、に対してどのようなリクエストが行われたかを判断できます。

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

AWS Artifact内の情報 CloudTrail
CloudTrail AWS アカウントアカウントを作成すると、で有効になります。によってアクティビティが発
生するとAWS Artifact、そのアクティビティは [Event history] ( CloudTrail イベント履歴)AWS 内の他の
のサービスのイベントと共にイベントに記録されます。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。

AWS Artifact に関するイベントを含めた AWS アカウント内でのイベントの継続的な記録については、証
跡を作成します。 CloudTrail 証跡により、Amazon S3 S3 S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、
コンソールで証跡を作成するときに、証跡がすべての AWS リージョン に適用されます 証跡は、AWS 
パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットに
ログファイルを配信します。さらに、 CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータに基づいた対
応するためにその他のAWSののサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。

• 「追跡を作成するための概要」
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• の Amazon SNS CloudTrail
• 「 CloudTrail 複数のリージョンからログファイルを受け取る」および「 CloudTrail 複数のリージョンか

らログファイルを受け取る」

AWS Artifactは、 CloudTrail 以下のアクションをイベントとしてログファイルに記録します。

• ListReports
• GetReportMetadata
• GetReport
• GetTermForReport

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。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。

• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか.
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• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• 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 要素」を参照してください。

AWS Artifact ログファイルエントリについて
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できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ、または複数のログファイルがあります。イベントは、任意の
ソースからの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関
する情報が含まれます。 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。

以下の例は、 CloudTrail GetReportMetadata アクションのログエントリです。

{ 
  "Records": [ 
    { 
      "eventVersion": "1.03", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName", 
        "accountId": "999999999999", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "myUserName" 
      }, 
      "eventTime": "2015-03-18T19:03:36Z", 
      "eventSource": "artifact.amazonaws.com", 
      "eventName": "GetReportMetadata", 
      "awsRegion": "us-east-1", 
      "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
      "userAgent": "Python-httplib2/0.8 (gzip)", 
      "errorCode": "AccessDenied", 
      "errorMessage": "User: arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName is not authorized 
 to perform: artifact:GetReportMetadata on resource: arn:aws:artifact:us-east-1::report/
report-f1DIWBmGa2Lhsadg", 
      "requestParameters": null, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "7aebcd0f-cda1-11e4-aaa2-e356da31e4ff", 
      "eventID": "e92a3e85-8ecd-4d23-8074-843aabfe89bf", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "999999999999" 
    }, 
    { 
      "eventVersion": "1.03", 
      "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "A1B2C3D4E5F6G7EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/myUserName", 
        "accountId": "999999999999", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "myUserName" 
      }, 
      "eventTime": "2015-03-18T19:04:42Z", 
      "eventSource": "artifact.amazonaws.com", 
      "eventName": "GetReportMetadata", 
      "awsRegion": "us-east-1", 
      "sourceIPAddress": "127.0.0.1", 
      "userAgent": "Python-httplib2/0.8 (gzip)", 
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      "requestParameters": { 
        "reportId": "report-f1DIWBmGa2Lhsadg" 
      }, 
      "responseElements": null, 
      "requestID": "a2198ecc-cda1-11e4-aaa2-e356da31e4ff", 
      "eventID": "20b84ce5-730f-482e-b2b2-e8fcc87ceb22", 
      "eventType": "AwsApiCall", 
      "recipientAccountId": "999999999999" 
    } 
  ]
} 
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AWS Artifact のドキュメント履歴
次の表では、AWS Artifact のリリースを説明しています。

変更 説明 日付

サードパーティレポート-一般公
開中 (p. 21)

API リファレンスドキュメント、 
CloudTrail ロギングドキュメント
を追加し、サードパーティレポー
トを一般公開しました。

2022 月に月に月に月に月に月に
月に月に月に月に

サードパーティレポート (プレ
ビュー) (p. 21)

自社製品を販売する独立系ソ
フトウェアベンダー (ISV)AWS 
Marketplace のコンプライアンス
レポートを公開しました。さら
に、サードパーティレポートの 
ID とアクセス管理ページにサン
プルポリシーを追加しました。

2022 年 11 月 30 日

セキュリティ (p. 21) IDとアクセス管理のページに、混
乱防止のためのセクションを追加
しました。

2021 年 12 月 20 日

レポート (p. 21) 秘密保持契約書を削除し、レポー
トのダウンロードに関する利用規
約を追加しました。

2020 年 12 月 17 日

ホームページと検索 (p. 21) レポートと契約ページにサービス
ホームページと検索バーを追加し
ました。

2020 年 5 月 15 日

GovCloud 打ち上げる (p. 21) AWS Artifact GovCloud 地域で発
売されました。

2019 年 11 月 7 日

AWS Organizations合
意 (p. 21)

組織の契約の管理に関するサポー
トを追加しました。

2018 年 6 月 20 日

合意 (p. 21) AWS Artifact 契約の管理に関する
サポートを追加しました。

2017 年 6 月 17 日

初回リリース (p. 21) このリリースでは AWS Artifact 
を導入しています。

2016 年 11 月 30 日
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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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