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AWS Audit Manager ユーザーガイド
AWS Audit Manager の機能

AWS Audit Manager の概要
AWS Audit Manager ユーザーガイドにようこそ。

AWS Audit Manager を使用すると、AWS の使用状況を継続的に監査し、リスク管理、および規制や業
界標準とのコンプライアンスの評価の方法を簡素化できます。Audit Manager は証拠収集を自動化するた
め、ポリシー、手順、およびアクティビティ (コントロールとも呼びます) が効果的に機能しているかど
うかをより簡単に評価できます。監査の時期において、Audit Manager は、コントロールのステークホル
ダーのレビューを管理するのに役立ちます。これは、労力を大幅に抑えながら、監査対応のレポートを作
成できることを意味します。

Audit Manager は、特定のコンプライアンス標準または規制の評価を構造化および自動化する、事前に構
築されたフレームワークを提供します。フレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコ
ントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロールは、指定されたコンプライアンス標
準または規制の要件に従ってグループ化されています。フレームワークとコントロールをカスタマイズし
て、特定の要件に従って内部監査をサポートすることもできます。

フレームワークから評価を作成できます。評価を作成すると、Audit Manager は自動的にリソース評価を
実行します。これらの評価は、監査の範囲として定義したAWS アカウントおよびのサービスの両方のデー
タを収集します。収集されたデータは、監査に適した証拠となるように自動的に変換されます。その後、
それらの証拠は関連するコントロールにアタッチされます。これは、セキュリティ、変更管理、ビジネス
継続性、およびソフトウェアライセンスのコンプライアンスを実証するのに役立ちます。この証拠収集プ
ロセスは継続的なものであり、評価を作成したときに開始されます。監査が完了し、Audit Manager を使
用して証拠を収集する必要がなくなったら、証拠の収集を停止できます。これを行うには、評価のステー
タスを [inactive] (非アクティブ) に変更します。

Audit Manager の機能
AWS Audit Manager では、次のタスクを実行できます。

• すぐに開始する - さまざまなコンプライアンス標準と規制をサポートする構築済みのフレームワークの
ギャラリーから選択して、最初の評価を作成します。その後、自動証拠収集を開始して、AWS のサービ
スの使用状況を監査します。

• ハイブリッドまたはマルチクラウド環境からのエビデンスのアップロードと管理 — Audit ManagerAWS 
が環境から収集するエビデンスに加えて、オンプレミスまたはマルチクラウド環境からエビデンスを
アップロードして一元管理することもできます。

• 一般的なコンプライアンス標準および規制をサポートする - AWS Audit Manager 標準フレームワー
クのいずれかを選択します。これらのフレームワークは、一般的なコンプライアンス標準および規制
のための構築済みコントロールマッピングを提供します。これらには、CIS Foundation Benchmark 
C2、GxP、およびAWSの運用上のベストプラクティスが含まれます。

• アクティブな評価をモニタリングする - Audit Manager ダッシュボードを使用して、アクティブな評価
の分析データを表示し、是正が必要な非準拠の証拠を迅速に特定します。

• エビデンスの検索 — エビデンスファインダー機能を使用すると、検索クエリに関連するエビデンスをす
ばやく見つけることができます。

• フレームワークをカスタマイズする - 内部監査の特定の要件に基づいて、標準またはカスタムのコント
ロールを使用して独自のフレームワークを作成します。

• カスタムフレームワークを共有する-Audit Manager のカスタムフレームワークを別のアカウントと共有
するかAWS アカウント、AWS リージョンそれらのフレームワークを自分のアカウントで別のアカウン
トでレプリケートします。

• チーム間のコラボレーションをサポートする - 関連する証拠をレビューし、コメントを追加し、各コン
トロールのステータスを更新できる内容領域専門家にコントロールセットを委任します。
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• 監査人用にレポートを作成する - 監査のために収集された関連する証拠を要約し、詳細な証拠を含む
フォルダにリンクする評価レポートを生成します。

• 証拠の完全性を確保する - 変更されることのない、安全な場所に証拠を保管します。

Note

AWS Audit Manager は、特定のコンプライアンス標準および規制へのコンプライアンスの検証に
関連する証拠の収集をサポートします。ただし、コンプライアンス自体を評価するものではあり
ません。したがって、AWS Audit Manager を通じて収集された証拠には、監査に必要な AWS の
使用に関するすべての情報が含まれていない場合があります。AWS Audit Manager は、弁護士や
コンプライアンスのエキスパートに代わるものではありません。

Audit Manager の価格設定
料金の詳細については、「AWS Audit Manager 料金表」を参照してください。

Audit Manager を初めてお使いになる方向けの情報
Audit Manager を初めて使用する場合は、次のページから開始することをお勧めします。

1. AWS Audit Manager の概念と用語 – 評価、フレームワーク、コントロールなど、Audit Manager で使用
される主要な概念と用語について説明します。

2. AWS Audit Manager による証拠の収集方法 – Audit Manager がリソース評価のために証拠を収集する方
法について説明します。

3. 設定 — Audit Manager の設定要件について説明します。
4. 開始方法 – チュートリアルに従って、最初の Audit Manager の評価を作成します。
5. AWS Audit Manager API リファレンス – Audit Manager の API アクションとデータ型をよく知ることが

できます。

Audit Manager の詳細リソース
Audit Manager の詳細については、以下のリソースを参照してください。

• AWS Audit Manager を使用して証拠を収集し、監査データを管理する
• AWS Workshops から Audit Manager のカスタム評価を手動で設定する
• 3 つのラインモデル全体で統合する (パート 2): AWS Config コンフォーマンスパックを AWS 管理とガ

バナンスのブログからの AWS Audit Manager 評価に変換する

AWS Audit Manager の概念と用語
使用を開始するのに役立つように、このページでは用語を定義し、AWS Audit Manager の主要な概念のい
くつかを説明します。

A| B |C |D |EF | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |R |S | T | U | V | W | X | Y | Z

A
A| B |C |D |EF | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |R |S | T | U | V | W | X | Y | Z
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アセスメント

Audit Manager の評価を使用して、監査に関連する証拠を自動的に収集できます。

評価は、監査に関連するコントロールのグループであるフレームワークに基づいています。ビジネス
要件に応じて、標準フレームワークまたはカスタムフレームワークから評価を作成できます。標準フ
レームワークには、特定のコンプライアンス標準または規制をサポートする構築済みのコントロール
セットが含まれています。対照的に、カスタムフレームワークには、内部監査の要件に従ってカスタ
マイズおよびグループ化できるコントロールが含まれています。フレームワークを開始点として使用
して、監査の範囲に含めるAWS アカウントおよびサービスを指定する評価を作成できます。

評価を作成すると、Audit Manager は、フレームワークで定義されているコントロールに基づい
て、AWS アカウント組織およびサービスのリソース評価を自動的に開始します。次に、関連する証拠
を収集し、監査人が確認しやすい形式に変換します。これを行った後、評価のコントロールに証拠を
アタッチします。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビュー
し、それらの証拠を評価レポートに追加できます。この評価レポートは、コントロールが意図したと
おりに機能していることを実証するのに役立ちます。

証拠の収集は、評価を作成したときに開始される継続的なプロセスです。評価ステータスを [inactive]
(非アクティブ) に変更することで、証拠の収集を停止できます。または、コントロールレベルで証拠
の収集を停止することもできます。これを実行するには、評価内の特定のコントロールのステータス
を [inactive] (非アクティブ) に変更します。

評価を作成および管理する方法については、「AWS Audit Manager の評価 (p. 61)」を参照してく
ださい。

評価レポート

評価レポートは、Audit Manager 評価から生成された確定ドキュメントです。これらのレポートは、
監査のために収集された関連する証拠を要約したものです。それらのレポートは、関連する証拠の
フォルダにリンクしています。フォルダは、評価で指定されたコントロールに従って名前が付けら
れ、編成されています。各評価について、Audit Manager が収集した証拠をレビューし、評価レポー
トに含める証拠を決定できます。

評価レポートの詳細については、「評価レポート (p. 92)」を参照してください。評価レポートを生
成する方法については、「評価レポートの生成 (p. 80)」を参照してください。

監査

監査とは、組織の資産、オペレーション、または事業上の誠実さを独立して調べることをいいます。
情報技術 (IT) 監査は、組織の情報システム内のコントロールを集中的に調べるものです。IT 監査の目
的は、情報システムがアセットを保護し、効果的に運用されており、データの完全性を維持している
かどうかを確認することにあります。これらはすべて、コンプライアンス標準または規制によって義
務付けられている規制要件を満たすために重要です。

監査所有者

監査所有者という用語には、文脈に応じて 2 つの異なる意味があります。

Audit Manager において、監査所有者とは、評価とその関連リソースを管理するユーザーまたはロー
ルをいいます。この Audit Manager のペルソナの責任には、評価の作成、証拠のレビュー、および評
価レポートの生成が含まれます。Audit Manager はコラボレーションが可能なサービスであり、監査
所有者は、他のステークホルダーが評価に参加する際にそのメリットを享受できます。例えば、他の
監査所有者を評価に追加して、管理タスクを共有できます。または、ユーザーが監査所有者であり、
コントロールのために収集された証拠の解釈についてサポートが必要な場合は、その分野における内
容領域専門家であるステークホルダーにそのコントロールセットを委任できます。このような担当者
は、受任者ペルソナとして知られています。

ビジネス用語では、監査所有者は、会社の監査準備に向けた取り組みを調整および監督し、監査人に
証拠を提示する担当者をいいます。通常、これは、コンプライアンスオフィサーや GDPR データ保護
オフィサーなどのガバナンス、リスク、およびコンプライアンス (GRC) の専門家です。GRC の専門

3
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家は、監査に向けた準備を管理するための専門知識と権限を有しています。より具体的には、これら
の専門家はコンプライアンス要件を理解しており、レポートデータを分析、解釈、および準備できま
す。ただし、GRC の専門家だけがこの役割を担うのではなく、ビジネスにおける他の役割も監査所有
者の Audit Manager のペルソナを引き受けることができます。例えば、次のいずれかのチームの技術
エキスパートに Audit Manager の評価を設定および管理させることもできます。
• SecOps
• IT/DevOps
• セキュリティオペレーションセンター/インシデント対応
• クラウドアセットを所有、開発、修復、およびデプロイし、組織のクラウドインフラストラクチャ

を理解している同様のチーム

Audit Manager の評価で監査所有者として誰を割り当てるかは、組織によって大きく異なります。ま
た、セキュリティオペレーションをどのように構成するか、および監査の詳細によっても異なりま
す。Audit Manager では、同じ個人がある評価で監査所有者のペルソナを引き受け、別の評価で委任
ペルソナを引き受けることができます。

Audit Manager の使用方法にかかわらず、監査所有者/委任ペルソナを使用し、各ユーザーに特定の 
IAM ポリシーを付与することで、組織全体の職務の分離を管理できます。この 2 段階のアプローチに
より、Audit Manager は、個々の評価のあらゆる詳細を完全にコントロールできるようにします。詳
細については、「AWS Audit Manager のユーザーペルソナの推奨ポリシー」を参照してください。

C
A| B |C |D |EF | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |R |S | T | U | V | W | X | Y | Z

変更ログ

Audit Manager は、評価の各コントロールについて、は変更ログをキャプチャして、そのコントロー
ルのユーザーアクティビティを追跡します。その後、特定のコントロールに関連するアクティビティ
の監査証跡を確認できます。変更ログにキャプチャされるユーザーアクティビティの詳細について
は、「Changelog タブ (p. 74)」を参照してください。

クラウドコンプライアンス

クラウドコンプライアンスは、クラウドをご利用のお客様が従わなければならない標準に、クラウド
で提供されるシステムが準拠している必要があるという一般原則です。

コンプライアンス規制

コンプライアンス規制は、通常は行動を規制するために、当局によって規定される法令、規則、また
は他の命令です。1 つの例は GDPR です。

コンプライアンス基準

コンプライアンス標準は、組織のプロセスを詳述する一連の構造化されたガイドラインであり、確立
された規制、仕様、または法律に従って維持することを目的としています。PCI DSS や HIPAA はこ
の一例です。

コントロール

コントロールは、特定のルールに準拠する方法を示す規範的な説明です。これは、組織で使用される
リソースが意図したとおりに稼働していること、データの信頼性が確保されていること、ならびに組
織が適用法令および規制に準拠していることについて保証を提供します。コンプライアンス標準また
は規制には、コントロールセットにグループ化された複数のコントロールが含まれています。

Audit Manager のコントロールには 2 種類あります。
• 標準コントロール - いくつかのコンプライアンス標準および規制の AWS のベストプラクティスに

基づく事前定義されたコントロール。これらのコントロールを使用して、一般的なコンプライアン
ス標準および規制の監査に向けた準備をサポートできます。

4
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• カスタムコントロール-Audit Manager ユーザーとして定義するカスタマイズされたコントロール。
これらのコントロールは、特定のコンプライアンス要件を満たすのに役立てることができます。

詳細については、「AWS Audit Manager コントロールの例」を参照してください。コントロールを作
成および管理する方法については、「コントロールライブラリ (p. 188)」を参照してください。

コントロールドメイン

コントロールドメインは、特定のフレームワークに固有ではないコントロールの一般的なカテゴリと
考えることができます。コントロールドメインのグループ化は、Audit Manager のダッシュボードの
最も強力な機能の 1 つです。Audit Manager は、非準拠の証拠がある評価のコントロールを強調表示
し、コントロールドメインごとにグループ化します。これにより、監査に向けて準備する際に、特定
の対象ドメインの是正に集中的に取り組むことができます。

Note

コントロールドメインは、コントロールセットとは異なります。コントロールセットは、
フレームワーク固有のコントロールのグループであり、通常は規制機関によって定義され
ます。例えば、PCI DSS フレームワークには、[Requirement 8: Identify and authenticate 
access to system components] (要件 8: システムコンポーネントへのアクセスを識別および認
証する) という名前のコントロールセットがあります。このコントロールセットは、Identity 
and Access Management のコントロールドメインに分類されます。

Audit Manager は、コントロールを次のコントロールドメインに分類します。

コントロールドメイ
ン名

これらのコントロールが管理する内容の説明

ビジネス継続性とコ
ンティンジェンシー
プラン

システムおよびネットワークの重大な中断の影響から重要な事業上のオペ
レーションを保護するプロセスを確立する方法。

変更管理 クラウドインフラストラクチャの変更をテスト、承認、実装、および文書化
する方法。

データセキュリティ
とプライバシー

データのプライバシー、可用性、および完全性を保護する方法。

開発と設定の管理 クラウドインフラストラクチャを望ましい一貫性のある状態に維持する方
法。

ガバナンスと監視 クラウドコンピューティングの使用が、法令上、規制上、および倫理上の義
務を遵守したものとなるようにする方法。

Identity and Access 
Management

適切なユーザーがテクノロジーリソースに適切にアクセスするようになって
いる状態を確保する方法。

インシデント管理 セキュリティインシデントに迅速かつ効果的に対応できるようにする責任と
手順を確立する方法。

ログ記録とモニタリ
ング

不正なアクティビティが試行または実行された兆候がないか、ユーザーアク
ティビティを確認する方法。

ネットワーク管理 ネットワーク管理システムを使用してデータネットワークを管理および運用
する方法。

職員の管理 組織レベルで職員のセキュリティリスクを評価および管理する方法。

物理的なセキュリ
ティ

施設における物理的なセキュリティに関する問題を検出および防止する方
法。
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コントロールドメイ
ン名

これらのコントロールが管理する内容の説明

リスク管理 潜在的なリスクや損失を評価する方法、およびそのような脅威を低減または
排除する方法。

サプライチェーン管
理

IT 製品、ベンダー、サプライチェーンに関連するリスクを特定、評価、およ
び緩和する方法。

ユーザーデバイス管
理

従業員の IT ハードウェアが紛失、損傷、または危険にさらされるリスクを
軽減する方法。

脆弱性管理 クラウドインフラストラクチャ内のアセットに関するすべての既知の脆弱性
を定義、評価、および是正する方法。

D
A| B |C |D |EF | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |R |S | T | U | V | W | X | Y | Z

データソース

Audit Manager は、データソースを使用して統制の証拠を収集します。次の用語では、データソース
とは何か、どのように機能するのかを説明します。
• データソースタイプは、Audit Manager が統制の証拠を収集する場所を定義します。独自の証

拠をアップロードする場合、データソースタイプは「手動」です。Audit Manager がお客様に
代わって証拠を収集する場合、データソースタイプはAWS Security Hub、、AWS ConfigAWS 
CloudTrail、または AWSAPI 呼び出しのいずれかになります。Audit Manager API では、データ
sourceType をソースタイプ (単数) またはコントロールソース (複数) と呼びます。

• マッピングは、データソースタイプに関連する特定のキーワードです。たとえば、 CloudTrail これ
はイベント名でも名前でもかまいません。AWS ConfigAudit Manager API では、これをソースキー
ワード (単数) または controlMappingSources(複数形) と呼びます。

• データソース名は、データソースに付けられる名前です。つまり、データソース名には、データ
ソースタイプとマッピングの組み合わせが示されます。標準統制の場合、Audit Manager はデフォ
ルトのデータソース名（データソース 1 やデータソース 2 など）を提供します。カスタムコント
ロールの場合は、独自のデータソース名を指定できます。これは、同じデータソースタイプに該
当する複数のマッピングを区別するのに役立つ場合があります。Audit Manager API では、データ
ソース名をソース名と呼びます。

1 つのコントロールに複数のデータソースの種類と複数のマッピングを含めることができます。たと
えば、1 つの統制がさまざまなデータソースタイプ (AWS Configと Security Hub など) から証拠を収
集する場合があります。別のコントロールではAWS Config、データソースタイプが唯一のデータソー
スタイプで、AWS Config複数のルールがマッピングされている場合があります。

次の表は、自動化されたデータソースタイプと、対応するマッピングの例を示しています。

[Data source type] 説明 マッピング例

AWS Security Hub このデータソースタイプを使用
して、リソースのセキュリティ
体制のスナップショットをキャ
プチャします。Audit Manager 
は、Security Hub コントロール
の名前をマッピングキーワード
として使用し、そのセキュリ
ティチェックの結果をSecurity 
Hub から直接報告します。

1.1 – Avoid the use of 
the "root" account
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[Data source type] 説明 マッピング例

AWS Config このデータソースタイプを使
用して、リソースのセキュリ
ティ体制のスナップショット
をキャプチャします。Audit 
ManagerAWS Config はルール
の名前をマッピングキーワード
として使用し、AWS Configそ
のルールチェックの結果をから
直接報告します。

EC2_INSTANCE_MANAGED_BY_SSM

AWS CloudTrail このデータソースタイプを使用
して、監査で必要な特定のユー
ザーアクティビティを追跡しま
す。Audit Manager CloudTrail 
はイベントの名前をマッピン
グキーワードとして使用し、 
CloudTrail 関連するユーザーア
クティビティをログから収集し
ます。

CreateAccessKey

AWS API コール このデータソースタイプを使用
して、特定に対する API コー
ルを介して、AWS のサービス
リソース設定のスナップショッ
トをキャプチャします。Audit 
Manager は API 呼び出しの名
前をマッピングキーワードとし
て使用し、API レスポンスを収
集します。

ec2_DescribeSecurityGroups

以下の画像は、Audit Manager コンソールに表示されるさまざまなデータソースの例を示していま
す。

Note

一部のデータソースタイプはそうですがAWS のサービス、データソースタイプは対象範囲が
サービスとは異なります。詳細については、「対象範囲内のサービスとデータソースタイプ
の違いとは?」を参照してください。 このガイドの「トラブルシューティング」セクション
にあります。

受任者

受任者は、限定的な権限を有する AWS Audit Manager ユーザーです。受任者は通常、専門的なレベル
でビジネスまたは技術に関する知識を有しています。たとえば、これらの専門知識は、データ保持ポ
リシー、トレーニングプラン、ネットワークインフラストラクチャ、または ID 管理の領域におけるも
のであることがあります。受任者は、監査所有者が自らの専門分野に属するコントロールに関して収
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集された証拠をレビューするのをサポートします。受任者は、コントロールセットとそれに関連する
証拠のレビュー、コメントの追加、追加の証拠のアップロード、レビュー用に割り当てられた各コン
トロールのステータスの更新を行うことができます。

監査所有者は、評価全体ではなく、特定のコントロールセットを委任者に割り当てます。その結果、
代表者による評価へのアクセスが制限されます。コントロールセットを委任する方法については、
「AWS Audit Manager での委任 (p. 85)」を参照してください。

E
A| B |C |D |EF | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |R |S | T | U | V | W | X | Y | Z

証拠

証拠は、コントロールが指定する要件への準拠を実証するために必要な情報を含むレコードです。証
拠の一例として、ユーザーによって呼び出された変更アクティビティとシステム設定スナップショッ
トを挙げることができます。

Audit Manager には、主に自動と手動の 2 種類のエビデンスがあります。
• 自動証拠-これは Audit Manager が自動的に収集する証拠です。これには、次の 3 つのカテゴリの自

動証拠が含まれます。
• コンプライアンスチェック — コンプライアンスチェックの結果はAWS Security Hub、、AWS 

Config、または両方から取得されます。コンプライアンスチェックの例には、PCI DSS コント
ロールに関する Security Hub からのセキュリティチェックの結果、および HIPAA コントロール
に関するAWS Configのルール評価が含まれます。詳細については、「AWS Configがサポートす
るルール」AWS Audit Manager と「AWS Security Hubがサポートするコントロール」を参照して
くださいAWS Audit Manager。

• ユーザーアクティビティ-リソース設定を変更するユーザーアクティビティは、そのアクティビ
ティが発生すると CloudTrail ログから取得されます。ユーザーアクティビティの例には、ルート
テーブルの更新、Amazon RDS インスタンスのバックアップ設定の変更、および S3 バケット暗
号化ポリシーの変更が含まれます。詳細については、「AWS CloudTrailでサポートされているイ
ベント名」を参照してくださいAWS Audit Manager。

• 設定データ - リソース設定のスナップショットは、日次、週次、または月次ベースで AWS の
サービスから直接キャプチャされます。設定スナップショットの例には、VPC ルートテーブルの
ルートのリスト、Amazon RDS インスタンスのバックアップ設定、および S3 バケット暗号化ポ
リシーが含まれます。詳細については、「でサポートされている API コール」を参照してくださ
いAWS Audit Manager。

• 手動証拠-これは Audit Manager に自分でアップロードする証拠です。詳細については、「AWS 
Audit Manager の手動証拠のアップロード」を参照してください。

評価を作成すると、自動証拠収集が開始されます。これは継続的なプロセスであり、Audit Manager 
は、証拠タイプと基盤となるデータソースに応じてさまざまな頻度で証拠を収集します。証拠の収集
の詳細については、「AWS Audit Manager による証拠の収集方法 (p. 11)」を参照してください。
評価で証拠をレビューする方法については、「評価での証拠のレビュー (p. 74)」を参照してくださ
い。

F
A| B |C |D |EF | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |R |S | T | U | V | W | X | Y | Z

フレームワーク

Audit Manager フレームワークは、特定の標準またはリスクガバナンスの原則に関する評価を構造化
および自動化するために使用されるファイルです。これらのフレームワークは、AWS リソースをコン
トロールの要件にマッピングするのに役立ちます。これらには、構築済みの、またはお客様が定義し
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たコントロールのコレクションが含まれます。コレクションには、各コントロールの説明とテスト手
順が含まれています。これらのコントロールは、指定されたコンプライアンス標準または規制の要件
に基づいて編成およびグループ化されています。PCI DSS や GDPR はこの一例です。

Audit Manager のフレームワークには 2 種類あります。
• 標準フレームワーク - さまざまなコンプライアンス標準および規制に関する AWS のベストプラク

ティスに基づく構築済みのフレームワーク。これらのフレームワークは、監査の準備に役立ちま
す。

• カスタムフレームワーク-Audit Manager ユーザーとして定義するカスタマイズされたフレームワー
ク。これらのフレームワークは、特定のコンプライアンスまたはリスクガバナンスの要件に応じ
て、監査に向けた準備に役立てることができます。

フレームワークを作成および管理する方法については、「フレームワークのライブラリ (p. 99)」を
参照してください。

Note

AWS Audit Manager は、特定のコンプライアンス標準および規制へのコンプライアンスの
検証に関連する証拠の収集をサポートします。ただし、コンプライアンス自体を評価するも
のではありません。したがって、AWS Audit Manager を通じて収集された証拠には、監査
に必要な AWS の使用に関するすべての情報が含まれていない場合があります。AWS Audit 
Manager は、弁護士やコンプライアンスのエキスパートに代わるものではありません。

フレームワークの共有

Audit Manager のカスタムフレームワーク共有機能を使用して、複数のAWS アカウントリージョン
でカスタムフレームワークを迅速に共有できます。カスタムフレームワークを共有するには、[share 
request] (共有リクエスト) を作成します。共有リクエストの受信者は、120 日以内にリクエストを承
諾または拒否できます。承諾されると、Audit Manager は、フレームワークライブラリに共有された
カスタムフレームワークをレプリケートします。カスタムフレームワークをレプリケートすることに
加えて、Audit Manager は、そのフレームワーク内に含まれているカスタムコントロールセットおよ
びコントロールもレプリケートします。これらのカスタムコントロールは、受信者のコントロール
ライブラリに追加されます。Audit Manager は、標準のフレームワークまたはコントロールをレプリ
ケートしません。これは、これらのリソースが各アカウントとリージョンでデフォルトで既に利用可
能であるためです。

R
A| B |C |D |EF | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |R |S | T | U | V | W | X | Y | Z

資源

リソースは、監査で評価される物理的な資産または情報アセットです。AWS リソースの例に
は、Amazon EC2 インスタンス、Amazon RDS インスタンス、Amazon S3 バケット、Amazon VPC 
サブネットが含まれます。

リソース評価

リソース評価は、個々のリソースを評価するプロセスです。この評価は、コントロールの要件に基
づきます。評価がアクティブである間、Audit Manager は、評価の範囲内の個々のリソースごとにリ
ソース評価を実行します。リソース評価では、次の一連のタスクが実行されます。
1. リソース設定、イベントログ、検出結果などの証拠を収集する
2. 証拠を変換してコントロールにマッピングする
3. 完全性を保つために証拠の系統を保存および追跡する

リソースコンプライアンス

リソースコンプライアンスとは、コンプライアンスチェックの証拠を収集する際に評価されたリソー
スの評価ステータスを指します。
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Audit Manager は、Security HubAWS Config をデータソースタイプとして使用するコントロールに
ついて、コンプライアンスチェックの証拠を収集します。このエビデンス収集中に、複数のリソース
が評価される可能性があります。そのため、1 つのコンプライアンスチェックの証拠に 1 つ以上のリ
ソースが含まれる可能性があります。

エビデンスファインダーのリソースコンプライアンスフィルターを使用して、リソースレベルでコン
プライアンスステータスを調べることができます。検索が完了したら、検索クエリに一致したリソー
スをプレビューできます。

エビデンスファインダーでは、リソースコンプライアンスには次の3つの値があります。
• 非準拠 — コンプライアンスチェックに問題があるリソースを指します。これは、Security Hub

AWS Configがリソースの失敗結果を報告した場合、または非準拠の結果を報告した場合に発生しま
す。

• 準拠 — コンプライアンスチェックの問題がないリソースを指します。これは、Security Hub AWS 
Configがリソースの合格結果を報告した場合、または準拠結果を報告した場合に発生します。

• 未判断-これは、コンプライアンスチェックが利用できない、または適用できないリソースを指しま
す。これは、基になるデータソースタイプが Security Hub であるが、AWS Configそれらのサービ
スが有効になっていない場合に発生します。これは、基になるデータソースタイプがコンプライア
ンスチェック (手動証拠、AWS API コール、など CloudTrail) をサポートしていない場合にも起こり
ます。

S
A| B |C |D |EF | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |R |S | T | U | V | W | X | Y | Z

対象サービス

AWS のサービスこれは、評価の範囲に含まれます。評価の対象としてサービスを指定すると、Audit 
Manager はそのサービスのリソースを評価します。Audit Manager は、対象サービスのさまざまなリ
ソースを評価できます。リソースの例を以下に示します。
• Amazon EC2 インスタンス
• S3 バケット
• ユーザーまたはロール
• DynamoDB テーブル。
• Amazon Virtual Private Cloud (VPC)、セキュリティグループ、ネットワークアクセスコントロール

リスト (ACL) の表などのネットワークコンポーネント

Audit Manager コンソールを使用して標準フレームワークから評価を作成または更新する場合、AWS 
のサービス範囲内のリストはデフォルトで事前に選択されています。このリストは編集できません。
これは、Audit Manager がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。こ
の選択は、標準フレームワークの要件に従って行われます。手動コントロールのみを含む標準フレー
ムワークの場合、評価の範囲に含まれるAWS のサービスのサービスはなく、評価にサービスを追加す
ることもできません。

標準フレームワークの範囲内のサービスのリストを編集する必要がある場合は、CreateAssessmentま
たは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集できます。または、標準フレームワーク
をカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成することもできます。

Note

対象範囲内のサービスはデータソースタイプとは異なることに注意してください。データ
ソースタイプは、AWS のサービスまたは別のものでもかまいません。詳細については、「対
象範囲内のサービスとデータソースタイプの違いとは?」を参照してください。 このガイド
の「トラブルシューティング」セクションにあります。
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AWS Audit Manager による証拠の収集方法
AWS Audit Manager のアクティブな各評価は、さまざまなデータソースから証拠を自動的に収集します。
すべての評価では、Audit ManagerAWS のサービス によるデータの収集元となるのアカウントを指定す
る範囲が定義されています。範囲内のこれらの定義されたサービスおよびアカウントにはそれぞれ複数の
リソースが含まれており、各リソースはユーザーが所有するシステムアセットインベントリです。Audit 
Manager における証拠収集では、範囲内の各リソースが評価されます。これをリソース評価と呼びます。

次の手順は、Audit Manager が各リソース評価の証拠を収集する方法を説明するものです。

1. データソースからのリソース評価

Audit Manager は、データソースから範囲内のリソースを評価します。これは、設定スナップショット、
関連するコンプライアンスチェックの結果、およびユーザーアクティビティをキャプチャすることによっ
て実行されます。その後、分析を実行して、このデータがサポートするコントロールを判別します。その
後、リソース評価の結果が保存され、証拠に変換されます。さまざまな証拠タイプの詳細については、こ
のガイドの「AWS Audit Manager の概念と用語」のセクションの「証拠」を参照してください。

2. 評価結果を証拠に変換する

リソース評価の結果には、そのリソースからキャプチャされた元のデータと、データがサポートするコン
トロールを示すメタデータの両方が含まれます。AWS Audit Manager は、元のデータを監査人が確認し
やすい形式に変換します。変換されたデータとメタデータは、コントロールにアタッチされる前に Audit 
Manager の証拠として保存されます。

3. 関連するコントロールに証拠をアタッチする

Audit Manager は、証拠のメタデータを読み取ります。その後、保存された証拠を評価内の関連するコン
トロールにアタッチします。アタッチされた証拠は、Audit Manager に表示されます。これで、リソース
評価のサイクルが完了します。

Note

コントロールの設定によっては、複数の Audit Manager の評価からの複数のコントロールに同じ
証拠をアタッチできる場合があります。同じ証拠が複数のコントロールにアタッチされている場
合、Audit Manager はリソース評価を 1 回だけ実行します。これは、同じ証拠が収集されるのが 
1 回のみであることによります。ただし、Audit Manager の評価における 1 つのコントロールに
は、複数のデータソースからの複数の証拠が含まれている場合があります。

証拠収集の頻度
証拠収集は、評価を作成したときに開始される継続的なプロセスです。AWS Audit Manager は、さまざま
な頻度で複数のデータソースから証拠を収集します。その結果、 one-size-fits-all 証拠収集の頻度について
答えはありません。証拠収集の頻度は、以下で説明するように、証拠タイプとそのデータソースに基づい
ています。

• コンプライアンスチェック - Audit Manager は、AWS Security Hub および AWS Config からこの証拠タ
イプを収集します。
• についてはAWS Security Hub、証拠収集の頻度は Security Hub のチェックのスケジュールに従いま

す。Security Hub チェックのスケジュールの詳細については、AWS Security Hub ユーザーガイドの
「セキュリティチェックの実行スケジュール」を参照してください。Audit Manager でサポートさ
れている Security Hub チェックの詳細については、「AWS Security Hub対応しているコントロール
AWS Audit Manager (p. 212)」を参照してください。

• についてはAWS Config、証拠収集の頻度は、AWS Configルールで定義されているトリガーに従いま
す。AWS Config ルールのトリガーの詳細については、AWS Config ユーザーガイドの「トリガータイ
プ」を参照してください。Audit Manager でサポートされている AWS Config Rules の詳細について
は、「AWS Audit Manager でサポートされる AWS Config Rules (p. 204)」を参照してください。
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• ユーザーアクティビティ - Audit Manager は、この証拠タイプを AWS CloudTrail から継続的に収集しま
す。この頻度は継続的です。これは、ユーザーアクティビティが 1 日のうち、いつでも発生する可能性
があるためです。詳細については、「AWS Audit Manager によってサポートされる AWS CloudTrail イ
ベント名 (p. 217)」を参照してください。

• 設定データ-Audit Manager は、Amazon EC2、Amazon S3、IAMAWS のサービス などの別のスクリプ
トへの describe API コールを使用してこの証拠タイプを収集します。呼び出す API アクションを選択
できます。また、Audit Manager で頻度を日次、週次、または月次として設定します。コントロールラ
イブラリでコントロールを作成または編集するときに、この頻度を指定できます。コントロールを編
集または作成する手順については、「コントロールライブラリ (p. 188)」を参照してください。Audit 
Manager が API コールを使用して証拠を作成する方法の詳細については、「AWS Audit Manager に
よってサポートされる API コール (p. 214)」を参照してください。

データソースの証拠収集の頻度にかかわらず、コントロールと評価がアクティブである限り、新しい証拠
は自動的に収集されます。

AWS Audit Manager コントロールの例
このページの例を確認して、AWS Audit Manager でコントロールがどのように機能するかを確認できま
す。これらの例では、コントロールがどのように見えるか、Audit Manager がそのコントロールの証拠を
生成する方法、およびコンプライアンスを実証するために実行できる次の手順について説明します。

Tip

Audit Manager で最適なエクスペリエンスを実現するために、AWS Config および AWS Security 
Hub を有効にすることをお勧めします。これらのサービスは、有効にすることで、Audit Manager 
の評価におけるコントロールのデータソースタイプとして使用できます。つまり、Audit Manager 
は、Security Hub の検出結果および AWS Config Rules を使用して、自動証拠を生成できます。

• AWS Security Hub を有効にした後、すべてのセキュリティ標準も有効にしていることを確認し
てください。このステップにより、サポートされているすべてのコンプライアンス標準に関す
る検出結果を Audit Manager がインポートできるようになります。

• AWS Config を有効にした後、監査に関連するコンプライアンス標準について、関連する AWS 
Config Rules も有効にするか、コンフォーマンスパックをデプロイするようにしてください。
このステップにより、有効化済みのサポートされているすべての AWS Config Rules に関する
検出結果を Audit Manager がインポートできるようになります。

次のタイプのコントロールの各例を利用できます。

トピック
• AWS Security Hubデータソースとしてを使用する自動コントロール (p. 12)
• AWS Configデータソースとしてを使用する自動コントロール (p. 14)
• データソースとしてAWS API コールを使用する自動コントロール (p. 15)
• AWS CloudTrailデータソースとしてを使用する自動コントロール (p. 16)
• 手動コントロール (p. 18)
• 混合データソースの種類を使用したコントロール (自動および手動) (p. 19)

AWS Security Hubデータソースとしてを使用する自動
コントロール
この例は、AWS Security Hubデータソースとしてを使用するコントロールを示しています。これは、AWS 
Foundational Security Best Practices (FSBP) フレームワークから取得した標準のコントロールです。Audit 
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Manager は、このコントロールを使用して、AWS 環境を FSBP 要件に合わせるのに役立つ証拠を生成し
ます。

コントロールの詳細の例

• コントロール名 – IAM policies should not allow full "*" administrative privileges
• コントロールセット – このコントロールは IAM コントロールセットに属します。これは、Identity and 

Access Management に関連するコントロールのグループです。
• データソースタイプ —AWS Security Hub
• 証拠タイプ – コンプライアンスチェック

次の例では、このコントロールは FSBP フレームワークから作成された Audit Manager の評価内に存在し
ています。

評価には統制ステータスが表示されます。また、これまでにこのコントロールについて収集された証拠の
量、およびその証拠のうち、評価レポートに含まれている証拠の量が示されます。ここから、レビューの
ためにコントロールセットを委任するか、自らレビューを完了できます。コントロール名を選択すると、
そのコントロールの証拠を含め、詳細情報が記載された詳細のページが開きます。

このコントロールの機能

Audit Manager は、IAM ポリシーが FSBP 要件を満たす上で過度に広範ではないかどうかを確認するた
めに、このコントロールを使用できます。より具体的には、カスタマーマネージド IAM ポリシーに、
次のワイルドカードステートメントを含む管理者アクセス権が付与されているかどうかを確認できます:
"Resource": "*" に対する "Effect": "Allow" と "Action": "*"。

Audit Manager がこのコントロールの証拠を収集する方法

Audit Manager は、このコントロールの証拠を収集するために次の手順を実行します。

1. 各コントロールについて、Audit Manager は範囲内のリソースを評価します。これは、コントロールの
設定で指定されたデータソースを使用して実行されます。この例では、IAM ポリシーがリソースであ
り、Security Hub およびAWS Configがデータソースタイプです。Audit Manager は特定のSecurity Hub 
チェック ([IAM.1]) の結果を探し、その結果が IAMAWS Config ポリシーの評価にルールを使用します 
(iam-policy-no-statements-with-admin-access)。

2. リソース評価の結果は保存され、監査人が確認しやすい証拠に変換されます。Audit Manager 
は、Security Hub をデータソースタイプとして使用するコントロールについて、コンプライアンス
チェックの証拠を生成します。この証拠には、Security Hub から直接レポートされたコンプライアンス
チェックの結果が含まれています。

3. Audit Manager は、保存された証拠を、IAM policies should not allow full "*" 
administrative privileges という名前の評価のコントロールにアタッチします。

Audit Manager を使用してこのコントロールへの準拠を実証する方法

証拠がコントロールにアタッチされた後、ユーザー (または任意の受任者) は証拠をレビューして、是正が
必要かどうかを確認できます。
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この例では、Audit Manager は Security Hub が [Fail] (失敗) と判断した旨を表示する場合があります。こ
れは、IAM ポリシーにワイルドカード (*) が含まれており、過度に広範であることを理由としてコント
ロールの要件を満たせない場合に発生する可能性があります。この場合、IAM ポリシーを更新して、完
全な管理者権限を許可しないようにすることができます。これを実現するために、ユーザーが実行する必
要のあるタスクを決定し、ユーザーがそれらのタスクのみを実行できるようにするポリシーを作成できま
す。この是正措置は、AWS 環境を FSBP 要件に整合させるのに役立ちます。

IAM ポリシーがコントロールと整合的である場合は、コントロールを [Reviewed] (レビュー済み) として
マークし、評価レポートに証拠を追加します。その後、このレポートを監査人と共有して、コントロール
が意図したとおりに機能していることを実証できます。

AWS Configデータソースとしてを使用する自動コン
トロール
この例は、AWS Configデータソースとしてを使用するコントロールを示しています。これは、AWS 
Control Tower Guardrails フレームワークから取得した標準のコントロールです。Audit Manager は、この
コントロールを使用して、AWS 環境を AWS Control Tower Guardrails に合わせるのに役立つ証拠を生成
します。

コントロールの詳細の例

• コントロール名 – 4.1.2 - Disallow public write access to S3 buckets
• コントロールセット – このコントロールは Disallow public access コントロールセットに属しま

す。これは、アクセス管理に関連するコントロールのグループです。
• データソースタイプ —AWS Config
• 証拠タイプ – コンプライアンスチェック

次の例では、このコントロールは AWS Control Tower Guardrails フレームワークから作成された Audit 
Manager の評価内に存在しています。

評価には、コントロールのステータス、これまでにこのコントロールについて収集された証拠の量、およ
びその証拠のうち、評価レポートに含まれている証拠の量が示されます。ここから、レビューのためにコ
ントロールセットを委任するか、自らレビューを完了できます。コントロール名を選択すると、そのコン
トロールの証拠を含め、詳細情報が記載された詳細のページが開きます。

このコントロールの機能

Audit Manager は、S3 バケットポリシーのアクセスレベルが AWS Control Tower の要件を満たす上で過
度に寛容でないかどうかを確認するために、このコントロールを使用できます。より具体的には、パブ
リックアクセスのブロックの設定、バケットポリシー、バケットアクセスコントロールリスト (ACL) を
チェックして、バケットがパブリック書き込みアクセスを許可していないことを確認できます。

Audit Manager がこのコントロールの証拠を収集する方法

Audit Manager は、このコントロールの証拠を収集するために次の手順を実行します。

1. 各コントロールについて、Audit Manager は、コントロールの設定で指定されたデータソースを使用し
て範囲内のリソースを評価します。この場合、S3 バケットがリソースであり、AWS Configがデータ
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ソースです。Audit Manager は、特定のAWS Configルール (bucket-public-write-prohibiteds3-) の結果を
探して、評価の範囲内にある各 S3 バケットの設定、ポリシー、および ACL を評価します。

2. リソース評価の結果は保存され、監査人が確認しやすい証拠に変換されます。Audit Manager は、AWS 
Configをデータソースタイプとして使用するコントロールについて、コンプライアンスチェックの証拠
を生成します。この証拠には、AWS Config から直接レポートされたコンプライアンスチェックの結果
が含まれています。

3. Audit Manager は、保存された証拠を、4.1.2 - Disallow public write access to S3 
buckets という名前の評価のコントロールにアタッチします。

Audit Manager を使用してこのコントロールへの準拠を実証する方法

証拠がコントロールにアタッチされた後、ユーザー (または任意の受任者) は証拠をレビューして、是正が
必要かどうかを確認できます。

この例では、Audit Manager は、S3 バケットが [noncompliant] (非準拠) である旨の AWS Config の判断を
表示する場合があります。これは、S3 バケットのいずれかにパブリックポリシーを制限しないパブリック
アクセスのブロックの設定があり、使用中のポリシーがパブリック書き込みアクセスを許可している場合
に発生する可能性があります。これを修正するには、パブリックアクセスのブロックの設定を更新して、
パブリックポリシーを制限します。または、パブリック書き込みアクセスを許可しない別のバケットポリ
シーを使用できます。この是正措置は、AWS 環境を AWS Control Tower 要件に整合させるのに役立ちま
す。

S3 バケットのアクセスレベルがコントロールと整合的であることを確認したら、コントロールを
[Reviewed] (レビュー済み) としてマークし、評価レポートに証拠を追加できます。その後、このレポート
を監査人と共有して、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証できます。

データソースとしてAWS API コールを使用する自動
コントロール
この例は、データソースとしてAWS API コールを使用するカスタムコントロールを示しています。Audit 
Manager は、このコントロールを使用して、AWS環境を特定の要件に合わせるのに役立つ証拠を生成しま
す。

コントロールの詳細の例

• コントロール名 – Password Use
• コントロールセット — このコントロールは、Access Controlと呼ばれるコントロールセットに属し

ます。これは、Identity and Access Management に関連するコントロールのグループです。
• データソースタイプ —AWS API コール
• 証拠タイプ – 設定データ

次の例では、このコントロールは、カスタムフレームワークから作成された Audit Manager の評価内に存
在しています。

評価には統制ステータスが表示されます。また、これまでにこのコントロールについて収集された証拠の
量、およびその証拠のうち、評価レポートに含まれている証拠の量が示されます。ここから、レビューの
ためにコントロールセットを委任するか、自らレビューを完了できます。コントロール名を選択すると、
そのコントロールの証拠を含め、詳細情報が記載された詳細のページが開きます。
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このコントロールの機能

Audit Manager では、十分なアクセスコントロールポリシーが設定されているようにするため、このカス
タムコントロールを使用できます。このコントロールは、パスワードの選択と使用において適切なセキュ
リティ慣行に従うことをユーザーに要求します。Audit Manager は、評価の範囲内にある IAM プリンシパ
ルのすべてのパスワードポリシーのリストを取得することにより、これを検証するのに役立ちます。

Audit Manager がこのコントロールの証拠を収集する方法

Audit Manager は、このカスタムコントロールの証拠を収集するために次の手順を実行します。

1. 各コントロールについて、Audit Manager は、コントロールの設定で指定されたデータソースを使用し
て範囲内のリソースを評価します。この場合、IAM プリンシパルがリソースであり、AWS API コール
がデータソースタイプです。Audit Manager は、特定の IAM API コール (GetAccountPasswordPolicy) 
の結果を探します。その後、AWS アカウント評価の範囲内にあるのパスワードポリシーを返します。

2. リソース評価の結果は保存され、監査人が確認しやすい証拠に変換されます。Audit Manager は、API 
コールをデータソースとして使用するコントロールの設定データの証拠を生成します。この証拠に
は、API レスポンスからキャプチャされた元のデータと、データがサポートするコントロールを示す追
加のメタデータが含まれています。

3. Audit Manager は、保存された証拠を、Password Use指定された評価のカスタムコントロールにア
タッチします。

Audit Manager を使用してこのコントロールへの準拠を実証する方法

証拠がコントロールにアタッチされた後、ユーザー (または任意の受任者) は証拠をレビューして、それが
十分であるかどうか、または是正が必要かどうかを確認できます。

この例では、証拠をレビューして、API コールからのレスポンスを確認できま
す。GetAccountPasswordPolicyレスポンスには、アカウントのユーザーパスワードについての複雑さの要
件と必須のローテーション期間が記載されています。この API レスポンスを証拠として使用して、評価の
範囲内にあるAWS アカウントパスワードアクセスコントロールポリシーが十分に設定されていることを示
すことができます。必要に応じて、コントロールにコメントを追加することで、これらのポリシーに関す
る追加のコメントを提供することもできます。

IAM プリンシパルのパスワードポリシーがカスタムコントロールと一致していることを確認したら、コン
トロールをレビュー済みとしてマークし、評価レポートに証拠を追加できます。その後、このレポートを
監査人と共有して、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証できます。

AWS CloudTrailデータソースとしてを使用する自動コ
ントロール
この例は、AWS CloudTrailデータソースとしてを使用するコントロールを示しています。これは、HIPAA 
フレームワークから取得した標準のコントロールです。Audit Manager は、このコントロールを使用し
て、AWS 環境を HIPAA 要件に合わせるのに役立つ証拠を生成します。

コントロールの詳細の例

• コントロール名 – 164.308(a)(5)(ii)(C)
• コントロールセット — このコントロールは、164.308 Administrative Safeguards呼び出された

コントロールセットに属します。
• データソースタイプ —AWS CloudTrail
• 証拠タイプ – ユーザーアクティビティ

HIPAA フレームワークから作成された Audit Manager の評価内に表示されるこのコントロールは次のとお
りです。
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評価には統制ステータスが表示されます。また、これまでにこのコントロールについて収集された証拠の
量、およびその証拠のうち、評価レポートに含まれている証拠の量が示されます。ここから、レビューの
ためにコントロールセットを委任するか、自らレビューを完了できます。コントロール名を選択すると、
そのコントロールの証拠を含め、詳細情報が記載された詳細のページが開きます。

このコントロールの機能

このコントロールは、不適切なサインインを検出するためのモニタリング手順を要求します。不適切なサ
インインの例としては、誰かがユーザー名またはパスワードの複数の組み合わせを入力して情報システム
へのアクセスを試みた場合を挙げることができます。Audit Manager は、評価の範囲内にあるリソースに
ついて検出されたすべてのサインイン試行のリストを提供することにより、このコントロールを検証する
のに役立ちます。

Audit Manager がこのコントロールの証拠を収集する方法

Audit Manager は、このコントロールの証拠を収集するために次の手順を実行します。

1. 各コントロールについて、Audit Manager は、コントロールの設定で指定されたデータソースを使用し
て範囲内のリソースを評価します。この場合、ユーザーがリソースであり、 CloudTrail がデータソース
です。Audit Manager は、ログに記録されたすべての AWS マネジメントコンソールのサインインイベ
ント CloudTrailの結果を探します。その後、評価の範囲内にある関連イベントのログを返します。

2. リソース評価の結果は保存され、監査人が確認しやすい証拠に変換されます。Audit Manager は、 
CloudTrail をデータソースタイプとして使用するコントロールのユーザーアクティビティの証拠を生成
します。この証拠には、ユーザーからキャプチャされた元のデータと、データがサポートするコント
ロールを示す追加のメタデータが含まれています。

3. Audit Manager は、保存された証拠を、164.308(a)(5)(ii)(C) という名前の評価のコントロールに
アタッチします。

Audit Manager を使用してこのコントロールへの準拠を実証する方法

証拠がコントロールにアタッチされた後、ユーザー (または任意の受任者) は証拠をレビューして、是正が
必要かどうかを確認できます。

この例では、証拠をレビューして、ログに記録されたサインインイベントを確認できます CloudTrail。こ
のログには、ユーザーのコンソールサインインアクティビティが記載されており、次の情報が含まれてい
ます。

• 成功したすべてのサインイン
• 失敗したすべてのサインインの試み
• 多要素認証 (MFA) が強制された場合の検証
• すべてのサインインイベントの IP アドレス

このログを証拠として使用して、評価の範囲内にあるAWS アカウントについて十分なモニタリング手順が
設けられていることを示すことができます。必要に応じて、コントロールにコメントを追加することで、
追加のコメントを提供することもできます。例えば、ログインの試行が複数回失敗したなどの不一致がロ
グに表示されている場合は、問題の是正方法を説明するコメントを追加できます。コンソールサインイン
を定期的にモニタリングすることは、不一致や不適切なサインインの試行によって発生する可能性のある
セキュリティの問題を防ぐのに役立ちます。そのため、このベストプラクティスは、AWS 環境を HIPAA 
要件に整合的なものとするのに役立ちます。
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モニタリング手順がコントロールと整合的であることを確認したら、コントロールを [Reviewed] (レ
ビュー済み) としてマークし、評価レポートに証拠を追加できます。その後、このレポートを監査人と共
有して、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証できます。

手動コントロール
自動証拠収集をサポートしていないコントロールもあります。これには、クラウドで生成されない監視、
インタビュー、および他のイベントに加えて、物理的な記録と署名のプロビジョニングに依拠するコント
ロールが含まれます。このような場合には、証拠を手動でアップロードして、コントロールの要件を満た
していることを実証できます。

この例は、Audit Manager が自動証拠を収集しない手動コントロールを示しています。これは、NIST 
800-53 (Rev. 5) フレームワークから取得した標準のコントロールです。Audit Manager を使用して、この
コントロールのコンプライアンスを実証する証拠をアップロードおよび保存できます。

コントロールの詳細の例

• コントロール名 – PS-4(1) - Post-employment Requirements
• コントロールセット – このコントロールは Personnel Termination コントロールセットに属しま

す。これは、雇用終了の手続きの文脈における情報セキュリティに関連するコントロールのグループで
す。

• データソースタイプ — 手動
• 証拠タイプ – 手動

NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High フレームワークから作成された Audit Manager の評価内に表示
されるこのコントロールは次のとおりです。

評価には統制ステータスが表示されます。また、これまでにこのコントロールについて収集された証拠の
量、およびその証拠のうち、評価レポートに含まれている証拠の量が示されます。ここから、レビューの
ためにコントロールセットを委任するか、自らレビューを完了できます。コントロール名を選択すると、
そのコントロールの証拠を含め、詳細情報が記載された詳細のページが開きます。

このコントロールの機能

このコントロールを使用して、従業員が解雇された場合に、組織情報が保護されることを確認できます。
具体的には、組織情報の保護のために、雇用終了後に適用される、法的拘束力のある要求事項を、解雇さ
れた個人にむらなく通知することを実証できます。さらに、組織の解雇プロセスの一環として、すべての
解雇された個人が雇用終了後に適用される要求事項を了承するために署名していることを実証できます。

このコントロールの証拠を手動でアップロードする方法

次の手順を実行して、このコントロールをサポートする手動証拠をアップロードできます。

1. アップロードする手動証拠を Amazon Simple Storage Service (S3) バケットに格納し、S3 URI を書き
留めます。

2. Audit Manager の評価で、コントロールを開き、証拠フォルダのタブに移動し、S3 URI を入力して証拠
をアップロードします。手順については、「AWS Audit Manager の手動証拠のアップロード」を参照し
てください。
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3. Audit Manager は、証拠をアップロードした日付に基づく名前が付けられた証拠フォルダを作成しま
す。その後、アップロードされた証拠を、PS-4(1) - Post-employment Requirements という名
前の評価のコントロールにアタッチします。

Audit Manager を使用してこのコントロールへの準拠を実証する方法

このコントロールをサポートするドキュメントがある場合は、手動証拠としてアップロードできます。例
えば、解雇された従業員に人事部門が発行するものであって、雇用終了後に適用される、法的拘束力のあ
る要求事項の最新の写しをアップロードできます。監査期間中に解雇された個人がいる場合は、それらの
解雇された個人宛ての、日付が記載されている写しをアップロードすることもできます。

自動化されたコントロールの場合と同様に、証拠のレビュー (またはこの場合は提供) をサポートできるス
テークホルダーに手動コントロールを委任できます。例えば、このコントロールを確認すると、要件を部
分的にしか満たしていないことに気付く場合があります。このような状況は、解雇された個人によって署
名された確認書がない場合に生じる可能性があります。人事部門のステークホルダーにコントロールを委
任すると、それらのステークホルダーは、署名された書面の写しをアップロードできます。または、監査
期間中に解雇された従業員がいない場合は、署名された書面がコントロールに添付されていない理由を明
らかにするためのコメントを残すことができます。

コントロールと整合的であることを確認したら、[Reviewed] (レビュー済み) としてマークし、評価レポー
トに証拠を追加できます。その後、このレポートを監査人と共有して、コントロールが意図したとおりに
機能していることを実証できます。

混合データソースの種類を使用したコントロール (自
動および手動)
多くの場合、コントロールの要件を満たすには、自動証拠と手動証拠の組み合わせが必要です。Audit 
Manager は、コントロールに関連する自動証拠を提供できますが、ユーザー自身が識別してアップロード
する手動証拠でこのデータを補足する必要がある場合があります。

この例は、AWS API コールからの手動証拠と自動証拠の組み合わせを使用するコントロールを示していま
す。これは、NIST 800-53 (Rev. 5) フレームワークから取得した標準のコントロールです。Audit Manager 
は、このコントロールを使用して、AWS 環境を NIST 要件に合わせるのに役立つ証拠を生成します。

コントロールの詳細の例

• コントロール名 – MA-5(3) - Citizenship Requirements for Classified Systems
• コントロールセット – このコントロールは Maintenance Personnel コントロールセットに属しま

す。これは、組織のシステムでハードウェアまたはソフトウェアのメンテナンスを実行する個人に関連
するコントロールのグループです。

• データソースタイプ —AWS API コール、および補足の手動証拠
• 証拠タイプ – 設定データ

NIST 800-53 (Rev. 5) フレームワークから作成された Audit Manager の評価内に表示されるこのコント
ロールは次のとおりです。

評価には統制ステータスが表示されます。また、これまでにこのコントロールについて収集された証拠の
量、およびその証拠のうち、評価レポートに含まれている証拠の量が示されます。ここから、レビューの
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ためにコントロールセットを委任するか、自らレビューを完了できます。コントロール名を選択すると、
そのコントロールの証拠を含め、詳細情報が記載された詳細のページが開きます。

このコントロールの機能

Audit Manager は、メンテナンスおよび診断アクティビティを実行する担当者が、確実に必要な国籍ス
テータスを持っているようにするために、このコントロールを使用できます。システムが機密情報を処
理、保存、または伝送するものである場合は、メンテナンス担当者が米国の国籍を有する者であることを
証明する必要があります。Audit Manager は、これを検証するのに役立ちます。これは、評価の範囲内に
あるすべての IAM ポリシーとプリンシパルの詳細なリストを返すことによって実行されます。その後、こ
のリストに記載されているユーザーが必要な国籍要件を具備していることを確認および実証できます。こ
れを実行するには、国籍ステータスに関する補足的な証拠を手動でアップロードします。

Audit Manager がこのコントロールの証拠を収集する方法

Audit Manager は、このコントロールの証拠を収集するために次の手順を実行します。

1. 各コントロールについて、Audit Manager は、コントロールの設定で指定されたデータソースを
使用して範囲内のリソースを評価します。この場合、IAM ポリシーとプリンシパルがリソースで
あり、AWS API コールがデータソースです。Audit Manager は 4 つの特定の IAM API 呼び出し 
(ListUsersListRolesListGroups///ListPolicies) の結果を探し、評価の対象となる IAM ポリシーとプリンシ
パルのリストを返します。

2. リソース評価の結果は保存され、監査人が確認しやすい証拠に変換されます。Audit Manager は、API
コールをデータソースタイプとして使用するコントロールの設定データの証拠を生成します。この証拠
には、API レスポンスからキャプチャされた元のデータと、データがサポートするコントロールを示す
追加のメタデータが含まれています。

3. Audit Manager は、保存された証拠を、MA-5(3) - Citizenship Requirements for 
Classified Systems という名前の評価のコントロールにアタッチします。

このコントロールの証拠を手動でアップロードする方法

次の手順を実行して、自動証拠を補足する手動証拠をアップロードできます。

1. 国籍に関するドキュメントを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに格納し、S3 URI 
を書き留めます。

2. Audit Manager の評価で、コントロールを開き、証拠フォルダのタブに移動し、証拠をアップロードし
ます。S3 URI を入力することで、これを実行します。手順については、「AWS Audit Manager の手動
証拠のアップロード」を参照してください。

3. Audit Manager は、アップロードされた証拠を、MA-5(3) - Citizenship Requirements for 
Classified Systems という名前の評価のコントロールにアタッチします。

Audit Manager を使用してこのコントロールへの準拠を実証する方法

証拠がコントロールにアタッチされた後、ユーザー (または任意の受任者) は証拠をレビューして、それが
十分であるかどうか、または是正が必要かどうかを確認できます。

この例では、証拠をレビューして、20 名ユーザーのリストを表示できます。メンテナンス担当者である
ユーザー、またはそれらのユーザーの国籍を確認する方法がわからない場合は、検証のために内容領域専
門家にコントロールを委任できます。受任者は、メンテナンス担当者のリストを確認し、国籍ステータス
に関するドキュメントとして補足的な証拠を手動でアップロードできます。リストされているすべての関
連のユーザーの国籍を確認することは、AWS環境を NIST の要件に整合的なものとするのに役立ちます。
または、システムが機密情報を処理、保存、または伝送しない場合は、このコントロールが該当しない理
由を明らかにするコメントを残すことができます。

コントロールと整合的であることを確認したら、コントロールを [Reviewed] (レビュー済み) としてマーク
し、評価レポートに証拠を追加します。その後、このレポートを監査人と共有して、コントロールが意図
したとおりに機能していることを実証できます。
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関連する AWS のサービス
AWS Audit ManagerAWS のサービス複数と統合してエビデンスを自動的に収集し、評価レポートに含める
ことができます。

AWS Security Hub

AWS Security Hubは、AWSのベストプラクティスと業界標準に基づく自動セキュリティチェックを使用
して環境をモニタリングします。Audit Manager は、Security Hub から直接セキュリティチェックの結果
を報告することにより、リソースのセキュリティ体制のスナップショットをキャプチャします。Security 
Hub の詳細については、「AWS Security Hubとは」を参照してください。 AWS Security Hubユーザーガ
イドにあります。

AWS CloudTrail

AWS CloudTrail は、アカウント内の AWS リソースに対して実行された呼び出しをモニタリングするのに
役立ちます。これらには、AWS管理コンソール、AWS CLI などによる呼び出しが含まれますAWS のサー
ビス。Audit Manager CloudTrail はログデータを直接収集し、処理されたログをユーザーアクティビティ
の証拠に変換します。詳細については CloudTrail、「とはAWS CloudTrail?」を参照してください。 AWS 
CloudTrailユーザーガイドにあります。

AWS Config

AWS Config は、AWS アカウント にある AWS リソースの設定詳細ビューを提供します。これには、リ
ソースが相互にどのように関連しているか、およびリソースが過去にどのように設定されたかに関する情
報が含まれます。Audit Manager は、からの検出結果を直接報告することにより、AWS Configリソースの
セキュリティ体制のスナップショットをキャプチャします。AWS Config の詳細については、AWS Config 
ユーザーガイドの「AWS Config とは」を参照してください。

AWS License Manager

{AWS License Manager}は、ソフトウェアベンダーのライセンスをクラウドに移動するプロセスを効率
化します。でクラウドインフラストラクチャを構築するときにAWS、既存のライセンスインベントリを
クラウドリソースで使用するために転用することで、コストを削減できます。Audit Manager は、監査
の準備をサポートする License Manager フレームワークを提供します。このフレームワークは License 
Manager と統合されており、お客様が定義したライセンスルールに基づいてライセンス使用情報を集約し
ます。License Manager の詳細については、「AWS License Managerとは」を参照してください。 AWS 
License Managerユーザーガイドにあります。

AWS Control Tower

AWS Control Towerクラウドインフラストラクチャの予防と探偵のガードレールを実施します。Audit 
Manager は、監査の準備をサポートするAWS Control Tower Guardrails フレームワークを提供します。こ
のフレームワークには、AWS Configからのガードレールに基づくすべてのルールが含まれていますAWS 
Control Tower。AWS Control Tower の詳細については、AWS Control Tower ユーザーガイドの「AWS 
Control Tower とは」を参照してください。

AWS Artifact

AWS Artifact は、AWS インフラストラクチャのコンプライアンスドキュメントおよび認証へのオンデマン
ドアクセスを提供するセルフサービスの監査アーティファクト取得ポータルです。AWS Artifact は、AWS 
クラウドインフラストラクチャがコンプライアンス要件を満たしていることを証明するための証拠を提
供します。対照的に、AWS Audit Managerは、AWS のサービスの使用がコンプライアンスに準拠してい
ることを実証する証拠を収集、レビュー、および管理するのに役立ちます。AWS Artifact の詳細につい
ては、AWS Artifact ユーザーガイドの「AWS Artifact とは」を参照してください。AWS レポートのリス
トは、AWS Management Console でダウンロードできます。

AWS のサービス特定のコンプライアンスプログラムの範囲内のリストについては、「コンプライアンスプ
ログラムによる対象範囲」を参照してくださいAWS のサービス。一般的な情報については、「AWS コン
プライアンスプログラム」を参照してください。
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Audit Manager と AWS SDK の併用
AWS ソフトウェア開発キット (SDK) は、多くの一般的なプログラミング言語で使用できます。各 SDK に
は、デベロッパーが好みの言語でアプリケーションを構築するために使用できる API、コード例、および
ドキュメントが提供されています。

SDK ドキュメン
ト

Audit Manager 固有のドキュメント コード例

AWS SDK for C
++

Audit Manager の AWS SDK for C++ 
API リファレンス

AWS SDK for C++ コード
の例

AWS SDK for 
Go

Audit Manager の AWS SDK for Go 
API リファレンス

AWS SDK for Go コードの
例

AWS SDK for 
Java

Audit Manager の AWS SDK for Java 
2.x API リファレンス

AWS SDK for Java コード
の例

AWS SDK for 
JavaScript

Audit Manager の AWS SDK for 
JavaScript API リファレンス

AWS SDK for JavaScript 
コードの例

AWS SDK 
for .NET

Audit Manager の AWS SDK for .NET 
API リファレンス

AWS SDK for .NET コード
の例

AWS SDK for 
PHP

Audit Manager の AWS SDK for PHP 
API リファレンス

AWS SDK for PHP コード
の例

AWS SDK for 
Python (Boto3)

Audit Manager の AWS SDK for 
Python (Boto) API リファレンス

AWS SDK for Python 
(Boto3) コードの例

AWS SDK for 
Ruby

Audit Manager の AWS SDK for Ruby 
API リファレンス

AWS SDK for Ruby コード
の例

Audit Manager に固有の例については、「のコード例」を参照してくださいAWS Audit Manager。

Note

Audit Manager は、の botocore バージョン 1.19.32 以降で使用できますAWS SDK for Python 
(Boto3)。SDK の使用を開始する前に、適切な botocore バージョンを使用していることを確認し
てください。
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AWS Audit Manager の設定
Audit Manager を使用する前に、次の設定タスクが完了していることを確認します。

トピック

• 前提条件:AWS アカウント権限の作成と設定
• Audit Manager を有効にする:コンソール、AWS CLI、または API を使用してAudit Manager を有効にし

ます。
• 推奨事項:他のユーザーとの推奨インテグレーションの設定AWS のサービス

前提条件
次の手順に従って、AWS アカウントおよび Audit Manager セットアップ権限を持つ管理者ユーザーを作成
します。

ステップ
• AWS アカウントにサインアップする (p. 23)
• 管理ユーザーを作成する (p. 23)
• Audit Manager にアクセスして有効にするために必要な権限を追加します (p. 24)

Important

既に IAMAWS を設定済みの場合は、ステップ 1 と 2 をスキップできます。ただし、手順3を完了
して、Audit Manager の設定に必要な権限があることを確認する必要があります。

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

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

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

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

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

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

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

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

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

管理ユーザーを作成する

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

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

管理ユーザーとしてサインインする

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

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

Audit Manager にアクセスして有効にするために必要
な権限を追加します
Audit Manager を有効にするには、必要なアクセス許可をユーザーに与えなければなりません。Audit 
Manager へのフルアクセスが必要なユーザーには、AWSAuditManagerAdministratorAccess管理ポリシー
を使用します。これは、AWSで利用できる管理ポリシーでありAWS アカウント、Audit Manager 管理者に
推奨されるポリシーです。

Tip

セキュリティのベストプラクティスとして、AWS管理ポリシーから始めて、最小権限のアクセス
許可に移行することをお勧めします。 AWS管理ポリシーは、多くの一般的ユースケースでアク
セス許可を付与します。ただし、AWS管理ポリシーは、すべてのAWSのユーザーが使用できる
ため、特定のユースケースに対して最小特権のアクセス許可が付与されない場合があることに留
意してください。そのため、ユースケースに応じたカスタマー管理ポリシーを定義することで、
アクセス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、AWS Identity and Access 
Managementユーザーガイドの「AWS管理ポリシー」を参照してください。

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

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

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サードパー
ティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。
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• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー

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

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

AWS Audit Manager の有効化
、Audit Manager APIAWS Management Console、またはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用
して Audit Manager を有効にできます。

Audit Manager console

コンソールを使用してAudit Manager を有効にするには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きま
す。

2. IAM アイデンティティの認証情報を使用してサインインします。
3. [Set up AWS Audit Manager] ( を設定) を選択します。

4. 「権限」では、何もする必要はありません。これは、Audit Manager がサービスにリンクされた
ロールを使用して、ユーザーに代わってデータソースに接続するためです。サービスにリンクさ
れたロールを確認するには、「IAM サービスにリンクされたロールの権限を表示」を選択しま
す。

5. データ暗号化のデフォルトオプションは、Audit Manager がデータを作成して管理し、AWS KMS 
keyデータを安全に保存するためのものです。

独自のカスタマーマネージドキーを使用して Audit Manager でデータを暗号化する場合は、
[Customize encryption settings (アドバンスト)] (暗号化の設定をカスタマイズ (アドバンスト)) の
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横にあるチェックボックスを選択します。その後、既存の KMS キーを選択するか、新しい KMS 
キーを作成できます。

6. (オプション) Audit Manager に複数のアカウントの評価を実行させる場合は、[Delegated 
administrator-optional] (委任された管理者-optional) で、委任された管理者アカウントを指定でき
ます。詳細と推奨事項については、「Audit ManagerAWS Organizations での使用を有効にして設
定する」を参照してください。

7. (オプション) [AWS Config-optional] (-オプション) で、最適なエクスペリエンスを実現するために
AWS Configを有効にすることをお勧めします。これにより、Audit Manager はAWS Configルー
ルを使用して証拠を生成できます。手順と推奨設定については、「Audit ManagerAWS Config で
使用するための有効化と設定」を参照してください。

8. (オプション) [Security Hub-オプション] (-オプション) で、最適なエクスペリエンスを実現
するために Security Hub を有効にすることをお勧めします。これにより、Audit Manager は 
Security Hub チェックを使用して証拠を生成できます。手順と推奨設定については、「Audit 
ManagerAWS Security Hub で使用するための有効化と設定」を参照してください。

9. [Complete setup] (設定を完了) を選択して、設定プロセスを終了します。
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AWS CLI

を使用してAudit Manager を有効にするにはAWS CLI

コマンドラインで、次の設定パラメータを使用して register-account コマンドを実行します。

• --kms-key(オプション) — このパラメーターを使用して、独自の顧客管理キーを使用して Audit 
Manager データを暗号化します。ここでオプションを指定しない場合、Audit Manager がユーザー
に代わってデータを安全に保管するためのオプションを作成して管理します。AWS KMS key

• --delegated-admin-account(オプション)-このパラメータを使用して、Audit Manager のため
に組織の委任された管理者を指定する。ここでオプションを指定しない場合、委任管理者は登録さ
れません。

入力例 (#############################):

aws auditmanager register-account \  
--kms-key arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--delegated-admin-account 111122224444            

出力例:

{ 
    "status": "ACTIVE"
}               

AWS CLI の詳細と AWS CLI ツールのインストール手順については、AWS Command Line Interface 
ユーザーガイドを参照してください。

• AWS Command Line Interface ユーザーガイド
• AWS Command Line Interface のセットアップ

Audit Manager API

Audit Manager API を使用してAudit Manager を有効にするには

RegisterAccount以下の設定パラメータを使用して操作を実行してください。

• KMSKey (オプション) — このパラメーターを使用して、独自の顧客管理キーを使用して Audit 
Manager データを暗号化します。ここでオプションを指定しない場合、Audit Manager がユーザー
に代わってデータを安全に保管するためのオプションを作成して管理します。AWS KMS key

• delegatedAdminAccount(オプション)-このパラメータを使用して、Audit Manager の委任された組織
の委任された管理者を指定する。指定しない場合、委任管理者は登録されません。

入力例 (#############################):

{ 
    "kmsKey":"arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab", 
    "delegatedAdminAccount":"111122224444"
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レコメンデーション

}                 

出力例:

{ 
  "status": "ACTIVE"
}

他のユーザーとの推奨インテグレーションの設定
AWS のサービス

Audit Manager で最適なエクスペリエンスを実現するために、AWS のサービス次のを有効にすることをお
勧めします。

• AWS Organizations— Organizations を使用して、複数のアカウントに対してAudit Manager 評価を実行
し、委任された管理者アカウントに証拠を統合できます。

• AWS Security Hubそして AWS Config— これらを有効にするとAWS のサービス、Audit Manager 評価に
おける統制のデータソースタイプとして使用できます。Audit Manager は、これらのサービスから直接
コンプライアンスチェックの結果を報告できます。

トピック
• 有効化とセットアップAWS Config (オプション) (p. 28)
• 有効化とセットアップAWS Security Hub (オプション) (p. 29)
• 有効化AWS Organizations (オプション) (p. 30)

有効化とセットアップAWS Config (オプション)
Audit ManagerAWS Config の多くのコントロールはデータソースタイプとして使用されます。これらのコ
ントロールをサポートするには、Audit ManagerAWS ConfigAWS リージョン が有効になっている各アカ
ウントのすべてのアカウントで有効にする必要があります。Audit ManagerAWS Config がデータソースタ
イプとして使用する統制の証拠を収集しようとしても、AWS Config関連するルールが有効になっていない
場合、それらの統制に関する証拠は収集されません。

Audit Manager は、AWS Configあなたに代わって管理をしてくれません。次の手順に従って、AWS 
Configその設定を有効にして構成できます。

Audit ManagerAWS Config と統合するタスク

• ステップ 1: AWS Config を有効にする (p. 28)
• ステップ 2: Audit ManagerAWS Config で使用するための設定 (p. 28)

ステップ 1: AWS Config を有効にする
AWS Configコンソールまたは APIAWS Config を使用して有効化できます。手順については、AWS Config 
デベロッパーガイドのAWS Config の開始方法を参照してください。

ステップ 2: Audit ManagerAWS Config で使用するための設定
を有効にした後AWS Config、監査に関連するコンプライアンス標準について、AWS Configルールを有
効にするか、コンフォーマンスパックをデプロイするようにしてください。このステップにより、AWS 
Config有効化済みのルールの検出結果を Audit Manager がインポートできるようになります。
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Security Hub を有効にする

AWS Configルールを有効にした後、そのルールのパラメータを確認することをお勧めします。次に、選択
したコンプライアンスフレームワークの要件に照らしてこれらのパラメータを検証する必要があります。
必要に応じて、ルールのパラメータを更新して、AWS Configフレームワークの要件と一致するようにする
ことができます。これにより、評価時に特定のフレームワークの正しいコンプライアンスチェックの証拠
が確実に収集されるようになります。

たとえば、CIS v1.2.0 の評価を作成するとします。このフレームワークには、1.4 という名前のコン
トロールがあります。アクセスキーが 90 日以内にローテーションされることを確認する。ではAWS 
Config、access-keys-rotatedルールにはデフォルト値が 90maxAccessKeyAge 日のパラメータがありま
す。その結果、ルールは統制要件と一致します。デフォルト値を使用していない場合は、使用している値
が CIS v1.2.0 の 90 日間の要件と同等かそれ以上であることを確認してください。

各マネージドルールのデフォルトパラメータの詳細は、AWS Configドキュメントに記載されています。
ルールを設定する方法については、「AWS Configマネージドルールの使用」を参照してください。

有効化とセットアップAWS Security Hub (オプション)
Audit Manager の多くのコントロールは、Security Hub をデータソースタイプとして使用します。これら
のコントロールをサポートするには、Audit Manager が有効になっている各リージョンのすべてのアカウ
ントで Security Hub を有効にする必要があります。Audit Manager が Security Hub をデータソースタイ
プとして使用する統制の証拠を収集しようとしても、関連する Security Hub 標準が有効になっていない場
合、それらの統制に関する証拠は収集されません。

Audit Manager は、あなたに代わってSecurity Hub を管理しません。以下の手順に従って Security Hub を
有効にし、その設定を行うことができます。

Audit ManagerAWS Security Hub と統合するタスク

• ステップ 1: AWS Security Hub を有効にする (p. 29)
• ステップ 2: Audit Manager で使えるようにSecurity Hub を設定する (p. 29)

ステップ 1: AWS Security Hub を有効にする
Security Hub は、コンソールまたは API を使用して有効にすることができます。手順については、AWS 
Security HubAWS Security Hubユーザーガイドの「セットアップ」を参照してください。

ステップ 2: Audit Manager で使えるようにSecurity Hub を設定す
る
Security Hub を有効にした後、すべてのセキュリティ標準も有効にしていることを確認してください。
このステップにより、サポートされているすべてのコンプライアンス標準に関する検出結果を Audit 
Manager がインポートできるようになります。

を使用してAWS Organizations、メンバーアカウントから Security Hub の証拠を収集したい場合
は、Security Hub で次の手順も実行する必要があります。

組織の Security Hub の設定を設定するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/securityhub/AWS 
Security Hub でコンソールを開きます。

2. AWS Organizations 管理アカウントを使用して、Security Hub の委任された管理者としてアカウント
を指定します。詳細については、AWS Security Hub ユーザーガイドの「Security Hub 管理者アカウン
トの指定」を参照してください。
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Organizations を有効にする

Note

Security Hub で指定する委任された管理者を指定する際には、委任されたAudit Manager す
る。

3. Organizations の委任された管理者アカウントを使用して、設定、アカウントに移動し、すべてのアカ
ウントを選択してから、[Auto-enroll] (自動登録) を選択してメンバーとして追加します。詳細について
は、AWS Security Hub ユーザーガイドの「組織からメンバーアカウントを有効にする」を参照してく
ださい。

4. 組織のすべてのメンバーアカウントについて AWS Config を有効にします。詳細については、AWS 
Security Hub ユーザーガイドの「組織からメンバーアカウントを有効にする」を参照してください。

5. 組織のすべてのメンバーアカウントについて PCI DSS セキュリティ標準を有効にします。AWSCIS 
Foundations Benchmark 標準とAWS Foundational Best Practices 標準は、デフォルトですでに有効に
なっています。詳細については、AWS Security Hub ユーザーガイドの「セキュリティ標準の有効化」
を参照してください。

有効化AWS Organizations (オプション)
Audit Manager は、との統合により複数のアカウントをサポートしますAWS Organizations。Audit 
Manager は、複数のアカウントに対して評価を実行し、委任された管理者アカウントに証拠を統合できま
す。委任管理者は、組織を信頼ゾーンとして持つ Audit Manager リソースを作成および管理するための許
可を持っています。管理アカウントのみが委任管理者を指定できます。

Audit ManagerAWS Organizations と統合するタスク

• ステップ 1: 組織を作成し、または組織に参加する (p. 30)
• ステップ 2: 組織内のすべての機能を有効化する (p. 30)
• ステップ 3: Audit Manager の委任された管理者を指定する (p. 30)

ステップ 1: 組織を作成し、または組織に参加する
AWS アカウント自分が組織に所属していない場合は、組織を作成したり、組織に参加したりできます。手
順については、AWS Organizationsユーザーガイドの「組織の作成と管理」を参照してください。

ステップ 2: 組織内のすべての機能を有効化する
次に、組織内のすべての機能を有効にする。手順については、AWS Organizationsユーザーガイドの「組
織のすべての機能を有効にする」を参照してください。

ステップ 3: Audit Manager の委任された管理者を指定する
Organizations 管理アカウントを使用して Audit Manager を有効にしてから、委任された管理者を指定す
ることをお勧めします。その後、委任された管理者アカウントを使用してログインし、評価を実行できま
す。ベストプラクティスとして、管理アカウントではなく、委任された管理者アカウントを使用してのみ
評価を作成することをお勧めします。

Warning

Organizations 管理アカウントを使用して委任された管理者を指定すると、管理アカウントは 
Audit Manager で追加の評価を作成できなくなります。さらに、管理アカウントによって作成さ
れた既存の評価の証拠収集は停止します。代わりに、Audit Manager が証拠を収集し、組織の評
価を管理するための主要アカウントである委任された管理者にアタッチします。

Audit Manager を有効にした後に委任された管理者を追加または変更するには、「AWS Audit Manager設
定、委任された管理者」を参照してください。
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次のステップ

考慮が必要な問題:

• 管理アカウントを Audit Manager の委任された管理者として使用することはできません。
• 複数ので Audit Manager を有効にする場合はAWS リージョン、委任された管理者アカウントを各リー

ジョンで個別に指定する必要があります。Audit Manager の設定で、すべてのリージョンで同じ委任さ
れた管理者アカウントを指定する必要があります。

• Audit Manager を有効にしたときにカスタマーマネージドキーを指定した場合は、委任された管理者を
指定した Audit Manager の暗号化の設定を確認および変更するには、「」を参照してくださいデータ暗
号化 (p. 219)。

• Audit Manager の一般的なOrganizations と委任管理者に関する問題の解決方法については、を参照して
くださいAWS Organizations委任された管理者のトラブルシューティングと問題 (p. 252)。

次のステップ
Audit Manager の設定が完了したので、サービスの利用を開始する準備が整いました。コンソールの設定
ページにアクセスして、Audit Manager の設定時に選択した設定を更新することもできます。

Audit Manager の使用を開始する
最初の評価を作成する方法を説明するチュートリアルに従うことで、Audit Manager を開始できます。詳
細については、「監査所有者向けチュートリアル: 評価の作成」を参照してください。

Audit Manager の設定を更新
設定はいつでも変更できます。詳細については、「AWS Audit Manager の設定 (p. 218)」を参照してく
ださい。
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Audit Manager のチュートリアル

AWS Audit Manager の開始方法
step-by-step このセクションのチュートリアルを使用して、を使用するタスクの実行方法について学びま
すAWS Audit Manager。

Tip

次のチュートリアルは、対象者別に分類されています。監査所有者または受任者としての役割に
基づいて、適切なチュートリアルを選択してください。

• 監査所有者は、評価の作成と管理を担当する Audit Manager のユーザーです。ビジネスの文脈
では、監査所有者は、通常、ガバナンス、リスク管理、およびコンプライアンス (GRC) に精通
しています。ただし、Audit Manager の文脈では、監査所有者のユーザーペルソナを引き受け
る場合もあります。 SecOps DevOps 監査所有者は、特定のコントロールを確認し、証拠を検
証するために、対象分野のエキスパート (受任者とも呼びます) にサポートを求めることができ
ます。監査所有者には、評価を管理するために必要な許可が付与されている必要があります。

• 受任者は、技術またはビジネスに関する専門知識を持つ対象分野のエキスパートです。これら
の受任者は、Audit Manager の評価を所有または管理しませんが、それでも評価に貢献できま
す。受任者は、自らの専門分野に属するコントロールの証拠を検証するなどのタスクで監査所
有者をサポートします。Audit Manager では、受任者の許可が制限されています。これは、監
査所有者が委任するのが、評価全体ではなく、レビューする特定のコントロールセットである
ことによります。

これらのペルソナおよび他の Audit Manager の概念の詳細については、このガイドの「AWS 
Audit Manager の概念と用語 (p. 2)」セクションの「監査所有者と委任者」を参照してください。
各ペルソナに推奨される IAM 許可の詳細については、「AWS Audit Manager のユーザーペルソナ
に推奨されるポリシー (p. 278)」を参照してください。

Audit Manager のチュートリアル
評価の作成

対象者: 監査所有者

概要: step-by-step 手順に従って、最初の評価を作成し、迅速に実行します。このチュートリアルで
は、標準フレームワークを使用して評価を作成し、証拠の自動収集を開始する方法について説明しま
す。

コントロールセットのレビュー

対象者: 受任者

概要: 自らの専門分野に属するコントロールの証拠をレビューすることを通じて、監査所有者をサポー
トします。コントロールセットとそれらに関連する証拠のレビュー、コメントの追加、追加の証拠の
アップロード、およびコントロールのステータスの更新のための方法を学びます。

監査所有者向けチュートリアル: 評価の作成
このチュートリアルでは、AWS Audit Manager の概要を説明します。このチュートリアルでは、AWS 
Audit Manager サンプルフレームワークを使用して評価を作成します。評価を作成して、そのフレーム
ワークのコントロールに関する自動証拠収集の継続プロセスを開始します。
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ステップ 1: 評価の詳細を指定する

このチュートリアルでは、次の方法を示します。

• 評価を作成するための標準フレームワークを選択する
• 評価に含める AWS アカウントを指定する
• 評価に含める AWS サービスを指定する
• 評価の監査所有者を指定する
• 評価を確認して作成する

このチュートリアルを開始する前に、次の条件を満たしていることを確認してください。

• AWS Audit Manager の設定 (p. 23) で説明されているすべての前提条件を満たしたこと。このチュート
リアルを完了するには、AWS アカウントと AWS Audit Manager コンソールを使用する必要がありま
す。

• IAM アイデンティティには、AWS Audit Manager で評価を作成および管理するための適切な許可が付与
されます。これらの許可を付与する 2 つの推奨ポリシーは、例 2: 完全な管理者アクセスを許可すると例 
3: 管理アクセスを許可するです。

• Audit Manager の用語と機能に精通していること。一般的な概要については、「AWS Audit Manager の
概要 (p. 1)」および「AWS Audit Manager の概念と用語 (p. 2)」を参照してください。

Note

AWS Audit Manager は、特定のコンプライアンスフレームワークおよび規制へのコンプライアン
スの検証に関連する証拠の収集をサポートします。ただし、コンプライアンス自体を評価するも
のではありません。したがって、AWS Audit Manager を通じて収集された証拠には、監査に必
要な AWS の使用に関するすべての情報が含まれていない場合があります。AWS Audit Manager 
は、弁護士やコンプライアンスのエキスパートに代わるものではありません。

ステップ 1: 評価の詳細を指定する
最初のステップでは、フレームワークを選択して、評価に関する基本的な情報を入力します。

評価の詳細を指定するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. [Launch]AWS Audit Manager (起動する) を選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Getting Started] (開始方法)、[Start with a framework] (フレームワークで開

始) の順に選択します。
4. 必要なフレームワークを選択してから、[Create assessment from framework] (フレームワークから評

価を作成) を選択します。次の例では、AWS Audit Manager サンプルフレームワークを使用していま
す。

5. [Assessment name] (評価の名前) で、評価の名前を入力します。
6. (オプション) [Assessment description] (評価の説明) で、評価の説明を入力します。
7. [Assessment reports destination] (評価レポートの宛先) で、評価レポートの保存先とする Amazon S3 

バケットを選択します。
8. [Frameworks] (フレームワーク) で、[Sample Framework] (AWS Audit Managerサンプルフレームワー

ク) が選択されていることを確認します。
9. [Tags] (タグ) で、[Add new tag] (新しいタグを追加) を選択して、タグを評価に関連付けます。タグご

とにキーと値を指定できます。タグキーは必須であり、この評価を検索するときに検索条件として使
用できます。AWS Audit Manager のタグの詳細については、「AWS Audit Manager リソースのタグ
付け (p. 318)」を参照してください。
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10. [次へ] を選択します。

ステップ 2: 範囲内の AWS アカウントを指定する
次に、評価の範囲に含める AWS アカウントを指定します。

AWS Audit Manager は AWS Organizations と統合されているため、複数のアカウントに対して Audit 
Manager の評価を実行し、委任された管理者アカウントに証拠をまとめることができます。Audit 
Manager で組織を有効にするには (まだ有効にしていない場合)、このガイドの設定のページで「有効化
AWS Organizations (オプション) (p. 30)」を参照してください。

Note

Audit Manager は、評価の範囲内で最大約 150 のアカウントをサポートできます。150 を超える
アカウントを含めようとすると、評価の作成が失敗する可能性があります。

範囲内のアカウントを指定するには

1. [AWSaccounts] (AWSアカウント) で、評価の範囲に含めるアカウントを選択します。
• AWS Audit Manager で Organizations を有効にした場合、複数のアカウントが一覧表示されま

す。
• Audit Manager で Organizations を有効にしなかった場合は、現在のアカウントのみが一覧表示さ

れます。
2. [次へ] を選択します。

ステップ 3: 範囲内の AWS のサービスを指定する
以前に選択したフレームワークは、Audit Manager がモニタリングおよび証拠を収集する AWS のサービス
を定義します。

Audit Manager コンソールを使用して標準フレームワークから評価を作成する場合、範囲内のサービスの
リストは事前に選択されており、編集できません。これは、Audit Manager がデータソースとサービスを
自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、標準フレームワークの要件に従って行われま
す。リストされた AWS のサービスが選択されていない場合、Audit Manager はそのサービスに関連するリ
ソースから証拠を収集しません。これは、選択されているが、ご利用の環境でサブスクライブしていない
場合にも当てはまります。

チュートリアルのこのステップでは、フレームワークの定義に基づいて、評価の範囲内にある AWS の
サービスを確認できます。フレームワークと、フレームワークにアクセスして確認する方法の詳細につい
ては、このガイドの「フレームワークのライブラリ (p. 99)」セクションを参照してください。

範囲内の AWS のサービスを指定するには

1. [AWSservices] (のサービス) で、この評価の対象となるサービスのリストを確認します。
2. [次へ] を選択します。

Tip

範囲内のサービスのリストを編集する必要がある場合は、Audit Manager によって提供される
CreateAssessmentAPI を使用して編集できます。
または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成
することもできます。
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ステップ 4: 監査所有者を指定する
このステップでは、評価の監査所有者を指定します。監査所有者は、職場の個人 (通常は、職場の個人 (通
常は、職場の個人 (通常は、職場の個人 (通常は SecOps、 DevOps 職場の個人 (通常は、職場の個人 (通常
は、職場の個人 (通常は AWSAuditManagerAdministratorAccessこのポリシーを使用することを推奨しま
す。

監査所有者を指定するには

1. [Audit owners] (監査所有者) で、評価のための監査所有者を選択します。監査所有者をさらに検索する
には、検索バーを使用して名前または AWS アカウントで検索します。

2. [次へ] を選択します。

ステップ 5: 確認して作成する
評価に関する情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[Edit] (編集) を選択します。完了
したら、[Create assessment] (評価を作成) を選択して最初の評価を開始し、証拠の継続的な収集を開始し
ます。

評価を作成した後、評価ステータスを [inactive] (非アクティブ) に変更するまで、証拠の収集が続行されま
す。または、コントロールのステータスを [inactive] (非アクティブ) に変更することで、特定のコントロー
ルの証拠収集を停止できます。

Note

自動証拠は、評価を作成してから 24 時間後に利用できます。AWS Audit Manager は、複数の
データソースから証拠を自動的に収集し、その証拠収集の頻度は証拠タイプに基づきます。詳細
については、このガイドの「証拠収集の頻度 (p. 11)」を参照してください。

次のステップ
このチュートリアルで概説する概念とツールについて、さらに学習を深めることをお勧めします。学習を
深めるには、次のリソースをご利用ください。

• 評価の確認 (p. 67) – 評価のさまざまな要素を詳しく調べることができる評価ページにアクセスしま
す。

• AWS Audit Manager の評価 (p. 61) – このチュートリアルに基づいて構築され、評価を管理するため
の概念とタスクに関する詳細情報を提供します。このドキュメントでは、次のトピックを確認すること
を特にお勧めします。
• 別のフレームワークから評価を作成する方法
• 評価で証拠を確認し、評価レポートを生成する方法
• 評価のステータスを変更する方法または評価を削除する方法

• フレームワークのライブラリ (p. 99) – フレームワークライブラリについて概説し、独自かつ特定のコ
ンプライアンスニーズに合わせてカスタムフレームワークを作成する方法を説明します。

• コントロールライブラリ (p. 188) – コントロールライブラリについて概説し、カスタムフレームワーク
で使用するカスタムコントロールを作成する方法を説明します。

• AWS Audit Manager の概念と用語 (p. 2) – Audit Manager で使用される概念と用語の定義を提供しま
す。

• [動画] AWS Audit Manager を使用した証拠の収集と監査データの管理 – このチュートリアルで説明され
ている評価作成プロセス、およびコントロールのレビューや評価レポートの生成などの他のタスクにつ
いて説明します。
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受任者向けチュートリアル: コントロールセットの
確認

このチュートリアルでは、AWS Audit Manager で監査所有者によって共有されたコントロールセットをレ
ビューする方法について説明します。

監査所有者は、Audit Manager を使用して評価を作成し、その評価にリストされているコントロールの証
拠を収集します。コントロールセットの証拠を検証する際に、監査所有者に疑問が生じたり、監査所有者
がサポートを必要としたりする場合があります。このような場合、監査所有者は、レビューのために対象
分野のエキスパートにコントロールセットを委任できます。

受任者は、自らの専門分野に属するコントロールについて収集された証拠を監査所有者がレビューするの
をサポートします。

このチュートリアルでは、次の方法を示します。

• 監査所有者によって送信された通知にアクセスする
• コントロールセットとその関連する証拠をレビューする
• 手動証拠をアップロードしてコントロールをサポートする
• レビューしているコントロールについてのコメントを追加する
• コントロールのステータスを更新する
• レビューが完了したら、レビュー済みのコントロールセットを監査所有者に送信する

このチュートリアルを開始する前に、次の条件を満たしていることを確認してください。

• AWS アカウントが設定されていること。このチュートリアルを完了するには、AWS アカウントと 
AWS Audit Manager コンソールの両方を使用する必要があります。詳細については、「AWS Audit 
Manager の設定 (p. 23)」を参照してください。

• Audit Manager の用語と機能に精通していること。Audit Manager の一般的な概要については、「AWS 
Audit Manager の概要 (p. 1)」および「AWS Audit Manager の概念と用語 (p. 2)」を参照してください。

ステップ 1: 通知にアクセスする
AWS Audit Manager にサインインすることから始めます。このステップでは、通知にアクセスして、レ
ビューのために委任されたコントロールセットを確認できます。

通知にアクセスするには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Notifications] (通知) を選択します。または、ページ上部の青いフ

ラッシュバーで、[View notification] (通知を表示) を選択して通知ページを開きます。
3. [Notifications] (通知) ページで、自分に委任されたコントロールセットのリストを確認します。通知の

表には、次の情報が含まれます。

• 日付 - コントロールセットが委任された日付。
• 評価 - コントロールセットに関連付けられている評価の名前。評価の名前を選択して、評価の詳細

のページを開くことができます。
• コントロールセット - レビューのために委任されたコントロールセットの名前。
• 送信元-コントロールセットの委任元ユーザーまたはロール。
• 説明 - 監査所有者によって提供されたレビューに関する指示。
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Tip

また、SNS トピックをサブスクライブして、レビューのためにコントロールセットが割り当てら
れたときに E メールによるアラートを受信することもできます。詳細については、「AWS Audit 
Manager の通知」を参照してください。

ステップ 2: コントロールセットと関連する証拠をレ
ビューする
次のステップでは、監査所有者から委任されたコントロールセットをレビューします。コントロールとそ
の証拠を調べることにより、コントロールについて追加のアクションが必要かどうかを判断できます。追
加のアクションには、コンプライアンスを実証するための追加の証拠を手動でアップロードしたり、その
コントロールに関するコメントを残したりすることが含まれる場合があります。

コントロールセットをレビューするには

1. [Notifications] (通知) ページから、自分に委任されたコントロールセットのリストを確認します。その
後、レビュー対象を特定し、関連する評価の名前を選択します。

2. 評価の詳細のページの [Controls] (コントロール) タブで、[Control sets] (コントロールセット) の表が
表示されるまで下方向にスクロールします。

3. [Controls grouped by control set] (コントロールセット別にグループ化されたコントロール) の列で、
コントロールセットの名前を展開して、そのコントロールを表示します。その後、コントロールの名
前を選択して、コントロールの詳細のページを開きます。

4. (オプション) コントロールのステータスを変更するには、[Update control status] (コントロールのス
テータスを更新) を選択します。レビュー中、ステータスを [Under Review] (レビュー中) としてマー
クできます。

5. [Evidence folders]] (証拠フォルダ)、[Data sources] (データソース)、[Comments] (コメント)、および
[Changelog] (変更ログ) タブでコントロールに関する情報を確認します。これらの各タブの詳細と、
タブに含まれるデータを解釈する方法については、「評価でコントロールをレビューする」を参照し
てください。

コントロールの証拠をレビューするには

1. コントロールの詳細のページから、[Evidence folders] (証拠フォルダ) タブを選択します。
2. [Evidence folders] (証拠フォルダ) の表に移動します。この表には、そのコントロールの証拠を含む

フォルダのリストが表示されます。これらのフォルダは、そのフォルダ内の証拠が収集された日付に
基づいて編成され、名前が付けられます。

3. 証拠フォルダの名前を選択して開きます。ここから、その日に収集されたすべての証拠の概要を確認
できます。この概要には、AWS Security Hub、AWS Config、またはその両方から直接報告されたコ
ンプライアンスチェックに関する問題の総数も含まれます。このページのデータを解釈する方法につ
いては、「証拠フォルダの確認」を参照してください。

4. 証拠フォルダの概要のページから、[Evidence] (証拠) の表に移動します。[Time] (時間) 列で、その時
点で収集された証拠を開いてその詳細をレビューする項目を選択します。証拠の詳細のページのデー
タを解釈する方法については、「個々の証拠のレビュー」を参照してください。

ステップ 3. 手動証拠をアップロードする (オプション)
AWS Audit Manager は多数のコントロールについての証拠を自動的に収集しますが、場合によっては、追
加の証拠を提供する必要があることがあります。このような場合、そのコントロールへの準拠を実証する
のに役立つ証拠を手動でアップロードできます。
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手動証拠を評価にアップロードする前に、証拠を S3 バケットに格納する必要があります。手順につい
ては、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「バケットの作成」と「オブジェクトのアップ
ロード」を参照してください。

Important

各 AWS アカウントができるのは、1 日あたり最大 100 個の証拠ファイルをコントロールに手動
でアップロードすることだけです。この 1 日あたりのクォータを超えると、そのコントロールに
ついては追加の手動アップロードが失敗します。単一のコントロールに手動証拠を大量にアップ
ロードする必要がある場合は、証拠を数日にわたってバッチでアップロードします。

コントロールに手動証拠をアップロードするには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. [Notifications] (通知) ページから、委任されたコントロールセットのリストを確認できます。証拠を追

加するコントロールセットを特定し、関連する評価の名前を選択して、評価の詳細のページを開きま
す。

3. [Controls] (コントロール) タブを選択し、[Control sets] (コントロールセット) が表示されるまで下方向
にスクロールして、コントロールの名前を選択して開きます。

4. [Evidence folders] (証拠フォルダ) タブ、[Upload manual evidence] (手動証拠をアップロード) の順に
選択します。

5. 次のページで、証拠の S3 URI を入力します。S3 URI を検索するには、Amazon S3 コンソールでオ
ブジェクトに移動し、[Copy S3 URI] (S3 URI をコピー) を選択します。

6. 手動証拠をアップロードするには、[Upload] (アップロード) を選択します。

Note

コントロールのステータスが [inactive] (非アクティブ) の場合、そのコントロールについての手
動証拠をアップロードすることはできません。手動証拠をアップロードするには、最初にコント
ロールのステータスを [under review] (レビュー中) または [reviewed] (レビュー済み) に変更する
必要があります。コントロールのステータスを変更する方法については、「ステップ 5: コント
ロールを [reviewed] (レビュー済み) としてマークする (オプション) (p. 39)」を参照してくださ
い。

ステップ 4. コントロールのコメントを追加する (オプ
ション)
レビューしたコントロールにコメントを追加できます。監査所有者は、これらのコメントを確認できま
す。例えば、コメントを残してステータスについての最新情報を提供し、そのコントロールに関する問題
を是正したことを確認できます。

コントロールにコメントを追加するには

1. [Notifications] (通知) ページから、自分に委任されたコントロールセットのリストを確認します。コメ
ントを残すコントロールセットを見つけて、関連する評価の名前を選択します。

2. [Controls] (コントロール) タブを選択し、[Control sets] (コントロールセット) の表が表示されるまで下
方向にスクロールして、コントロールの名前を選択して開きます。

3. [Comments] (コメント) タブを選択します。
4. [Send comments] (コメントを送信) で、テキストボックスにコメントを入力します。
5. コメントを追加するには、[Submit comment] (コメントを送信) を選択します。これで、このコント

ロールに関する他のコメントとともに、ページの [Previous comments] (以前のコメント) のセクショ
ンにコメントが表示されます。
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ステップ 5: コントロールを [reviewed] (レビュー済み) 
としてマークする (オプション)
コントロールのステータスの変更はオプションです。しかし、そのコントロールのレビューを完了する際
には、各コントロールのステータスを [Reviewed] (レビュー済み) に変更することをお勧めします。個々の
コントロールのステータスにかかわらず、監査所有者にコントロールを送信できます。

コントロールを [reviewed] (レビュー済み) としてマークするには

1. [Notifications] (通知) ページから、自分に委任されたコントロールセットのリストを確認します。レ
ビュー済みとしてマークするコントロールを含むコントロールセットを見つけます。その後、関連す
る評価の名前を選択して、評価の詳細のページを開きます。

2. 評価の詳細のページの [Controls] (コントロール) タブで、[Control sets] (コントロールセット) の表が
表示されるまで下方向にスクロールします。

3. [Controls grouped by control set] (コントロールセット別にグループ化されたコントロール) の列で、
コントロールセットの名前を展開して、そのコントロールを表示します。コントロールの名前を選択
して、コントロールの詳細のページを開きます。

4. [Update control status] (コントロールのステータスを更新) を選択し、ステータスを [Reviewed] (レ
ビュー済み) に変更します。

5. 表示されるポップアップウィンドウで、[Update control status] (コントロールのステータスを更新) を
選択して、コントロールのレビューが終了したことを確認します。

ステップ 6: レビュー済みコントロールセットを監査
所有者に送信する
すべてのコントロールのレビューが完了したら、コントロールセットを監査所有者に送信して、レビュー
が完了したことを監査所有者に知らせます。

レビュー済みコントロールセットを監査所有者に送信するには

1. [Notifications] (通知) ページで、自分に割り当てられたコントロールセットのリストを確認します。監
査所有者に送信するコントロールセットを見つけて、関連する評価の名前を選択します。

2. [Control sets] (コントロールセット) の表が表示されるまで下方向にスクロールし、監査所有者に送信
するコントロールセットを選択してから、[Submit for review] (レビューのために送信) を選択します。

3. 表示されるポップアップウィンドウで、[Submit for review] (レビューのために送信) を選択する前に、
そのコントロールセットに関する概要レベルのコメントを追加できます。

コントロールを監査所有者に送信すると、監査所有者は残されたコメントを表示できます。

次のステップ
このチュートリアルで紹介されている概念については、引き続き詳細をご覧いただけます。いくつかの推
奨リソースを次に示します。

• 評価の確認 (p. 67) - AWS Audit Manager の評価のさまざまな要素を詳しく確認できる評価ページに
アクセスできます。

• 評価のコントロールを確認するおよび評価の証拠をレビューする - 各評価のコントロールと証拠を解釈
するのに役立つデータの定義を提供します。

• AWS Audit Manager の概念と用語 (p. 2) – Audit Manager で使用される概念と用語の定義を提供しま
す。
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Audit Manager ダッシュボードの使用
Audit Manager ダッシュボードを使用すると、アクティブな評価で非準拠の証拠を視覚化できます。これ
を使用することで、簡便かつ迅速に、評価をモニタリングしたり、最新情報を入手したり、問題をプロア
クティブに是正したりできます。デフォルトでは、ダッシュボードは、すべてのアクティブな評価のトッ
プダウンの集約ビューを提供します。このビューを使用すると、最初に膨大な量の個々の証拠をふるいに
かけることなく、評価の問題を視覚的に特定できます。

ダッシュボードは、Audit Manager コンソールにサインインしたときに最初に表示される画面です。これ
には、最も関連性の高いデータと重要業績評価指標 (KPI) を表示する 2 つのウィジェットが含まれていま
す。評価フィルターを使用すると、このデータを絞り込んで、特定の評価の KPI に焦点を当てることがで
きます。そこから、コントロールドメインのグループを確認して、どのコントロールに非準拠の証拠が最
も多くあるかを特定できます。その後、基礎となるコントロールを詳しく確認し、問題を調査して是正で
きます。

Note

初めて Audit Manager を使用する場合、またはアクティブな評価がない場合、ダッシュボードに
データは表示されません。使用を開始するには、評価を作成します。これにより、継続的な証拠
の収集が開始されます。24 時間後から、集約された証拠データがダッシュボードに表示され始め
ます。次のセクションを読んで、このデータを理解して解釈する方法を学ぶことができます。

このページでは、次のトピックについて説明します。

トピック
• ダッシュボードの概念と用語 (p. 40)
• ダッシュボードの要素 (p. 42)
• 次のステップ (p. 45)
• トラブルシューティング (p. 46)

ダッシュボードの概念と用語
このセクションでは、Audit Manager ダッシュボードの使用を開始する前に知っておくべき重要事項につ
いて説明します。

許可と可視性

監査所有者と受任者は両方ともダッシュボードにアクセスできます。これは、これらのペルソナの両
方が、AWS アカウント内のすべてのアクティブな評価のメトリクスと集計を表示できることを意味
します。同じ情報にアクセスできることで、チーム全員が同じ KPI と目標に集中できるようになりま
す。

フィルター

Audit Manager は、ダッシュボード上のすべてのウィジェットに適用できるページレベルの the 
section called “評価フィルター” (p. 42) を提供します。

非準拠の証拠

ダッシュボードは、[non-compliant] (非準拠) と結論付けられたコンプライアンスチェックの証拠があ
る評価のコントロールを強調表示します。コンプライアンスチェックの証拠は、AWS Security Hub
データソースとしてAWS Configまたはを使用するコントロールに関連しています。この証拠タイプ
については、Audit Manager は、これらのサービスから直接コンプライアンスチェックの結果をレ
ポートします。Security Hub が [Fail] (失敗) の結果をレポートした場合、または AWS Config が [Non-
compliant] (非準拠) の結果をレポートした場合、Audit Manager は、該当の証拠を非準拠として分類し
ます。
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未判断の証拠

コンプライアンスチェックが利用できない、または適用できない場合、証拠は未判断となります。そ
の結果、コンプライアンス評価を実行できません。これは、コントロールがAWS ConfigまたはAWS 
Security Hubをデータソースとして使用しているが、これらのサービスを有効にしていない場合に当
てはまります。これは、手動証拠、AWS API コール、など、コンプライアンスチェックをサポートし
ていないデータソースをコントロールが使用している場合にも当てはまりますAWS CloudTrail。

証拠のコンプライアンスチェックのステータスがコンソールで [not applicable] (該当なし) となってい
る場合、ダッシュボードでは [inconclusive] (未判断) として分類されます。

準拠の証拠

コンプライアンスチェックで問題が報告されなかった場合、証拠は [compliant] (準拠) です。これ
は、Security Hub が [Pass] (合格) の結果を報告する場合、または AWS Config が [Compliant] (準拠) 
の結果を報告する場合に当てはまります。

コントロールドメイン

ダッシュボードには、コントロールドメインの概念が導入されています。コントロールドメインは、
特定のフレームワークに固有ではないコントロールの一般的なカテゴリと考えることができます。コ
ントロールドメインのグループ化は、ダッシュボードの最も強力な機能の 1 つです。Audit Manager 
は、非準拠の証拠がある評価のコントロールを強調表示し、コントロールドメインごとにグループ化
します。この機能を使用することで、監査に向けて準備する際に、特定の対象ドメインの是正に集中
的に取り組むことができます。

Note

コントロールドメインは、コントロールセットとは異なります。コントロールセットは、
フレームワーク固有のコントロールのグループであり、通常は規制機関によって定義され
ます。例えば、PCI DSS フレームワークには、[Requirement 8: Identify and authenticate 
access to system components] (要件 8: システムコンポーネントへのアクセスを識別および認
証する) という名前のコントロールセットがあります。このコントロールセットは、Identity 
and Access Management のコントロールドメインに分類されます。

Audit Manager は、コントロールを次のコントロールドメインに分類します。

コントロールドメイ
ン名

これらのコントロールが管理する内容の説明

ビジネス継続性とコ
ンティンジェンシー
プラン

システムおよびネットワークの重大な中断の影響から重要な事業上のオペ
レーションを保護するプロセスを確立する方法。

変更管理 クラウドインフラストラクチャの変更をテスト、承認、実装、および文書化
する方法。

データセキュリティ
とプライバシー

データのプライバシー、可用性、および完全性を保護する方法。

開発と設定の管理 クラウドインフラストラクチャを望ましい一貫性のある状態に維持する方
法。

ガバナンスと監視 クラウドコンピューティングの使用が、法令上、規制上、および倫理上の義
務を遵守したものとなるようにする方法。

Identity and Access 
Management

適切なユーザーがテクノロジーリソースに適切にアクセスするようになって
いる状態を確保する方法。

インシデント管理 セキュリティインシデントに迅速かつ効果的に対応できるようにする責任と
手順を確立する方法。
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コントロールドメイ
ン名

これらのコントロールが管理する内容の説明

ログ記録とモニタリ
ング

不正なアクティビティが試行または実行された兆候がないか、ユーザーアク
ティビティを確認する方法。

ネットワーク管理 ネットワーク管理システムを使用してデータネットワークを管理および運用
する方法。

職員の管理 組織レベルで職員のセキュリティリスクを評価および管理する方法。

物理的なセキュリ
ティ

施設における物理的なセキュリティに関する問題を検出および防止する方
法。

リスク管理 潜在的なリスクや損失を評価する方法、およびそのような脅威を低減または
排除する方法。

サプライチェーン管
理

IT 製品、ベンダー、サプライチェーンに関連するリスクを特定、評価、およ
び緩和する方法。

ユーザーデバイス管
理

従業員の IT ハードウェアが紛失、損傷、または危険にさらされるリスクを
軽減する方法。

脆弱性管理 クラウドインフラストラクチャ内のアセットに関するすべての既知の脆弱性
を定義、評価、および是正する方法。

データの結果整合性

ダッシュボードデータには結果整合性があります。つまり、ダッシュボードからデータを読み取ると
きに、最近完了した書き込みまたは更新操作の結果がすぐに反映されない場合があります。数時間が
経過してから再度確認すると、ダッシュボードには最新のデータが反映されているはずです。

削除された評価および非アクティブな評価のデータ

ダッシュボードには、アクティブな評価のデータが表示されます。ダッシュボードを表示した同じ日
に評価を削除するか、ステータスを非アクティブに変更すると、その評価のために含まれるデータは
次のように含まれます。
• [Inactive assessments] (非アクティブな評価) – 非アクティブに変更する前に Audit Manager が評価

のために証拠を収集した場合、その証拠データはその日のダッシュボードカウントに含まれます。
• [Deleted assessments] (削除された評価) – 削除前に Audit Manager が評価のために証拠を収集した

場合、その証拠データはその日のダッシュボードカウントに含まれません。

ダッシュボードの要素
次のセクションでは、ダッシュボードのさまざまなコンポーネントについて説明します。

トピック
• 評価フィルター (p. 42)
• 日次スナップショット (p. 43)
• コントロールドメイン別にグループ化された非準拠の証拠を持つコントロール (p. 44)

評価フィルター
評価フィルターを使用して、特定のアクティブな評価に焦点を当てることができます。
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デフォルトでは、ダッシュボードにはすべてのアクティブな評価についての集計データが表示されます。
特定の評価のデータを表示するには、評価フィルターを適用します。これは、ダッシュボード上のすべて
のウィジェットに適用されるページレベルのフィルターです。

評価フィルターを適用するには、ダッシュボードの上部にあるドロップダウンリストから評価を選択しま
す。このリストには、最大 10 個のアクティブな評価が表示されます。最近作成された評価が最初に表示
されます。アクティブな評価が多数ある場合は、評価の名前を入力することで、目的の評価をすぐに見つ
けることができます。評価を選択すると、ダッシュボードにはその評価のデータのみが表示されます。

日次スナップショット
このウィジェットは、アクティブな評価に関する現在のコンプライアンスのステータスのスナップショッ
トを表示します。

日次スナップショットは、ダッシュボードの上部にある日付に収集された最新のデータを反映していま
す。これらの数値は、このタイムスタンプに基づく 1 日あたりのカウントであることを理解することが重
要です。現在までの合計ではありません。

デフォルトでは、日次スナップショットは、すべてのアクティブな評価について次のデータを表示しま
す。

1. Controls with non-compliant evidence (非準拠の証拠を持つコントロール) - 非準拠の証拠に関連付けら
れているコントロールの総数。

2. Non-compliant evidence (非準拠の証拠) - [non-compliant] (非準拠) と結論付けられたコンプライアンス
チェックの証拠の総数。

3. Active assessments (アクティブな評価) - アクティブな評価の総数。これらの評価へのリンクを表示す
るには、この番号を選択してください。

日次スナップショットデータは、適用した the section called “評価フィルター” (p. 42) に基づいて変更
されます。評価を指定すると、データにはその評価の 1 日あたりのカウントのみが反映されます。この場
合、日次スナップショットには、指定した評価の名前が表示されます。評価を開くには、その名前を選択
できます。
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された非準拠の証拠を持つコントロール

コントロールドメイン別にグループ化された非準拠の
証拠を持つコントロール
このウィジェットを使用して、どのコントロールに非準拠の証拠が最も多くあるかを特定できます。

デフォルトでは、ウィジェットは、すべてのアクティブな評価について次のデータを表示します。

1. Control domain (コントロールドメイン) – アクティブな評価に関連付けられている control 
domains (p. 41) のリスト。

2. [Evidence breakdown] (証拠の内訳) – 証拠のコンプライアンスステータスの内訳を示す棒グラフ。

コントロールドメインを展開するには、名前の横にある矢印を選択します。展開すると、コンソールは、
各ドメインについて最大 10 個のコントロールを表示します。これらのコントロールは、非準拠の証拠の
総数が多い順にランク付けされます。

このウィジェットのデータは、適用する the section called “評価フィルター” (p. 42) に基づいて変化し
ます。評価を指定すると、その評価のデータのみが表示されます。さらに、評価で使用可能な各コント
ロールドメインについて .csv ファイルをダウンロードすることもできます。

.csv ファイルには、非準拠の証拠に関連付けられているドメイン内のコントロールの詳細なリストが含ま
れています。次の例は、架空の値を持つ .csv データ列を示しています。
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最後に、評価フィルターを適用すると、各ドメインの下のコントロール名にハイパーリンクが設定されま
す。任意のコントロールを選択して、指定した評価のコントロールの詳細のページを開きます。

Tip

コントロールの詳細のページを開始点として使用すると、ある詳細レベルから次の詳細レベルに
移動できます。

1. コントロールの詳細のページ - このページの証拠フォルダのタブには、Audit Manager がその
コントロールについて収集した証拠の日次フォルダが一覧表示されます。詳細については、
フォルダを選択してください。

2. 証拠フォルダ - 次に、フォルダの概要とそのフォルダ内の証拠のリストを確認できます。詳細
については、個々の証拠項目を選択してください。

3. 個々の証拠 - 最後に、個々の証拠の詳細を詳しく確認できます。これには、証拠に適用可能な
属性とリソースデータが含まれます。これは、最も詳細なレベルの証拠データです。

次のステップ
ダッシュボードを確認した後に実行できる次の手順は以下のとおりです。

• .csv ファイルをダウンロードする – 集中的に対応したい評価およびコントロールドメインを見つけ、非
準拠の証拠がある関連するコントロールの詳細なリストをダウンロードします。

• コントロールをレビューする – 是正が必要なコントロールを特定したら、コントロールをレビューでき
ます。

• レビューのためにコントロールを委任する – コントロールのレビューについてサポートが必要な場合
は、レビューのためにコントロールセットを委任できます。

• 評価を編集する – アクティブな評価の範囲を変更する場合は、評価を編集できます。
• 評価のステータスを更新する – 評価についての証拠の収集を停止する場合は、評価を非アクティブに変

更できます。
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トラブルシューティング
よくある質問や問題への回答については、このガイドの「トラブルシューティング」セクションの「ダッ
シュボードの問題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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Lakeとどのように連携するかを理解する

証拠の検索
エビデンスファインダーは、Audit Manager でエビデンスを検索する強力な方法を提供します。深くネス
トされたエビデンスフォルダーをブラウズして探しているものを見つける代わりに、エビデンスファイン
ダーを使用してエビデンスをすばやく検索できるようになりました。エビデンスファインダーを委任管理
者として使用すると、組織内のすべてのメンバーアカウントでエビデンスを検索できます。

フィルターとグループを組み合わせて、検索クエリの範囲を徐々に絞り込むことができます。たとえば、
システムの状態を大まかに把握したい場合は、広範囲にわたる検索を実行し、評価、日付範囲、およびリ
ソースコンプライアンスでフィルタリングします。特定のリソースを修復することが目的の場合は、絞り
込み検索を実行して、特定の統制またはリソース ID の証拠を絞り込むことができます。フィルターを定義
したら、評価レポートを作成する前に、一致する検索結果をグループ化してプレビューできます。

エビデンスファインダーを使用するには、Audit Manager の設定からこの機能を有効にする必要がありま
す。

トピック
• CloudTrailエビデンスファインダーがLakeとどのように連携するかを理解する (p. 47)
• 証拠のファインダーの有効化 (p. 48)
• トラブルシューティング証拠の検索 (p. 48)
• 証拠の検索 (p. 48)
• エビデンスファインダーでの結果の表示 (p. 51)
• フィルターとグループ化のオプション (p. 54)
• ユースケースの例 (p. 58)

CloudTrailエビデンスファインダーがLakeとどのよ
うに連携するかを理解する

AWS CloudTrailエビデンスファインダーはレイクのクエリとストレージ機能を使用します。エビデンス
ファインダーを使い始める前に、 CloudTrail Lakeの仕組みについてもう少し理解しておくと役に立ちま
す。

CloudTrail Lake は、強力な SQL クエリをサポートする、単一の検索可能なイベントデータストアに集約
します。つまり、組織全体で、カスタムの時間範囲でデータを検索できます。エビデンスファインダーを
使用すると、この検索機能をAudit Manager コンソールで直接使用できます。

エビデンスファインダーの有効化をリクエストすると、Audit Manager がユーザーに代わってイベント
データストアを作成します。エビデンスファインダーを有効にすると、future の Audit Manager エビデン
スはすべてイベントデータストアに取り込まれ、エビデンスファインダーの検索クエリで利用できるよう
になります。エビデンスファインダーを有効にすると、新しく作成されたイベントデータストアに過去 2 
年分のエビデンスデータもバックフィルされます。委任管理者としてエビデンスファインダーを有効にす
ると、組織内のすべてのメンバーアカウントのデータがバックフィルされます。

すべてのエビデンスデータは、バックフィルされたものか新しいものかを問わず、イベントデータスト
アに 2 年間保持されます。デフォルトの保持期間は、いつでも変更できます。手順については、AWS 
CloudTrailユーザーガイドの「イベントデータストアの更新」を参照してください。イベントデータストア
に最大 7 年間 (2,555 日) 保持できます。
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Note

この機能を有効にしたデータバックフィル処理は、2023 年 11 月までに完了すれば無料になりま
す。
今後、イベントデータストアに新しいエビデンスデータが追加されると、 CloudTrail データの保
存と取り込みにレイク料金が発生します。
CloudTrail Lake のクエリについては、従量制でお支払いいただきます。つまり、エビデンスファ
インダーで検索クエリを実行するたびに、スキャンされたデータに対して料金が請求されます。
CloudTrail Lake の料金に関する詳細については、「AWS CloudTrailの料金」を参照してくださ
い。

証拠のファインダーの有効化
Audit Manager の設定からエビデンスファインダーを有効にできます。手順については、本ガイドの
「AWS Audit Manager設定」ページの「エビデンスファインダー」を参照してください。

トラブルシューティング証拠の検索
よくある質問や問題への回答については、このガイドの「トラブルシューティング」の章の「エビデンス
ファインダーの問題のトラブルシューティング」を参照してください。

証拠の検索
Audit Manager コンソールでエビデンスを検索するには、次の手順に従います。

Note

また、 CloudTrail API を使用して、証拠データをクエリすることもできます。詳細について
は、AWS CloudTrail API リファレンスの「StartQuery」を参照してください。を使用したい場合
はAWS CLI、『AWS CloudTrailユーザガイド』の「クエリを開始する」を参照してください。

このページで
• 検索クエリを実行する (p. 48)
• 検索クエリを停止する (p. 49)
• 検索フィルタの編集 (p. 50)

検索クエリを実行する
エビデンスファインダーで検索クエリを実行するには、次の手順に従ってください。

証拠を検索するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [証拠の検索] を選択します。
3. 次に、フィルターを適用して検索範囲を絞り込みます。

a. アセスメントでは、アセスメントを選択します。
b. [日付範囲] で、範囲を選択します。
c. 「リソースコンプライアンス」で、評価ステータスを選択します。
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4. (オプション) 検索をさらに絞り込むには、「その他のフィルター-オプション」を選択します。

a. [条件を追加] を選択し、条件を選択して、その条件の 1 つ以上の値を選択します。
b. 同じ方法で、さらにフィルタの作成を続けます。
c. 不要なフィルターを削除するには、[削除] を選択します。

5. 「グループ化」で、検索結果をグループ化するかどうかを指定します。

a. 結果をグループ化する場合は、結果をグループ化する基準となる値を選択します。
b. 結果をグループ分けしたくない場合は、ステップ 6 に進みます。

6. [検索] を選択します。

証拠データの量によっては、検索に数分かかる場合があります。検索中は、エビデンスファインダーから
自由に移動してください。検索結果の準備が整うと、フラッシュバーが通知します。

Tip

この手順で使用できるフィルターとグループ化の詳細については、「フィルターとグループ化の
オプション」を参照してください。

検索クエリを停止する
何らかの理由で検索クエリを停止する場合は、以下の手順に従います。

Note

検索クエリを停止しても、引き続き料金が発生する可能性があります。料金は、検索クエリを停
止する前にスキャンされた証拠データの量に対する料金が請求されます。停止すると、返された
結果の一部を表示できます。
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進行中の検索クエリを停止するには

1. 画面上部の青い進行状況のフラッシュバーで、[Stop search] (検索の停止) を選択します。

2. (オプション) 検索クエリを停止する前に返された結果の一部を確認します。

a. エビデンス検索ページを開いている場合は、結果の一部が画面に表示されます。
b. エビデンスファインダーから別の場所に移動した場合は、緑色の確認フラッシュバーで [部分的な

結果を表示] を選択します。

検索フィルタの編集
最新の検索クエリに戻って、必要に応じてフィルターを変更できます。

Note

フィルターを編集して [検索] を選択すると、新しい検索クエリが開始されます。

最近の検索クエリを編集するには

1. 「結果の表示」ページで、ブレッドクラム・ナビゲーション・メニューから「エビデンス・ファイン
ダー」を選択します。

2. [フィルターとグループ化] を選択してフィルターの選択肢を広げます。

3. 次に、フィルターを編集するか、新しい検索を開始します。

a. フィルターを編集するには、現在のフィルターとグループ選択を調整または削除します。
b. 最初からやり直すには、[フィルターをクリア] を選択し、選択したフィルターとグループ化を適

用します。

4. 処理が完了したら、[Search] (検索) を選択します。
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エビデンスファインダーでの結果の表示
検索が終了すると、検索条件に一致した結果を表示できます。

エビデンス収集中に複数のリソースが評価される可能性があることに注意してください。その結果、証拠
には、関連するリソースが 1 つ以上含まれる場合があります。エビデンスファインダーでは、結果はリ
ソースレベルで、リソースごとに 1 行ずつ表示されます。ページを離れることなく、各リソースの概要を
プレビューできます。

検索結果を確認したら、その証拠を含む評価レポートを生成できます。

Important

検索結果の調査が終了するまで、エビデンスファインダーを開いたままにしておくことをお勧め
します。「結果を表示」(View Results) テーブルから移動すると、サーチ結果は破棄されます。
必要に応じて、 CloudTrail コンソール https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/ で最近の結果
を表示できます。ここでは、検索クエリの結果は 7 日間保存されます。ただし、 CloudTrail コン
ソールの検索結果から評価レポートを生成することはできないことに注意してください。

このページで
• グループ化された結果の表示 (p. 51)
• 検索結果の表示 (p. 52)

グループ化された結果の表示
結果をグループ化しておけば、エビデンスを深く掘り下げる前にグループ化を確認できます。

Note

結果をグループ化しなかった場合、エビデンスファインダーには結果別グループテーブルは表示
されません。代わりに、[結果を表示] テーブルに直接移動します。

結果別グループ表を使用すると、一致するエビデンスの幅と、それが特定のディメンションにどのように
分布しているかを確認できます。結果は、選択した値でグループ化されます。たとえば、リソースタイプ
別にグループ化した場合、AWSテーブルにはリソースタイプのリストが表示されます。証拠の合計列に
は、各リソースタイプの一致結果の数が表示されます。

グループの結果を取得するには

1. 結果別グループテーブルから、取得したい結果の行を選択します。
2. [結果を取得] を選択します。これにより、新しい検索クエリが開始され、そのグループの結果を確認

できる [結果の表示] テーブルにリダイレクトされます。
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検索結果の表示
「結果を表示」テーブルには、検索結果が表示されます。ここから、次のアクションを実行できます。

• 視聴設定を管理する (p. 52)
• リソース概要をプレビューする  (p. 52)
• 検索結果から評価レポートを生成 (p. 53)

視聴設定を管理する
表示設定によって、結果ページに表示される内容が制御されます。

視聴設定を管理するには

1. 「結果を表示」テーブルの上部にある設定アイコンを選択します。

2. 必要に応じて次の設定を確認および変更します。

a. 表示可能なテーブル列を選択 — トグルオプションを使用して、表示する列を変更します。
b. ページサイズ — ラジオボタンを選択して、各ページに表示する結果の数を指定します。
c. テキストを折り返す — このチェックボックスを選択すると、長いテキスト行が読みやすくなるよ

うに折り返されます。
3. [Confirm] (確認) を選択して設定を保存します。

リソース概要をプレビューする
評価レポートを生成する前に、検索クエリと一致する証拠の関連リソースをプレビューできます。これに
より、検索クエリが意図した結果を返したかどうか、またはフィルターを調整して検索クエリを再実行す
る必要があるかどうかを判断できます。

証拠には、関連するリソースが 1 つ以上ある可能性があることを覚えておいてください。エビデンスファ
インダーは、リソースレベルでの結果を表示します (リソースごとに 1 行ずつ)。

リソース概要をプレビューするには

1. 結果の横にあるラジオボタンを選択します。これにより、現在のページにリソース概要パネルが開き
ます。

2. (オプション) 関連するエビデンスの詳細をすべて表示するには、エビデンス名を選択します。
3. (オプション) 水平線 (=) を使用してリソースサマリーペインをドラッグし、サイズを変更します。
4. (x) を選択して、リソース概要ペインを閉じます。
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検索結果から評価レポートを生成
検索結果に問題がなければ、評価レポートを生成します。

Note

• Audit Manager は、検索結果の証拠のみを使用して 1 回限りのレポートを生成します。このレ
ポートには、評価ページからレポートに手動で追加された証拠は含まれていません。

• 評価レポートに含めることができる証拠の量には制限があります。詳細については、「トラブ
ルシューティングエビデンスファインダー」を参照してください。

検索結果から評価レポートを生成するには

1. [結果を表示] テーブルの上部にある [評価レポートを生成] を選択します。
2. 評価レポートの名前と説明を入力し、評価レポートの詳細を確認します。
3. [Generate assessment report] (評価レポートを生成) を選択します。
4. 評価レポートが生成されるまで、数分間待ってください。レポートの準備が完了すると、緑色の成功

メッセージが表示されます。
5. Audit Manager コンソールの評価レポートページに移動して、評価レポートを検索してダウンロード

します。
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フィルターとグループ化のオプション
このページでは、エビデンスファインダーで使用できるフィルターとグループ化のオプションについて説
明します。

このページで
• フィルターリファレンス (p. 54)
• グルーピングリファレンス (p. 57)

フィルターリファレンス
以下のフィルターを使用して、評価、統制、などの特定の基準に一致するエビデンスを見つけることがで
きますAWS のサービス。

トピック

• 必要なフィルター (p. 54)
• 追加フィルター (オプション) (p. 55)
• フィルタの結合 (p. 56)

必要なフィルター
これらのフィルターを使用して、評価における証拠の高レベルの概要から始めることができます。

フィルター
名

説明 メモ

アセスメン
ト

特定の評価の証拠を返します。 1 つの評価のみで絞り込むことができます。

日付範囲 特定の期間の証拠を返します。 または、相対範囲を使用して、今日の日付を基準とし
た範囲を定義できます (たとえば、Last 30 days)。

または、絶対範囲を使用して特定の日付範囲を指定で
きます (たとえば、June 27th – July 4th)。

リソースコ
ンプライア
ンス

特定のコンプライアンスチェッ
ク評価を含むリソースを返しま
す。

Audit Manager は、Security HubAWS Config をデー
タソースタイプとして使用するコントロールについ
て、コンプライアンスチェックの証拠を収集します。
エビデンス収集中に複数のリソースが評価される可
能性があります。そのため、1 つのコンプライアンス
チェックの証拠に 1 つ以上のリソースが含まれる可能
性があります。このフィルターを使用して、リソース
レベルでコンプライアンスステータスを調べることが
できます。
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フィルター
名

説明 メモ

次のオプションを 1 つ以上選択できます。

• 非準拠 — このフィルターは、コンプライアンス
チェックの問題があるリソースを検索します。
これは、Security Hub が失敗の結果を報告した場
合、AWS Configまたは非準拠の結果を報告した場合
に発生します。

• 準拠 — このフィルターは、コンプライアンス
チェックの問題がないリソースを検索します。これ
は、Security Hub AWS Configが合格結果を報告し
た場合、または準拠結果を報告した場合に発生しま
す。

• 不判断 — このフィルターは、コンプライアンス
チェックが利用できない、または適用できない、リ
ソースを検索します。これは、リソースが Security 
Hub を基になるデータソースタイプとして使用し
ているが、それらのサービスが有効になっていな
い場合に発生します。AWS Configこれは、リソー
スが、コンプライアンスチェック (手動証拠、AWS 
API コール、など CloudTrail) をサポートしていない
データソースタイプを使用している場合にも起こり
ます。

追加フィルター (オプション)
これらのフィルターを使用して、検索クエリの範囲を絞り込みます。たとえば、サービスを使用して
Amazon S3 に関連するすべての証拠を確認できます。リソースタイプを使用して S3 バケットのみに焦点
を当てます。または、リソース ARN を使用して特定の S3 バケットをターゲットにします。

次の 1 つ以上の基準を使用して、追加のフィルターを作成できます。

条件の名
前

説明 この基準をいつ使用するか

[Account 
ID] (アカ
ウント ID)

ドリルダウンAWS アカ
ウント.

この基準を使用して、特定の項目に関連するエビデンスを見つ
けてくださいAWS アカウント。

コント
ロール

コントロール名でドリル
ダウンします。

この基準を使用して、特定の統制に関連する証拠を見つけてく
ださい。

コント
ロールド
メイン

コントロールドメインご
とにドリルダウンしま
す。

この基準を使用して、監査に向けて準備する際に、特定の対象
分野に集中的に取り組むことができます。標準フレームワーク
から作成された評価をクエリする場合は、コントロールドメイ
ンでフィルタリングできます。

コントロールドメインの例には、ID とアクセスの管理、ロギン
グとモニタリング、ネットワーク管理などがあります。

[Data 
source 
type]

データソースのタイプ別
にドリルダウンします。

特定のデータソースに焦点を当てるには、この基準を使用して
ください。

Manual手動でアップロードした証拠を検索するには、値をに設
定します。それ以外の場合は、自動化されたエビデンスを、そ
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条件の名
前

説明 この基準をいつ使用するか

の出所 (、AWS ConfigCloudTrailSecurity Hub、などAWS 
API calls) に基づいてフィルタリングできます。

イベント
名

イベント名でドリルダウ
ンします。

この基準を使用して、エビデンスに関連する特定のイベントに
焦点を当ててください。イベントは、のアクティビティのレ
コードですAWS アカウント。

たとえば、権限の設定に使用される IAMAttachRolePolicy
オペレーションなどの API 呼び出しの名前を検索できます。ま
たは、 CloudTrail ConsoleLogin CloudTrail ユーザーがアカウ
ントにログインしたときに記録されるイベントなどのキーワー
ドを検索します。

リソース 
ARN

Amazon リソースネーム 
(ARN) でドリルダウンし
ます。

この基準を使用して、AWS特定のリソースに関連する証拠を見
つけてください。

リソース
タイプ

リソースタイプ別にドリ
ルダウンします。

この条件を使用して、Amazon EC2 インスタンスや S3 バケッ
トなど、評価対象のリソースのタイプに焦点を当てます。

サービス AWS のサービス名前で
ドリルダウンします。

この基準を使用して、Amazon EC2、Amazon S3AWS のサービ
ス、など、特定の項目に関連する証拠を見つけてくださいAWS 
Config。

サービス
カテゴリ

AWS のサービスカテゴ
リ別にドリルダウンしま
す。

この基準を使用して、AWS のサービス特定のカテゴリに焦点を
当ててください.

例としては、セキュリティ、ID とコンプライアンス、データ
ベース、ストレージなどがあります。

フィルタの結合

条件の動作

複数の条件を指定する場合、Audit Manager は、AND選択内容に演算子を適用します。つまり、すべての条
件が 1 つのクエリにグループ化され、結果は組み合わせたすべての条件と一致する必要があります。

例

次のフィルター設定では、エビデンスファインダーは、呼び出されたアセスメントの過去 7 日間の非準拠
リソースを返しますMySOC2Assessment。さらに、結果は IAM ポリシーと指定されたコントロールの両
方に関連しています。
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基準値の動作

複数の基準値を指定すると、OR値は演算子とリンクされます。エビデンスファインダーは、これらの基準
値のいずれかに一致する結果を返します。

例

次のフィルター設定では、エビデンスファインダーはAWS CloudTrail、AWS Config、またはのいずれかか
らの検索結果を返しますAWS Security Hub。

グルーピングリファレンス
検索結果をグループ化すると、ナビゲーションが速くなります。グループ化すると、検索結果の幅と、検
索結果が特定のディメンションにどのように分布しているかがわかります。

以下のいずれかのグループ値を使用できます。

グループ化の条件 説明

[Account ID] (アカウント ID) 結果をグループ化しますAWS アカウント。

コントロール コントロール名で結果をグループ化します。

コントロールドメイン コントロールドメイン別に結果をグループ化します。

[Data source type] エビデンスの出所となったデータソースの種類別に結果をグループ化
します。

イベント名 結果をイベント名でグループ化します。

リソース ARN Amazon リソースネーム (ARN) でグループ化します。

リソースタイプ 結果をリソースタイプ別にグループ化します。

サービス AWS のサービス結果を名前でグループ化します。

サービスカテゴリ AWS のサービス結果をカテゴリ別にグループ化します。
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ユースケースの例
エビデンスファインダーは、いくつかのユースケースで役立ちます。このページでは、いくつかの例を示
し、各シナリオで使用できる検索フィルターを提案します。

トピック
• ユースケース 1: コンプライアンス違反の証拠を見つけて委任団を組織する (p. 58)
• ユースケース 2: 準拠している証拠の確認 (p. 58)
• ユースケース 3: エビデンスリソースのクイックプレビューを実行する (p. 59)

ユースケース 1: コンプライアンス違反の証拠を見つ
けて委任団を組織する
このユースケースは、コンプライアンス責任者、データ保護責任者、または監査準備を監督するGRCの専
門家にとって理想的です。

組織のコンプライアンス態勢を監視する際、問題の修正をパートナーチームに頼ることもあるでしょう。
エビデンスファインダーを使用すると、パートナーチームの作業を整理するのに役立ちます。

フィルターを適用することで、一度に 1 つの領域のエビデンスに集中できます。さらに、一緒に仕事をす
る各パートナーチームの責任と範囲を常に把握しておくこともできます。このようにターゲットを絞った
検索を実行することで、検索結果を使用して、各対象分野で正確に修正が必要な箇所を特定できます。そ
の後、その違反の証拠を対応するパートナーチームに委任して是正してもらうことができます。

このワークフローでは、手順に従って証拠を検索します。以下のフィルターを使用して、不適合なエビデ
ンスを見つけてください。

Assessment | <assessment name>
Date range | <date range>
Resource compliance | Non-compliant

次に、注目しているエリアに追加のフィルターを適用します。たとえば、サービスカテゴリフィルターを
使用して、IAM に関連する準拠していないリソースを検索します。次に、その結果を組織の IAM リソー
スを所有するチームと共有します。または、標準フレームワークから作成された評価をクエリする場合
は、コントロールドメインフィルターを使用して、IDおよびアクセス管理ドメインに関連する非準拠のエ
ビデンスを見つけることができます。

Control domain | <domain that you're focusing on>
or
Service category | <AWS ##### category that you're focusing on> 

必要な証拠が見つかったら、手順に従って検索結果から評価レポートを生成します。このレポートをパー
トナーチームと共有して、パートナーチームが改善チェックリストとして使用できます。

ユースケース 2: 準拠している証拠の確認
このユースケースは SecOps、IT/DevOps、またはクラウド資産を所有して修復する別の役割で働いている
場合に最適です。

監査の一環として、所有しているリソースの問題の修正を求められる場合があります。この作業が完了し
たら、エビデンスファインダーを使用して、リソースが準拠していることを検証できます。
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スのクイックプレビューを実行する

このワークフローでは、手順に従って証拠を検索します。以下のフィルターを使用して、適合する証拠を
見つけてください。

Assessment | <assessment name> 
Date range | <date range> 
Resource compliance | Compliant 

次に、追加のフィルターを適用して、責任がある証拠のみを表示します。所有範囲に応じて、必要に応じ
てターゲットを絞って検索してください。次のフィルターの例は、最も広いものから最も正確なものの順
に並べられています。適切なオプションを選択し、<placeholder text>独自の値に置き換えてください。

Control domain | <a subject area that you're responsible for> 
Service category | <a category of AWS ##### that you own>
Service | <a specific AWS ##### that you own>
Resource type | <a collection of resources that you own>
Resource ARN | <a specific resource that you own> 

同じ条件で複数のインスタンスを担当している場合 (たとえば、所有しているものが複数ある場合AWS の
サービス)、結果をその値でグループ化できます。これにより、それぞれの一致する証拠の合計が得られま
すAWS のサービス。これで、所有しているサービスの結果を取得できます。

ユースケース 3: エビデンスリソースのクイックプレ
ビューを実行する
このユースケースは、すべての Audit Manager のお客様にとって理想的です。

以前は、個々のエビデンスの詳細を確認するのに時間がかかりました。エビデンスをプレビューしたい場
合は、そのアセスメントに直接アクセスして、深くネストされたエビデンスフォルダをナビゲートする必
要がありました。現在、エビデンスファインダーはこの情報をプレビューする便利な方法を提供していま
す。検索クエリに一致するエビデンス項目ごとに、そのエビデンスの個々のリソースをプレビューできま
す。

開始するには、手順に従って証拠を検索してください。次に、結果の横にあるラジオボタンを選択す
ると、現在のページにリソースの概要が表示されます。証拠アイテムに関連する個々のリソースをプレ
ビューできます。あらゆるリソースのエビデンスの詳細をすべて表示するには、エビデンス名を選択して
ください。詳細については、「リソースの概要のプレビュー」を参照してください。
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スのクイックプレビューを実行する
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AWS Audit Manager の評価
Audit Manager の評価は、コントロールのグループ化であるフレームワークに基づいています。フレーム
ワークを開始点として使用して、そのフレームワークのコントロールについての証拠を収集する評価を作
成できます。評価では、監査の範囲を定義することもできます。これには、証拠を収集するAWS アカウン
トおよびサービスの指定が含まれます。

フレームワークから評価を作成できます。Audit Manager によって提供される標準フレームワークを使用
することもできます。または、自分で構築したカスタムフレームワークから評価を作成することもできま
す。標準フレームワークには、特定のコンプライアンス標準または規制をサポートする構築済みのコント
ロールセットが含まれています。対照的に、カスタムフレームワークには、内部監査の要件に従ってカス
タマイズおよびグループ化できるコントロールが含まれています。標準フレームワークとカスタムフレー
ムワークの違いの詳細については、このガイドの「概念と用語」のセクションの「フレームワーク」を参
照してください。

評価を作成すると、継続的な証拠の収集が開始されます。監査の時間になると、ユーザーまたは受任者は
この証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追加できます。

Note

AWS Audit Manager は、特定のコンプライアンス標準および規制へのコンプライアンスの検証に
関連する証拠の収集をサポートします。ただし、コンプライアンス自体を評価するものではあり
ません。したがって、AWS Audit Manager を通じて収集された証拠には、監査に必要な AWS の
使用に関するすべての情報が含まれていない場合があります。AWS Audit Manager は、弁護士や
コンプライアンスのエキスパートに代わるものではありません。

トピック
• 評価の作成 (p. 61)
• AWS Audit Manager での評価へのアクセス (p. 65)
• 評価の編集 (p. 65)
• 評価の確認 (p. 67)
• 評価におけるコントロールのレビュー (p. 71)
• 評価での証拠のレビュー (p. 74)
• AWS Audit Manager での手動証拠のアップロード (p. 78)
• 評価レポートの生成 (p. 80)
• 評価のステータスの非アクティブへの変更 (p. 82)
• 評価の削除 (p. 83)

評価の作成
このトピックは、開始方法: 評価の作成のチュートリアルに基づいています。フレームワークから評価を作
成する方法の詳細な手順が含まれています。次の手順に従って評価を作成し、継続的な証拠の収集を開始
します。

タスク
• ステップ 1: 評価の詳細を指定する (p. 62)
• ステップ 2:AWS アカウント 範囲内の指定する (p. 63)
• ステップ 3:AWS のサービス 範囲内の指定する (p. 63)
• ステップ 4: 監査所有者を指定する  (p. 64)
• ステップ 5: 確認して作成する (p. 64)
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ステップ 1: 評価の詳細を指定する

• 次のステップ (p. 64)

ステップ 1: 評価の詳細を指定する
フレームワークを選択し、評価のための基本的な情報を提供することから始めます。

評価の詳細を指定するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Assessments] (評価)、[Create assessment] (評価を作成) の順に選択しま

す。
• または、ナビゲーションペインで、[Getting started] (開始方法) を選択し、[Create assessment]

(評価を作成) を選択します。
3. [Assessment name] (評価の名前) で、評価の名前を入力します。
4. (オプション) [Assessment description] (評価の説明) で、評価の説明を入力します。
5. 評価レポートの保存先で、評価レポートを保存する既存の Amazon S3 バケットを選択します。

Tip

デフォルトの評価レポートの宛先は、Audit Manager の設定に基づいています。詳細につい
ては、「AWS Audit Manager の設定、評価レポートの宛先」を参照してください。必要に応
じて、評価レポートを整理するのに役立てるために、複数の S3 バケットを作成して使用で
きます。

6. [Frameworks] (フレームワーク) で、評価の作成元となるフレームワークを選択します。検索バーを使
用して、名前、またはコンプライアンス標準や規制によってフレームワークを検索することもできま
す。

Tip

フレームワークの詳細を確認するには、フレームワークの詳細を確認するには、フレーム
ワーク名を選択してください。これにより、フレームワークの概要のページが開きます。こ
のページでは、そのフレームワークの内容を確認できます。これには、フレームワークのコ
ントロールとデータソースが含まれます。

7. [Tags] (タグ) で、[Add new tag] (新しいタグを追加) を選択して、タグを評価に関連付けます。タグ
ごとにキーと値を指定できます。タグキーは必須であり、この評価を検索するときに検索条件として
使用できます。Audit Manager のタグの詳細については、「AWS Audit Manager リソースのタグ付
け (p. 318)」を参照してください。

8. [Next] (次へ) を選択します。

Note

評価では、特定のフレームワークについて正しいエビデンスが収集されていることを確認するこ
とが重要です。証拠の収集を開始する前に、選択したフレームワークの要件を確認することをお
勧めします。次に、AWS Configこれらの要件を現在のルールパラメータと照らし合わせて検証し
ます。ルールパラメータがフレームワークの要件と一致するようにするには、でルールを更新で
きますAWS Config。
たとえば、CIS v1.2.0 の評価を作成するとします。このフレームワークには、1.9 という名前の
コントロールがあります。IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されていること
を確認する。ではAWS Config、iam-password-policyMinimumPasswordLengthルールにはパス
ワードの長さをチェックするパラメータがあります。このパラメータのデフォルト値は 14 文字で
す。その結果、ルールは統制要件と一致します。デフォルトのパラメータ値を使用していない場
合は、使用している値が CIS v1.2.0 の 14 文字の要件と同じかそれ以上であることを確認してく
ださい。各マネージドルールのデフォルトパラメータの詳細は、AWS Configドキュメントに記載
されています。
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ステップ 2:AWS アカウント 範囲内の指定する
AWS アカウント評価の範囲に含める複数指定できます。Audit Manager は、との統合により複数のアカウ
ントをサポートしますAWS Organizations。つまり、Audit Manager の評価は複数のアカウントで実行で
き、収集された証拠は委任された管理者アカウントに統合されます。Audit Manager で Organizations を有
効にするには、「」を参照してください有効化AWS Organizations (オプション) (p. 30)。

Note

Audit Manager は、評価の範囲で最大約 150 のアカウントをサポートできます。150 を超えるア
カウントを含めようとすると、評価の作成が失敗する可能性があります。

AWS アカウント範囲内で指定するには

1. でAWS アカウント、評価の範囲に含めるものを選択します。AWS アカウント
• Audit Manager で Organizations を有効にした場合、複数のアカウントが表示されます。リストか

ら 1 つ以上のアカウントを選択できます。あるいは、アカウント名、ID、または E メールでアカ
ウントを検索することもできます。

• Audit Manager で Organizations を有効にしなかった場合は、現在の OrganizationsAWS アカウン
ト のみが一覧表示されます。

2. [Next] (次へ) を選択します。

Note

範囲内のアカウントが組織から削除されると、Audit Manager は、それ以降、そのアカウントの
証拠を収集しなくなります。ただし、AWS アカウントアカウントは引き続き評価タブの下に表示
されます。範囲内のアカウントのリストからアカウントを削除するには、評価を編集できます。
削除されたアカウントは編集中にリストに表示されなくなります。また、そのアカウントが範囲
に含まれていなくても変更を保存できます。

ステップ 3:AWS のサービス 範囲内の指定する
以前に選択したフレームワークは、Audit ManagerAWS のサービス がモニタリングおよび証拠を収集する
の基準を定義します。AWS のサービスリストが選択されていない場合、または選択されているがご利用の
環境で有効にしていない場合、Audit Manager は、そのサービスに関連するリソースから証拠を収集しま
せん。

AWS のサービス範囲内のの指定は次のようにできます。

標準フレームワークから作成された評価の場合

Audit Manager コンソールを使用して標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス範囲
内のリストがデフォルトで選択されます。このリストは編集できません。これは、Audit Manager がデー
タソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、標準フレームワークの要
件に従って行われます。選択した標準フレームワークに手動コントロールのみが含まれている場合、評価
の範囲に含まれるAWS のサービスのサービスはなく、評価にサービスを追加することもできません。

続行するには、リストを確認して [Next] (次へ) を選択します。

Tip

範囲内のサービスのリストを編集する必要がある場合は、Audit Manager によって提供される
CreateAssessmentAPI を使用して編集できます。
または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成
することもできます。
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カスタムフレームワークから作成された評価の場合
ステップ 1 でカスタムフレームワークを選択した場合は、評価の範囲に含まれるAWS のサービスのフ
レームワークのリストを確認および変更できます。選択したカスタムフレームワークに手動コントロール
のみが含まれている場合、AWS のサービスすべて表示されますが、いずれも選択されていません。評価の
範囲に含めるサービスを選択しないことも、1 個以上選択することもできます。

AWS のサービス範囲内の (カスタムフレームワークのみから作成された評価の場合)

1. でAWS のサービス、評価に含めるサービスを選択します。検索バーを使用してサービス、カテゴリ、
または説明で検索すると、追加のサービスを見つけることができます。サービスを追加するには、
サービス名の横にあるチェックボックスをオンにします。サービスを削除するには、チェックボック
スをオフにします。

2. 選択が完了したらAWS のサービス、[Next] を選択します。

ステップ 4: 監査所有者を指定する
このステップでは、評価の監査所有者を指定します。監査責任者とは、Audit Manager 
DevOps の評価の管理を担当する職場の個人（通常はGRCまたはチームのメンバー）です。 
SecOpsAWSAuditManagerAdministratorAccessこのポリシーを使用することをお勧めします。

監査所有者を指定するには

1. [Audit owners] (監査所有者) で、現在の監査所有者のリストを確認します。監査所有者列には、ユーザ 
ID とロールが表示されます。AWS アカウントこの列には、AWS アカウントその監査担当者の関連情
報が表示されます。

2. チェックボックスがオンになっている監査所有者は、評価に含まれます。監査所有者が自らを評価か
ら削除するには、チェックボックスをオフにします。検索バーを使用して名前またはで検索すると、
追加の監査所有者を見つけることができますAWS アカウント。

3. 完了したら、[Next] (次へ) を選択します。

ステップ 5: 確認して作成する
評価に関する情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[Edit] (編集) を選択します。完了
したら、[Create assessment] (評価を作成) を選択します。

このアクションにより、評価のための継続的な証拠の収集が開始されます。評価を作成した後、評価ス
テータスを [inactive] (非アクティブ) に変更するまで、証拠の収集が続行されます。または、コントロール
のステータスを [inactive] (非アクティブ) に変更することで、特定のコントロールの証拠収集を停止できま
す。

Note

自動証拠は、評価が作成されてから 24 時間後に利用可能になります。Audit Manager は、複数の
データソースから証拠を自動的に収集し、その証拠収集の頻度は証拠タイプに基づきます。詳細
については、このガイドの「証拠収集の頻度 (p. 11)」を参照してください。

次のステップ
評価を作成したら、次の事項の詳細を確認することをお勧めします。

• 評価へのアクセス
• 評価の確認 (p. 67)
• 評価の編集 (p. 65)
• 評価におけるコントロールのレビュー (p. 71)
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• 評価での証拠のレビュー (p. 74)
• 手動証拠の評価へのアップロード
• AWS Audit Manager での委任 (p. 85)
• 評価レポートの生成 (p. 80)
• 評価のステータスの変更
• 評価の削除 (p. 83)
• 評価と証拠収集の問題のトラブルシューティング (p. 236)

AWS Audit Manager での評価へのアクセス
すべての評価は、Audit Manager コンソールの評価ページで確認できます。ここから、評価を編集した
り、評価を削除したり、評価を作成したりすることもできます。

Audit Manager API またはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して評価を表示することもでき
ます。

Audit Manager console

評価を表示するには (コンソール)

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きま
す。

2. 左側のナビゲーションペインで、[Assessments] (評価) を選択して、アクティブな評価と過去の
評価のリストを表示します。検索バーを使用して評価を検索することもできます。

3. 評価名を選択して概要のページを開きます。このページでは、その評価の詳細を表示できます。

AWS CLI

評価を表示するには (CLI)

Audit Manager で評価を表示するには、list-assessments コマンドを実行します。--statusサブコマ
ンドを使用して、アクティブまたは非アクティブの評価を表示できます。

aws auditmanager list-assessments --status ACTIVE

aws auditmanager list-assessments --status INACTIVE

Audit Manager API

アセスメント (API) を表示するには

Audit Manager で評価を表示するには、ListAssessmentsオペレーションを使用してください。ステー
タス属性を使用して、アクティブまたは非アクティブの評価を表示できます。

詳細については、前述のリンクのいずれかを選択して、AWS Audit ManagerAPI リファレンスをご覧
ください。これには、言語固有のAWS SDKListAssessments のいずれかで操作とパラメータを使
用する方法に関する情報が含まれます。

評価の編集
Audit Manager でアクティブな評価を編集して、説明、範囲、監査所有者、評価レポートの宛先などの情
報を変更できます。
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タスク
• ステップ 1: 評価の詳細を編集する (p. 66)
• ステップ 2:AWS アカウント 範囲内の (p. 66)
• ステップ 3:AWS のサービス 範囲内の (p. 66)
• ステップ 4: 監査所有者を編集する  (p. 67)
• ステップ 5: 確認して保存する (p. 67)

ステップ 1: 評価の詳細を編集する
評価の詳細を編集するには、次の手順に従います。

評価を編集するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Assessments] (評価) を選択して、現在の評価のリストを表示します。
3. 評価を選択して、Edit (編集) を選択します。

• または、評価を開いて、ページの右上にある [Edit] (編集) を選択することもできます。
4. [Edit assessment details] (評価の詳細を編集) で、評価の名前、説明、および評価レポートの宛先を編

集します。
5. [Next] (次へ) を選択します。

Tip

評価のタグを編集するには、評価を開いて [Tags] (タグ) タブ (p. 71) を選択します。そこで、
評価に関連付けられているタグを表示および編集できます。

ステップ 2:AWS アカウント 範囲内の
このステップでは、評価の範囲に含まれるアカウントのリストを変更できます。

Audit Manager は、との統合により複数のアカウントをサポートしますAWS Organizations。つま
り、Audit Manager の評価は複数のアカウントで実行でき、収集された証拠は委任された管理者アカ
ウントに統合されます。Audit Manager の委任された管理者を追加または変更するには、「AWS Audit 
Manager の設定、委任された管理者」を参照してください。

Note

Audit Manager は、評価の範囲で最大約 150 のアカウントをサポートできます。150 を超えるア
カウントを含めようとすると、評価の作成が失敗する可能性があります。

AWS アカウント範囲内で編集するには

1. [対象範囲の編集AWS アカウント] で、AWSその他のアカウントを選択します。リストからアカウン
トをクリアすることで、それらのアカウントを削除することもできます。

2. [Next] (次へ) を選択します。

ステップ 3:AWS のサービス 範囲内の
このステップでは、AWS のサービス Audit Manager がモニタリングおよび証拠を収集する Audit Manager 
を指定する Audit Manager を指定します。AWS のサービスリストが選択されていない場合、または選択さ
れているがご利用の環境で有効にしていない場合、Audit Manager は、そのサービスに関連するリソース
から証拠を収集しません。
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AWS のサービス範囲内ののレビューおよび編集は次のように確認および編集できます。

標準フレームワークから作成された評価の場合
Audit Manager コンソールを使用して、標準フレームワークから作成された評価を編集する場合、AWS 
のサービス範囲内のリストを確認することはできますが、このリストを編集することはできません。これ
は、Audit Manager が、標準フレームワークの設計に従って、データソースとサービスを自動的にマッピ
ングして選択するためです。手動コントロールのみを含むフレームワークを使用して評価が作成された場
合、評価の範囲に含まれるAWS のサービスのサービスはなく、サービスを追加することもできません。

続行するには、リストを確認して [Next] (次へ) を選択します。
Tip

既存の評価の範囲内でサービスのリストを編集する必要がある場合は、Audit Manager によって
提供される UpdateAssessmentAPI を使用して編集できます。

カスタムフレームワークから作成された評価の場合
カスタムフレームワークから評価を作成すると、評価の範囲に含まれるAWS のサービスのものを編集でき
ます。評価の範囲に含めるサービスを選択しないことも、1 個以上選択することもできます。

AWS のサービス範囲内のの編集するには (カスタムフレームワークのみから作成された評価の場
合)

1. [AWS のサービス範囲内の編集] で、AWS のサービス必要に応じて追加を選択します。リストから
サービスをクリアすることで、それらのサービスを削除することもできます。

2. [Next] (次へ) を選択します。

ステップ 4: 監査所有者を編集する
評価についての監査所有者を変更することもできます。監査責任者とは、Audit Manager DevOps 
の評価の管理を担当する職場の個人（通常はGRCまたはチームのメンバー）です。 SecOps監査
所有者の任務には、レビューのためのコントロールセットの委任や評価レポートの生成が含まれま
す。AWSAuditManagerAdministratorAccessこのポリシーを使用することをお勧めします。

監査所有者を編集するには

1. 評価に追加する新しい監査所有者を選択します。監査所有者を削除するには、リストからそれらの監
査所有者をクリアします。

2. [Next] (次へ) を選択します。

ステップ 5: 確認して保存する
評価に関する情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[Edit] (編集) を選択します。終了
したら、[Save changes] (変更を保存) を選択して編集内容を確認します。

Note

編集が完了すると、評価の変更は翌日の 00:00 (UTC) に有効になります。

評価の確認
Audit Manager で評価を作成した後、いつでも評価を開いて確認できます。
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評価を開いて確認するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Assessments] (評価) を選択して、評価のリストを表示します。
3. 評価を開くには、その名前を選択します。

評価を開くと、いくつかのセクションを含む概要のページが表示されます。このページのセクションとそ
の内容は次のとおりです。

評価のページのセクション
• 評価の詳細 (p. 68)
• [Controls] (コントロール) タブ (p. 69)
• 評価レポートの選択のタブ (p. 69)
• AWS アカウントタブ (p. 70)
• AWS のサービスタブ (p. 70)
• 監査所有者のタブ (p. 70)
• [Tags] (タグ) タブ (p. 71)
• Changelog タブ (p. 71)

評価の詳細
[Assessment details] (評価の詳細) セクションでは、評価の概要が表示されます。

次の情報が含まれています。

1. [Name] (名前) – 評価について指定した名前。
2. [Description] (説明) – 評価について入力したオプションの説明。
3. Compliance type (コンプライアンスの種類) — 評価がサポートするコンプライアンス標準または規制。
4. [Assessment report selection] (評価レポートの選択) – 評価レポートに含めることを選択した証拠項目の

数。
5. [Total evidence] (証拠の総数) – この評価について収集された証拠項目の総数。
6. 評価レポートの送信先 — Audit Manager が評価レポートを保存する Amazon S3 バケット。
7. AWS アカウント—AWS アカウント その数は今回の評価の範囲内です。
8. AWS のサービス—AWS のサービス その数は今回の評価の範囲内です。
9. [Audit owners] (監査所有者) – この評価についての監査所有者の数。
10.[Assessment status] (評価ステータス) – 評価のステータス。

• Active (アクティブ) - 評価が現在証拠を収集していることを示します。新しく作成された評価では、
このステータスとなります。

• Inactive (非アクティブ) - 評価が証拠を収集しなくなったことを示します。非アクティブな評価の詳細
については、「評価のステータスの非アクティブへの変更 (p. 82)」を参照してください。
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11.[Date created] (作成日) – 評価が作成された日付。
12.[Last updated] (最終更新日) – この評価が最後に編集された日付。

[Controls] (コントロール) タブ

[Controls] (コントロール) タブには、評価のコントロールの概要と、それらのコントロールの詳細なリスト
が表示されます。各評価には複数のコントロールセットを含めることができ、各コントロールセットには
複数のコントロールを含めることができます。コントロールとコントロールセットは、関連するコンプラ
イアンス標準または規制で定義されているレイアウトと一致するように編成されています。

[Control status summary] (コントロールステータスの概要) で、この評価のコントロールの概要を確認でき
ます。概要には、次の情報が含まれます。

• [Total controls] (コントロール総数) – この評価におけるコントロールの総数。
• [Reviewed] (レビュー済み) – 監査の所有者または受任者によってレビューされたコントロールの数。
• [Under review] (レビュー中) – 現在レビュー中のコントロールの数。
• [Inactive] (非アクティブ) – 証拠をアクティブに収集しなくなったコントロールの数。

[Control sets] (コントロールセット) の表の下に、コントロールのリストが表示され、コントロールセッ
ト別にグループ化されます。各コントロールセットのコントロールを展開または折りたたむことができ
ます。特定のコントロールを検索する場合は、コントロール名で検索することもできます。次のデータ列
は、Controls grouped by control sets (コントロールセット別にグループ化されたコントロール) の表に表示
されます。

• [Controls grouped by control sets] (コントロールセット別にグループ化されたコントロール) – コント
ロールセットの名前。

• [Control status] (コントロールのステータス) – コントロールのステータス。
• 審査中とは、この統制がまだ審査されていないことを示します。このコントロールの証拠はまだ収集

中であり、手動証拠をアップロードできます。これはデフォルトのステータスです。
• Reviewed (レビュー済み) は、このコントロールの証拠のレビューが完了していることを示します。

ただし、証拠はまだ収集中であり、手動証拠をアップロードできます。
• Inactive (非アクティブ) は、このコントロールについての自動証拠収集が停止していることを示しま

す。手動証拠をアップロードすることはできません。
• [Delegated to] (委任先) – このコントロールのレビュー担当者 (そのコントロールがレビューのために受

任者に割り当てられた場合)。
• [Added to assessment report] (評価レポートに追加済み) – 評価レポートに含まれるコントロールに関連

付けられている証拠項目の数。

評価レポートの選択のタブ

[Assessment report selection] (評価レポートの選択) タブでは、評価レポートに含まれる証拠のリストが、
証拠フォルダ別にグループ化されて表示されます。これらの証拠フォルダは、作成された日付に基づいて
編成され、名前が付けられます。これらのフォルダを参照して、評価レポートに含める証拠を選択できま
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す。検索バーを使用して、証拠フォルダ名またはコントロール名で検索することもできます。評価レポー
トに追加された証拠項目の総数の概要は、ページ上部の [Assessment details] (評価の詳細) のセクション
に表示されます。

[Assessment report selection] (評価レポート選択) の表の下に、証拠フォルダのリストが次のデータ列とと
もに表示されます。

• [Evidence folder] (証拠フォルダ) – 証拠フォルダの名前。フォルダ名は、証拠が収集された日付に基づい
ています。

• [Selected evidence] (選択された証拠) – 評価レポートに含まれるフォルダ内の証拠項目の数。
• コントロール名-この証拠フォルダに関連付けられているコントロールの名前。

評価レポートに証拠を追加する方法については、「評価レポートの生成 (p. 80)」を参照してください。

AWS アカウントタブ

AWS アカウントタブには、AWS アカウント評価の対象となるもののリストが表示されます。アカウント
の総数の概要は、ページ上部の [Assessment details] (評価の詳細) のセクションに表示されています。

AWS アカウントテーブルの下で、次のデータ列を含むアカウントのリストが表示されます。

• アカウント ID — の IDAWS アカウント。
• アカウント名 — の名前AWS アカウント。
• E メール — に関連付けられているメールアドレスAWS アカウント。

AWS のサービスタブ

AWS のサービスタブには、AWS のサービス評価の対象となるもののリストが表示されます。サービスの
総数の概要は、ページ上部の [Assessment details] (評価の詳細) のセクションに表示されています。

AWS のサービステーブルの下で、次のデータ列を含むサービスのリストが表示されます。

• AWS のサービス— の名前AWS のサービス。
• カテゴリ — コンピュートやデータベースなどのサービスカテゴリ。

監査所有者のタブ

[Audit owners] (監査所有者) のタブには、評価の監査所有者が表示されます。監査所有者の総数の概要も、
ページ上部の [Assessment details] (評価の詳細) のセクションに表示されています。

[Audit owners] (監査所有者) の表の下に、アカウントのリストが次のデータ列とともに表示されます。
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• [Audit owner] (監査所有者) – 監査所有者の名前。
• AWS アカウント— Audit オーナーに関連付けられているメールアドレス。

[Tags] (タグ) タブ

[Tags] (タグ) タブには、フレームワークから継承されたタグのリストが表示され、この評価の作成に使用
されます。タグの総数の概要は、ページ上部の [Assessment detail] (評価の詳細) に表示されています。

[Tags] (タグ) の表の下に、タグのリストが次のデータ列とともに表示されます。

• [Key] (キー) – コンプライアンス標準、規制、カテゴリなどのタグのキー。
• 値 - タグの値。

Audit Manager のタグの詳細については、「AWS Audit Manager リソースのタグ付け (p. 318)」を参照
してください。

Changelog タブ

[Changelog] (変更ログ) タブには、評価に関連するユーザーアクティビティのリストが表示されます。

[Changelog] (変更ログ) の表の下に、アカウントのリストが次のデータ列とともに表示されます。

• [Date] (日付) – アクティビティの日付。
• [User] (ユーザー) – アクションを実行したユーザー。
• [Action] (アクション) – 発生したアクション (作成中の評価など)。
• [Type] (タイプ) – 変更されたオブジェクトタイプ (評価など)。
• リソース — 評価の作成元のフレームワークなど、変更によって影響を受けたリソース。

評価におけるコントロールのレビュー
Audit Manager のコントロールは、監査で共通および固有のコンプライアンス標準と規制の両方を満たす
のに役立ちます。Audit Manager の評価内のコントロールは、いつでも開いて確認できます。

コントロールの概要のページを開くには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Assessments] (評価) を選択し、評価の名前を選択して開きます。
3. 評価のページから、[Controls] (コントロール) タブを選択し、[Control sets] (コントロールセット) の表

が表示されるまで下方向にスクロールして、コントロールの名前を選択して開きます。

コントロールを開くと、いくつかのセクションを含む概要のページが表示されます。このページのセク
ションとその内容については、次のセクションで説明します。
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コントロールのページのセクション
• コントロールの詳細 (p. 72)
• コントロールのステータスを更新する (p. 72)
• 証拠フォルダのタブ (p. 72)
• [Data source] (データソース) タブ (p. 73)
• コメントのタブ (p. 74)
• Changelog タブ (p. 74)

コントロールの詳細
[Control details] (コントロールの詳細) のセクションでは、コントロールの概要を説明します。

次の情報が含まれています。

1. [Control name] (コントロール名) – このコントロールに付けられた名前。
2. Control description (コントロールの説明) – このコントロールについて提供される説明。
3. [Testing information] (テスト情報) – このコントロールについて推奨されるテスト手順。
4. [Action plan] (アクションプラン) – コントロールの要件が満たされない場合に実行することが推奨され

るアクション。

コントロールのステータスを更新する
該当のページの [Update control status] (コントロールステータスを更新) のセクションで、評価のコント
ロールのステータスを確認および更新できます。

コントロールについて、以下のステータスが利用可能です。

• 審査中 — この統制がまだ審査されていないことを示します。このコントロールの証拠はまだ収集中であ
り、手動証拠をアップロードできます。これはデフォルトのステータスです。

• 審査済み — この統制の証拠が審査済みであることを示します。証拠はまだ収集中であり、手動証拠を
アップロードできます。

• 非アクティブ — このコントロールの自動エビデンス収集が停止されていることを示します。手動証拠を
アップロードすることはできません。

Note

コントロールステータスの [reviewed] (レビュー済み) への変更は、確定的な操作です。コント
ロールのステータスを [reviewed] (レビュー済み) に設定すると、そのコントロールのステータス
を変更したり、以前のステータスに戻したりすることはできなくなります。

証拠フォルダのタブ

[Evidence folders] (証拠フォルダ) のタブには、このコントロール用に自動的に収集される証拠が一覧表示
されます。毎日、フォルダに整理されます。ここから、フォルダを選択し、[Upload manual evidence] (手
動証拠をアップロード) を選択して、証拠を手動で追加することもできます。
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[Evidence folders] (証拠フォルダ) の表の下に、フォルダのリストが次のデータ列とともに表示されます。

• [Evidence folder] (証拠フォルダ) – 証拠フォルダの名前。名前は、証拠が収集された日付に基づいていま
す。

• [Compliance check] (コンプライアンスチェック) – 証拠フォルダで見つかった問題の数。この数
は、AWS Security Hub、AWS Config、またはその両方から直接報告されたセキュリティに関する問題
の総数を表します。証拠フォルダには、関連する証拠と問題の性質に関する詳細情報が格納されていま
す。

該当なしは、AWS Security HubAWS Config持っていないか有効になっていないか、証拠が別のデータ
ソースタイプからのものであることを示します。

• [Total evidence] (証拠の総数) – フォルダ内の証拠項目の総数。
• [Assessment report selection] (評価レポートの選択) – 評価レポートに含まれるフォルダ内の証拠項目の

数。

[Evidence folders] (証拠フォルダ) のタブから、証拠フォルダを選択して開きます。その後、証拠フォルダ
の概要のページから、レビューする個々の証拠を選択できます。

[Evidence folders] (証拠フォルダ) タブから、証拠を評価レポートに追加したり、評価レポートから削除し
たりすることもできます。詳細については、「評価レポートの生成 (p. 80)」を参照してください。

[Data source] (データソース) タブ

[Data source] (データソース) のタブには、コントロールのデータソースが表示されます。

[Data source] (データソース) の表の下に、データソースのリストが次のデータ列とともに表示されます。

• データソース名 — データソースに付けられた名前。これはカスタムコントロールにのみ適用されます。
各データソースに付けたわかりやすい名前を指します。この名前を使用して、同じデータソースタイプ
に該当する複数のデータソースを区別できます。

• データソースタイプ — エビデンスデータの出所を指定します。Audit Manager が証拠を収集する場合、
データソースはAWS Security Hub、、AWS ConfigAWS CloudTrail、AWSAPI 呼び出しの 4 種類のいず
れかになります。独自の証拠をアップロードする場合、データソースタイプは「手動」です。

• マッピング — これは、データソースからデータを識別して取得するために使用されるマッピング属性で
す。
• データソースタイプがの場合AWS Config、AWS Configマッピングは特定のルールの名前です (たと

えば、EC2_INSTANCE_MANAGED_BY_SSM)。Audit Manager はこのマッピングを使用して、AWS 
Configそのルールチェックの結果をから直接報告します。

• データソースタイプがの場合AWS Security Hub、マッピングは特定の Security Hub コントロールの名
前です (例:1.1 – Avoid the use of the "root" account)。Audit Manager はこのマッピング
を使用して、セキュリティチェックの結果を Security Hub から直接報告します。

• データソースタイプがAWS API 呼び出しの場合、マッピングは特定の API 呼び出しの名前です 
(例:ec2_DescribeSecurityGroups)。Audit Manager は、このマッピングを使用して API レスポン
スを収集します。

• データソースタイプがの場合AWS CloudTrail、 CloudTrail マッピングは特定のイベントの名前です 
(たとえば、CreateAccessKey)。Audit Manager はこのマッピングを使用して、 CloudTrail 関連する
ユーザーアクティビティをログから収集します。

• [Frequency] (頻度) – このデータソースからの証拠収集の頻度。頻度はデータソースによって異なりま
す。詳細については、列の値を選択するか、「証拠収集の頻度 (p. 11)」を参照してください。
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コメントのタブ

[Comments] (コメント) タブで、コントロールとその証拠に関するコメントを追加できます。また、以前の
コメントのリストも表示されます。

[Send comments] (コメントを送信) で、テキストを入力して [Submit comments] (コメントを送信) を選択
することにより、コントロールについてのコメントを追加できます。

[Previous comments] (以前のコメント) で、以前のコメントのリストを、コメントが作成された日付および
関連するユーザー ID とともに表示できます。

Changelog タブ

[Changelog] (変更ログ) タブには、コントロールに関連するユーザーアクティビティのリストが表示され
ます。AWS CloudTrail の監査証跡ログと同じ情報を利用できます。Audit Manager で直接キャプチャされ
たユーザーアクティビティを使用すると、特定のコントロールについて、アクティビティの監査証跡を簡
単にレビューできます。

[Changelog] (変更ログ) の下の表には、次のデータ列が表示されます。

• [Date] (日付) – アクティビティの日時。
• ユーザー — アクティビティを実行したユーザーまたはロール。
• [Action] (アクション) – アクティビティの説明。
• [Type] (タイプ) – アクティビティをさらに説明する関連属性。
• [Resource] (リソース) – 関連するリソース (該当する場合)。

Audit Manager は、変更ログで次のユーザーアクティビティを追跡します。

• 評価の作成
• 評価の編集
• 評価の完了
• 評価の削除
• レビューのためのコントロールセットの委任
• レビュー済みコントロールセットの監査所有者への送信
• 手動証拠のアップロード
• コントロールステータスの更新
• 評価レポートの生成

評価での証拠のレビュー
Audit Manager のアクティブな評価は、さまざまなデータソースから証拠を自動的に収集します。詳細に
ついては、「AWS Audit Manager による証拠の収集方法 (p. 11)」を参照してください。評価のコントロー
ルについての証拠をいつでも開いてレビューできます。
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コントロールの証拠を開くには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Assessments] (評価) を選択し、評価の名前を選択して開きます。
3. 評価のページから、[Controls] (コントロール) タブを選択し、[Controls] (コントロール) の表が表示さ

れるまで下方向にスクロールして、コントロールの名前を選択して開きます。
4. コントロールのページから、[Evidence folders] (証拠フォルダ) タブを選択します。[Evidence folders]

(証拠フォルダ) の表の下に、そのコントロールについてのすべての証拠フォルダのリストが表示され
ます。これらのフォルダは、そのフォルダ内の証拠が収集された日付に基づいて編成され、名前が付
けられます。

5. 証拠フォルダの名前を選択して開きます。

ここから、そのコントロールについての証拠フォルダを確認し、さらにドリルダウンして、必要に応じて
個々の証拠をレビューできます。

トピック
• 証拠フォルダの確認 (p. 75)
• 個々の証拠のレビュー (p. 77)

証拠フォルダの確認
証拠フォルダを開くと、[Summary] (概要) セクションと [Evidence] (証拠) の表といった 2 つのセクション
を含む証拠フォルダの概要のページが表示されます。これらのセクションとその内容は次のとおりです。

• 証拠フォルダの概要 (p. 75)
• 証拠の表 (p. 76)

証拠フォルダの概要
ページの [Summary] (概要) のセクションには、証拠フォルダ内の証拠の概要が表示されます。

次の情報が含まれています。

1. [Date] (日付) – 証拠フォルダが作成された日時。
2. [Control name] (コントロール名) – 証拠フォルダに関連付けられているコントロールの名前。
3. [Added to assessment report] (評価レポートに追加) – 評価レポートに含めるために手動で選択された証

拠項目の数。
4. [Total evidence] (証拠の総数) – 証拠フォルダ内の証拠項目の総数。
5. [Resources] (リソース) – このフォルダに証拠を生成する際に評価された AWS リソースの総数。
6. [User activity] (ユーザーアクティビティ) – [user activity] (ユーザーアクティビティ) のカテゴリに分類さ

れる証拠項目の数。この証拠は AWS CloudTrail ログから収集されます。
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7. [Configuration data] (設定データ) – [configuration data] (設定データ) のカテゴリに分類される証拠項
目の数。この証拠は、Amazon EC2、Amazon S3、IAMAWS のサービス などの他のの設定スナップ
ショットから収集されます。

8. [Manual] (手動) – [manual] (手動) のカテゴリに分類される証拠項目の数。この証拠は手動でアップロー
ドされます。

9. [Compliance check] (コンプライアンスチェック) – [compliance check] (コンプライアンスチェック) の
カテゴリに分類される証拠項目の数。この証拠は AWS Config または AWS Security Hub から収集され
ます。

10.[Compliance check status] (コンプライアンスチェックのステータス) – AWS Security Hub、AWS 
Config、またはその両方から直接報告された問題の総数。

Tip

さまざまな証拠タイプ (ユーザーアクティビティ、設定データ、コンプライアンスチェック、およ
び手動) の詳細については、「証拠」を参照してください。

証拠の表
[Evidence] (証拠) の表には、証拠フォルダに含まれる個々の証拠が一覧表示されます。

次の情報が含まれています。

1. [Time] (時間) – 証拠が収集された時期を示すほか、証拠の名前としても機能します。この列から時間を
選択すると、証拠の詳細のページが開きます。このページについては、次のセクションで説明します。

2. [Evidence by type] (タイプ別の証拠) – 証拠のカテゴリ。
• [Compliance check] (コンプライアンスチェック) の証拠は、AWS Config または AWS Security Hub 

から収集されます。
• [User activity] (ユーザーアクティビティ) の証拠は AWS CloudTrail ログから収集されます。
• [Configuration data] (設定データ) の証拠は、Amazon EC2、Amazon S3、IAM などの他のサービスの

スナップショットから収集されます。
• [Manual] (手動) の証拠は、手動でアップロードした証拠です。

3. [Compliance check] (コンプライアンスチェック) – [compliance check] (コンプライアンスチェック) の
カテゴリに該当する証拠の評価ステータス。
• AWS Security Hub から収集された証拠については、[Pass] (合格) または [Fail] (不合格) の結果が 

AWS Security Hub から直接レポートされます。
• AWS Config から収集された証拠については、[Compliant] (準拠) または [Noncompliant] (非準拠) の結

果が AWS Config から直接レポートされます。
• 「該当なし」と表示されている場合は、使用していないか、AWS Security HubAWS Config有効に

なっていないか、エビデンスが別のデータソースタイプからのものであることを示します。
4. データソース — 証拠が収集されるデータソース。
5. [Event name] (イベント名) – 証拠に含まれるイベントの名前。
6. [Resources] (リソース) – 証拠を生成するために評価されたリソースの数。
7. [Assessment report selection] (評価レポートの選択) – 評価レポートに含めるためにその証拠が手動で選

択されたかどうかを示します。
• 証拠を含めるには、証拠を選択し、[Add to assessment report] (評価レポートに追加) を選択します。
• 証拠を除外するには、証拠を選択し、[Remove from assessment report] (評価レポートから削除) を選

択します。

手動証拠を証拠フォルダにアップロードするには、[Upload manual evidence] (手動証拠をアップロード) 
を選択し、証拠の S3 URI を入力して、[Upload] (アップロード) を選択します。詳細については、「AWS 
Audit Manager の手動証拠のアップロード」を参照してください。
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個々の証拠の詳細を表示するには、[Time] (時間) 列でハイパーリンクが設定された証拠の名前を選択しま
す。これにより、次のセクションで説明する証拠の詳細のページが開きます。

個々の証拠のレビュー
個々の証拠を開くと、[Evidence detail] (証拠の詳細) のセクション、[Attributes] (属性) の表、および
[Resources included] (含まれるリソース) の表といった 3 つのセクションを含む証拠の詳細のページが表
示されます。これらのセクションとその内容は次のとおりです。

• 証拠の詳細  (p. 77)
• 属性 (p. 78)
• 含まれるリソース (p. 78)

証拠の詳細
ページの [Evidence detail] (証拠の詳細) のセクションには、証拠の概要が表示されます。

次の情報が含まれています。

1. [Date and time] (日時) – 証拠が収集された日時。
2. [Evidence folder name] (証拠フォルダ名) – 証拠を含む証拠フォルダの名前。
3. [Control name] (コントロール名) – 証拠に関連付けられているコントロールの名前。
4. [Event source] (イベントソース) – 証拠イベントを作成したリソースの名前。
5. [Event name] (イベント名) – 証拠イベントの名前。
6. データソース — 証拠の収集元のデータソース。
7. [Evidence by type] (タイプ別の証拠) – 証拠のタイプ。

• [Compliance check] (コンプライアンスチェック) の証拠は、AWS Config または AWS Security Hub 
から収集されます。

• [User activity] (ユーザーアクティビティ) の証拠は AWS CloudTrail ログから収集されます。
• 設定データの証拠は、Amazon EC2、Amazon S3、IAMAWS のサービス などの他ののスナップ

ショットから収集されます。
• [Manual] (手動) の証拠は、手動でアップロードした証拠です。

8. [Compliance check] (コンプライアンスチェック) – [compliance check] (コンプライアンスチェック) の
カテゴリに該当する証拠の評価ステータス。
• AWS Security Hub から収集された証拠については、[Pass] (合格) または [Fail] (不合格) の結果が 

AWS Security Hub から直接レポートされます。
• AWS Config から収集された証拠については、[Compliant] (準拠) または [Noncompliant] (非準拠) の結

果が AWS Config から直接レポートされます。
• [Not applicable] (該当なし) の表示は、 AWS Security Hub または AWS Config を有効にしていない

か、証拠が別のデータソースからのものであることを示します。
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9. [Resources included] (含まれるリソース) – 証拠を生成するために評価されたリソースの数。
10.[Attributes] (属性) – 証拠でイベントによって使用される属性の総数。
11.AWSアカウント —AWS アカウント 証拠の収集元の場所。
12.IAM ID — 該当する場合は関連するユーザーまたはロール。
13.評価レポートに追加 — 評価レポートに証拠を含めることを選択したかどうかを示します。

属性
[Attributes] (属性) の表には、この証拠でイベントによって使用される名前と値が表示されます。次の情報
が含まれています。

• 属性名 — 証拠の要件 (など) allowUsersToChangePassword。
• [Value] (値) – 属性の値 (true または false など)。

含まれるリソース
[Resources included] (含まれるリソース) の表には、この証拠を生成するために評価されたリソースのリス
トが表示されます。次のフィールドの 1 つ以上が含まれます。

• ARN – リソースの Amazon リソース名 (ARN)。ARN は、すべての証拠タイプで利用できるとは限りま
せん。

• [Value] (値) – そのリソースの値 (該当する場合)。
• JSON – そのリソースの JSON ファイルを表示するためのリンク。

AWS Audit Manager での手動証拠のアップロード
Audit Manager は、フレームワークに含まれるコントロールの多くについての証拠を自動的に収集できま
すが、一部のコントロールでは、コンプライアンスを実証するために手動証拠をアップロードする必要が
あります。例えば、特定のコントロールは、物理的な記録 (署名など) や、クラウドで生成されないイベ
ント (観察やインタビューなど) に関連しています。このような場合、証拠としてファイルを手動でアッ
プロードできます。例えば、フレームワークに含まれるあるコントロールがチームの組織を対象とする手
続き型コントロールである場合、コントロールをサポートする証拠として会社の組織図のコピーをアップ
ロードできます。

手動アップロード機能を使用して、複数の環境からの証拠を管理することもできます。会社がハイブリッ
ドクラウドモデルまたはマルチクラウドモデルを使用している場合は、オンプレミス環境、クラウドでホ
ストされている環境、または SaaS アプリケーションからエビデンスをアップロードできます。これによ
り、各エビデンスが特定の統制にマッピングされるAudit Manager 評価の構造内に保存することで、（そ
の出所に関係なく）エビデンスを整理できます。

Audit Manager のさまざまなタイプの証拠、および自動証拠と手動証拠の違いの詳細については、このガ
イドの「概念と用語」のセクションの「証拠」を参照してください。

手動による証拠のアップロード方法
証拠の S3 URI を指定することで、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットから手動証拠を
アップロードできます。

コントロールに手動証拠をアップロードするには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
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2. 左側のナビゲーションペインで、[Assessments] (評価) を選択し、評価の名前を選択して開きます。
3. [Controls] (コントロール) タブを選択し、[Control sets] (コントロールセット) が表示されるまで下方向

にスクロールして、コントロールの名前を選択して開きます。
4. [Evidence folders] (証拠フォルダ) タブ、[Upload manual evidence] (手動証拠をアップロード) の順に

選択します。
• または、「証拠フォルダー」タブで証拠フォルダー名を選択して証拠フォルダーの概要ページを

確認してから、「手動証拠をアップロード」を選択します。
5. 次のページで、証拠の S3 URI を入力します。S3 URI を検索するには、Amazon S3 コンソールでオ

ブジェクトに移動し、[Copy S3 URI] (S3 URI をコピー) を選択します。
6. 手動証拠をアップロードするには、[Upload] (アップロード) を選択します。

Note

以下に留意してください。

• 評価にアップロードする前に、手動証拠を S3 バケットにアップロードする必要があります。
手順については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「バケットの作成」と「オ
ブジェクトのアップロード」を参照してください。

• 1 つの手動エビデンスファイルでサポートされる最大サイズは 100 MB です。
• マニュアルエビデンスでサポートされているファイル形式は、このページのさらに下にリスト

されています。
• 各 1AWS アカウント 日あたり最大 100 個の証拠ファイルをコントロールに手動でアップロー

ドすることだけです。この 1 日あたりのクォータを超えると、そのコントロールについては追
加の手動アップロードが失敗します。単一のコントロールに手動証拠を大量にアップロードす
る必要がある場合は、証拠を数日にわたってバッチでアップロードします。

• コントロールのステータスが [inactive] (非アクティブ) の場合、そのコントロールについての手
動証拠をアップロードすることはできません。手動証拠をアップロードするには、最初にコン
トロールのステータスを [under review] (レビュー中) または [reviewed] (レビュー済み) に変更
する必要があります。手順については、「コントロールのステータスを更新する (p. 72)」を
参照してください。

マニュアルエビデンスに対応しているファイル形式
次のテーブルでは、手動証拠としてアップロードできるファイルのタイプをリスト化して説明します。表
には、各ファイルタイプについて、サポートされているファイル拡張子も一覧表示されています。

ファイルタイプ 説明 サポートされているファイル拡張子

圧縮またはアー
カイブ

GNU Zip 圧縮アーカイブと 
ZIP 圧縮アーカイブ

.gz, .zip

Document PDF やマイクロソフトオフィ
スファイルなどの一般的なド
キュメントファイル

.doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx

[Image] (イメー
ジ)

画像とグラフィックファイル .jpeg, .jpg, .png, .svg

[Text] (テキスト) プレーンテキスト文書やマー
クアップ言語ファイルなど、
その他の非バイナリテキスト
ファイル

.cer, .csv, .html, .jmx, .json, .md, .out,

.rtf, .txt, .xml, .yaml, .yml
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評価レポートの生成
評価レポートは、評価を要約し、関連する証拠を含む、整理された一連のフォルダへのリンクを提供しま
す。詳細については、「評価レポート (p. 92)」を参照してください。

評価レポートを生成する前に、評価レポートに含める証拠を選択できます。

タスク
• 評価レポートへの証拠の追加 (p. 80)
• 評価レポートの生成 (p. 80)
• 評価レポートの削除 (p. 81)

評価レポートへの証拠の追加
評価レポートを生成する前に、評価の各コントロールについての証拠をレビューし、それを評価レポート
に含めるかどうかを指定します。デフォルトでは、新しく収集された証拠は評価レポートから除外されま
す。

証拠をレビューして評価レポートに含めるには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Assessments] (評価) を選択し、評価の名前を選択して開きます。
3. [Controls] (コントロール) の表が表示されるまで下方向にスクロールし、コントロールの名前を選択し

て、コントロールの詳細のページを開きます。
4. [Evidence folders] (証拠フォルダ) の表が表示されるまで下方向にスクロールし、評価レポートに追加

する証拠フォルダを選択して、[Add to assessment report] (評価レポートに追加) を選択します。表示
されるポップアップウィンドウで、[Add to assessment report] (評価レポートに追加) を選択して追加
する内容を確認します。

• 以前に証拠レポートに追加された証拠フォルダを削除する場合は、該当のフォルダを選択し
て、[Remove from assessment report] (評価レポートから削除) を選択します。

5. 単一の証拠項目を評価レポートに追加するには、証拠フォルダの名前を選択して、証拠フォルダの概
要のページを開きます。証拠を選択し、[Add to assessment report] (評価レポートに追加) を選択しま
す。表示されるポップアップウィンドウで、[Add to assessment report] (評価レポートに追加) を選択
して追加する内容を確認します。

• 以前に評価レポートに追加された単一の証拠項目を削除するには、証拠フォルダの名前を選択し
て、証拠フォルダの概要のページを開きます。証拠を選択し、[Remove from assessment report]
(評価レポートから削除) を選択します。

6. 証拠をレビューして評価レポートに追加すると、緑色の成功バナーが表示されます。[View 
assessment report selection] (評価レポートの選択の表示) を選択して、評価のページに戻ります。こ
のページでは、評価レポートを生成できます。

評価レポートの生成
評価レポートに含める証拠を選択したら、最終的な評価レポートを生成して監査人と共有できます。

評価レポートを生成すると、評価レポートの宛先として選択した S3 バケットに格納されます。

Tip

評価レポートを生成する前に、次の設定を確認することをお勧めします。
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1. カスタマーマネージドキー (提供する場合) は、評価のリージョンと一致する必要がありま
す。AWS リージョン

2. 評価レポートの宛先に SSE-KMS を使用したサーバー側の暗号化 (SSE) を必要とするバケット
ポリシーがある場合、そのバケットポリシーで使用される KMS キーは、Audit Manager データ
暗号化の設定で構成した KMS キーと一致する必要があります。Audit Manager の設定で KMS 
キーを設定しておらず、評価レポートの宛先バケットポリシーで SSE が必要な場合は、バ
ケットポリシーで SSE-S3 が許可されているようにしてください。

評価レポートの宛先とデータ暗号化に使用される KMS キーの設定方法の詳細については、
「AWS Audit Manager の設定 (p. 218)」を参照してください。Audit Manager リージョンのリス
トについては、Amazon Web Services 全般のリファレンスの「AWS Audit Managerエンドポイン
トとクォータ」を参照してください。

評価レポートを生成するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Assessments] (評価) を選択します。
3. 評価レポートを生成する評価の名前を選択します。
4. [Assessment report selection] (評価レポートの選択) のタブを選択してから、[Generate assessment 

report] (評価レポートを生成) を選択します。
5. ポップアップウィンドウで、評価レポートの名前と説明を入力し、[Assessment report details] (評価

レポートの詳細) のセクションを確認します。これには、評価名、評価レポートの宛先の証拠、およ
び評価レポートの宛先が含まれます。評価レポートの宛先は、評価の作成時に指定した S3 バケット
です。

6. [評価レポートを生成] を選択し、評価レポートが生成されるまで数分待ちます。
7. 評価レポートは、Audit Manager コンソールの評価レポートページから検索してダウンロードできま

す。または、評価レポートの宛先として使用する S3 バケットに移動し、そこから評価レポートをダ
ウンロードすることもできます。

評価レポートには、評価レポートの完全性を確保するためのファイルチェックサムが含まれていま
す。Audit Manager によって提供される ValidateAssessmentReportIntegrityAPI 操作を使用して
これを検証できます。

評価レポートの削除
不要になった評価レポートを削除できます。

評価レポートを削除すると、Audit Manager は次のデータを削除しようとします。

1. S3 バケットに保存されている評価レポート
2. Audit Manager に保存されている関連メタデータ

Audit Manager が S3 バケットの評価レポートにアクセスできない場合、レポートは削除されません。この
場合、削除操作は失敗しません。代わりに、Audit Manager は関連するメタデータのみを削除します。そ
の後、評価レポートを S3 バケットから自分で削除する必要があります。

このシナリオは、Audit Manager が Amazon S3 から403 (Forbidden) OR404 (Not Found) エラー
を受け取ったときに発生します。これを回避するには、S3 バケットが使用可能であること、および Audit 
Manager が S3 バケット内のリソースを削除するための正しい権限を設定していることを確認してくだ
さい。使用できる許可ポリシーの例については、評価レポートの宛先許可を参照してください。Amazon 
S3 で404 (Not Found (403 (Forbidden)または) エラーを引き起こす可能性のある問題について
は、Amazon S3 API リファレンスの「エラーコードのリスト」を参照してください。
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評価レポートを削除するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [評価レポート] を選択します。
3. 削除する評価レポートを選択し、[削除] を選択します。

評価のステータスの非アクティブへの変更
Audit Manager を使用して証拠を収集する必要がなくなったら、評価のために進行中の証拠の収集を停止
できます。これを実行するには、評価ステータスを [Inactive] (非アクティブ) に変更します。

証拠収集を停止することに加えて、Audit Manager は、非アクティブな評価内にあるコントロールに次の
変更を加えます。

• すべてのコントロールセットが [Reviewed] (レビュー済み) ステータスに変わります。
• [Under review] (レビュー中) のすべてのコントロールが [Reviewed] (レビュー済み) ステータスに変わり

ます。
• 非アクティブな評価の受任者は、それ以降、そのコントロールとコントロールセットを表示または編集

できなくなります。

Warning

評価を非アクティブとしてマークすることで問題ないかを確かめた上で、慎重に続行することを
お勧めします。評価が非アクティブの場合、ユーザーに付与されるのは、その内容への読み取り
専用のアクセス権です。以前に収集した証拠を引き続き表示し、評価レポートを生成できます。
ただし、変更を加えたり、コメントを追加したり、手動証拠をアップロードしたりすることはで
きません。

Audit Manager console

評価ステータスを非アクティブに変更するには (コンソール)

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きま
す。

2. ナビゲーションペインで、[Assessment] (評価) を選択します。
3. 評価を開くには、その名前を選択します。
4. ページの右上にある [Update assessment status] (評価ステータスを更新) を選択してか

ら、[Inactive] (非アクティブ) を選択します。
5. ポップアップウィンドウで [Update status] (ステータスを更新) を選択して、ステータスを非アク

ティブに変更することを確認します。

評価とそのコントロールに対する変更は、約 1 分後に有効になります。
AWS CLI

評価ステータスを非アクティブに変更するには (AWS CLI)

1. 最初に、更新する評価を特定します。これを行うには、リスト評価コマンドを実行します。

 aws auditmanager list-assessments

レスポンスは評価のリストを返します。非アクティブ化するアセスメントを見つけて、アセスメ
ント ID をメモします。
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2. 次に、update-assessment-statusコマンドを実行して次のパラメータを指定します。

• --assessment-id— このパラメータを使用して、非アクティブ化する評価を指定します。
• --status – この値は INACTIVE に設定します。

次の例で、########################。

aws auditmanager update-assessment-status --assessment-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111 --status INACTIVE

評価とそのコントロールに対する変更は、約 1 分後に有効になります。
Audit Manager API

評価ステータスを非アクティブに変更するには (API)

1. ListAssessmentsオペレーションを使用して非アクティブ化するアセスメントを見つけ、アセスメ
ント ID をメモします。

2. UpdateAssessmentStatusオペレーションを使用して、次のパラメータを指定します。

• AssessmentId — このパラメーターを使用して、非アクティブ化するアセスメントを指定しま
す。

• status — この値をに設定しますINACTIVE。

評価とそのコントロールに対する変更は、約 1 分後に有効になります。

これらの API オペレーションの詳細については、前述のリンクのいずれかを選択して AWS Audit 
ManagerAPI リファレンスをご覧ください。これには、言語固有のAWS SDK のいずれかでこれらの
操作とパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。

評価の削除
Audit Manager で不要になった評価を削除できます。Audit Manager コンソール、Audit Manager API、ま
たはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して評価を削除できます。

Audit Manager console

評価を削除するには (コンソール)

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きま
す。

2. ナビゲーションペインで、[Assessment] (評価) を選択します。
3. 削除する評価を選択し、[Delete] (削除) を選択します。

• または、評価を開いて、ページの右上にある [Delete] (削除) を選択することもできます。

AWS CLI

評価を削除するには (AWS CLI)

1. 最初に、削除する評価を特定します。これを行うには、リスト評価コマンドを実行します。

 aws auditmanager list-assessments
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レスポンスは評価のリストを返します。削除するアセスメントを見つけて、アセスメント ID をメ
モします。

2. 次に、delete-assessment コマンドを使用して、--assessment-id削除するアセスメントのを
指定します。

次の例で、########################。

aws auditmanager delete-assessment --assessment-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111

Audit Manager API

評価を削除するには (API)

1. ListAssessments操作を使用して、削除する評価を検索します。

応答で示された評価IDを書き留めます。
2. DeleteAssessmentオペレーションを使用して、削除する評価の AssessmentId を指定します。

これらの API オペレーションの詳細については、前述のリンクのいずれかを選択して AWS Audit 
ManagerAPI リファレンスをご覧ください。これには、言語固有のAWS SDK のいずれかでこれらの
操作とパラメータを使用する方法に関する情報が含まれます。
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AWS Audit Manager での委任
監査所有者は、AWS Audit Manager を使用して評価を作成し、その評価にリストされているコントロール
の証拠を収集します。コントロールセットの証拠を検証する際に、監査所有者に疑問が生じたり、監査所
有者がサポートを必要としたりする場合があります。このような場合、監査所有者は、レビューのために
対象分野のエキスパートにコントロールセットを委任できます。

委任プロセスの概要は次のとおりです。

1. 監査所有者は、評価でコントロールセットを選択し、レビューのためにそれを委任します。
2. 受任者は、これらのコントロールとその証拠を確認し、終了時にコントロールセットを監査所有者に送

信します。
3. 監査所有者は、レビューが完了した旨の通知を受け取り、レビューされたコントロールに受任者からの

備考がないかを確認します。

AWS Audit Manager で委任タスクを管理する方法の詳細については、このガイドの次のセクションを参照
してください。

トピック
• 監査所有者の委任タスク (p. 85)
• 受任者の委任タスク (p. 88)

Note

アカウントは、さまざまな AWS リージョンの監査所有者または受任者になることができます。

監査所有者の委任タスク
AWS Audit Manager の監査所有者として、コントロールと証拠をレビューする際に、内容領域専門家から
のサポートを受ける必要がある場合があります。この状況では、レビューのためにコントロールセットを
委任できます。

次のトピックでは、AWS Audit Manager で委任を管理する方法について説明します。

委任タスク
• レビューのためのコントロールセットの委任  (p. 85)
• アクティブな委任および完了済みの委任へのアクセス (p. 86)
• アクティブな委任と完了済みの委任の削除  (p. 87)

レビューのためのコントロールセットの委任
内容領域専門家からのサポートが必要な場合は、サポートを希望する AWS アカウントを選択し、レ
ビューのためにコントロールセットをそれらのアカウントに委任できます。

次の手順のいずれかを使用して、コントロールセットを委任できます。

評価ページからのコントロールセットの委任
評価ページからコントロールセットを委任するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[Assessment] (評価) を選択します。
3. 委任するコントロールセットを含む評価の名前を選択します。
4. 評価ページから、[Controls] (コントロール) タブを選択します。これにより、コントロールステータス

の概要と評価のコントロールのリストが表示されます。
5. コントロールセットを選択し、[Delegate control set] (コントロールセットを委任) を選択します。
6. [Delegate selection] (委任の選択) の下に、ユーザーとロールのリストが表示されます。ユーザーまた

はロールを選択するか、検索バーを使用してそれらを探します。
7. [Delegation details] (委任の詳細) で、コントロールセット名と評価名を確認します。
8. (オプション) [Comments] (コメント) で、受任者がレビュータスクを実行するのに役立つ手順を含むコ

メントを追加します。コメントに機密情報を含めないでください。
9. [Delegate control set] (コントロールセットを委任) を選択します。
10. 緑の成功バナーは、コントロールセットの委任が成功したことを示します。[View delegation] (委任を

表示) を選択して、委任リクエストを表示します。AWS Audit Manager コンソールの左側のナビゲー
ションペインで [Delegations] (委任) を選択して、いつでも委任を表示することもできます。

委任のページからのコントロールセットの委任

委任のページからコントロールセットを委任するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Delegations] (委任) を選択します。
3. 委任のページから、[Create delegation] (委任を作成) を選択します。
4. [Choose assessment and control set] (評価とコントロールセットを選択) で、委任する評価とコント

ロールセットを指定します。
5. [Delegate selection] (委任の選択) の下に、ユーザーとロールのリストが表示されます。ユーザーまた

はロールを選択するか、検索バーを使用してそれらを探します。
6. (オプション) [Comments] (コメント) で、受任者がレビュータスクを実行するのに役立つ手順を含むコ

メントを追加します。コメントに機密情報を含めないでください。
7. [Create delegation] (委任を作成) を選択します。
8. 緑の成功バナーは、コントロールセットの委任が成功したことを示します。[View delegation] (委任を

表示) を選択して、委任リクエストを表示します。AWS Audit Manager コンソールの左側のナビゲー
ションペインで [Delegations] (委任) を選択して、いつでも委任を表示することもできます。

レビューのためにコントロールセットを委任すると、受任者は通知を受け取り、コントロールセットのレ
ビューを開始できます。受任者が従うこのプロセスは 受任者の委任タスク (p. 88) に記載されていま
す。

Tip

受任者は、SNS トピックにサブスクライブして、レビュータスクが委任されたときに E メール
のアラートを受信できます。AWS Audit Manager に関連付けられている SNS トピックを識別し
てサブスクライブする方法の詳細については、「AWS Audit Manager の通知」を参照してくださ
い。

アクティブな委任および完了済みの委任へのアクセス
AWS Audit Manager の左側のナビゲーションペインで [Delegations] (委任) を選択すると、いつでも委任
のリストにアクセスできます。委任のページには、アクティブな委任と完了済みの委任のリストが、各委
任についての次の詳細とともに表示されます。

• [Delegated to] (委任先) – コントロールセットの委任先の AWS アカウント。
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• [Date] (日付) – コントロールセットを委任した日付。
• [Status] (ステータス) – 委任の現在のステータス。
• [Assessment] (評価) – 評価の詳細のページへのリンクを含む評価の名前。
• Control set (コントロールセット) - レビューのために委任されたコントロールセットの名前。

委任が完了すると、AWS Audit Manager で通知を受け取ります。また、受任者の備考を含むコメントを受
け取る場合があります。次の手順では、委任が完了した後に Audit Manager で通知を確認する方法と、受
任者からのコメント (ある場合) を表示する方法について説明します。

完了済みの委任を表示し、コメントを確認するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Notifications] (通知) を選択します。または、画面上部の青いフラッシュ

バーで [Notifications] (通知) を選択して、通知のページを開きます。
3. 次の情報が記載された表が含まれている [Notifications] (通知) のページを確認します。

• [Date] (日付) – 通知の日付。
• 評価 - コントロールセットに関連付けられている評価の名前。
• [Control set] (コントロールセット) – コントロールセットの名前。
• [Source] (ソース) — 完了済みのコントロールセットを送信した、受任者のロール。
• [Description] (説明) – 受任者から提供された概要レベルの備考。

4. 受任者がレビューして送信した評価とコントロールセットを見つけ、評価の名前を選択して開きま
す。

5. 評価の詳細のページの [Controls] (コントロール) タブで、[Control sets] (コントロールセット) の表が
表示されるまで下方向にスクロールします。[Controls grouped by control set] (コントロールセット別
にグループ化されたコントロール) の列で、コントロールセットの名前を展開して、そのコントロー
ルを表示します。その後、コントロールの名前を選択して、コントロールの詳細のページを開きま
す。

6. [Comments] (コメント) タブを選択して、その特定のコントロールについて受任者によって追加された
備考を表示します。

7. コントロールセットのレビューが完了したことを確認したら、コントロールセットを選択
し、[Complete control set review] (コントロールセットのレビューを完了) を選択します。

Important

Audit Manager は継続的に証拠を収集します。その結果、受任者がコントロールのレビューを完
了した後に、追加の新しい証拠が収集される可能性があります。
評価レポートでレビュー済みの証拠のみを使用する場合は、[control reviewed] (レビュー済みコン
トロール) のタイムスタンプを参照して、証拠がいつレビューされたかを判断できます。このタイ
ムスタンプは、コントロールの詳細のページの [Changelog] (変更ログ) タブで確認できます。そ
の後、このタイムスタンプを使用して、評価レポートに追加する証拠を特定できます。

アクティブな委任と完了済みの委任の削除
委任を作成したが、後でそのコントロールセットをレビューするためのサポートが不要になる場合があり
ます。このような状況が生じた場合、AWS Audit Manager でアクティブな委任を削除できます。委任の
ページに表示したくない完了済みの委任を削除することもできます。

委任を削除するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[Delegations] (委任) を選択します。
3. [Delegations] (委任) ページで、キャンセルする委任を選択してから、[Remove delegation] (委任を削

除) を選択します。
4. 表示されるポップアップウィンドウで、[Delete] (削除) を選択して選択内容を確認します。

受任者の委任タスク
受任者は通常、いくつかの領域において、専門的なレベルでビジネスまたは技術に関する知識を有してい
ます。これらには、データ保持ポリシー、トレーニングプラン、ネットワークインフラストラクチャ、ま
たは ID 管理が含まれます。受任者は、監査所有者が自らの専門分野に属するコントロールに関して収集さ
れた証拠をレビューするのをサポートします。

受任者として、監査所有者から、コントロールセットに関連付けられている証拠をレビューするようにリ
クエストされる場合があります。このリクエストは、監査所有者がこの証拠の検証についてサポートを必
要としていることを示唆しています。コントロールセットとそれに関連する証拠のレビュー、コメントの
追加、追加の証拠のアップロード、およびレビューする各コントロールのステータスの更新を行うことを
通じて、所有者の監査をサポートできます。

次のトピックでは、AWS Audit Manager で委任を管理する方法について説明します。

Note

監査所有者は、評価全体ではなく、レビューする特定のコントロールセットを委任します。その
結果、代表者による評価へのアクセスが制限されます。受任者は、証拠のレビュー、コメントの
追加、手動証拠のアップロード、コントロールセット内の各コントロールについてのコントロー
ルステータスの更新を行うことができます。Audit Manager のロールと許可の詳細については、
「AWS Audit Manager のユーザーペルソナに推奨されるポリシー (p. 278)」を参照してくださ
い。

委任タスク
• 受信した委任リクエストの通知の表示 (p. 88)
• 委任されたコントロールセットとそれに関連する証拠のレビュー (p. 89)
• コントロールへのコメントの追加 (p. 90)
• コントロールを reviewed (レビュー済み) としてマークする (p. 90)
• レビュー済みコントロールセットの監査所有者への送信 (p. 91)

受信した委任リクエストの通知の表示
監査所有者がコントロールセットのレビューについてサポートをリクエストすると、委任されたコント
ロールセットを知らせる通知が届きます。

Tip

また、SNS トピックをサブスクライブして、レビューのためにコントロールセットが委任され
たときに E メールによるアラートを受信することもできます。詳細については、「AWS Audit 
Manager の通知」を参照してください。

通知を表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Notifications] (通知) を選択します。または、画面上部の青いフラッ

シュバーで、[View notification] (通知を表示) を選択して通知ページを開きます。
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3. [Notifications] (通知) ページで、レビューのために自分に委任されたコントロールセットのリストを確
認します。表には、次の情報が含まれます。

• 日付 - コントロールセットが委任された日付。
• 評価 - コントロールセットに関連付けられている評価の名前。
• [Control set] (コントロールセット) – コントロールセットの名前。
• 送信元-コントロールセットの委任元の [Source] (ソース) — コントロールセットの委任元の 1 ユー

ザーまたはロール。
• [Description] (説明) - 監査所有者によって提供された指示。

委任されたコントロールセットとそれに関連する証拠
のレビュー
監査所有者から委任されたコントロールセットをレビューすることで、監査所有者をサポートできます。
これらのコントロールとそれに関連する証拠を調べて、追加のアクションが必要かどうかを判断できま
す。このような追加のアクションには、コンプライアンスを実証するために追加の証拠を手動でアップ
ロードしたり、実行した是正手順の詳細を示すコメントを残したりすることが含まれる場合があります。

コントロールセットをレビューするには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Notifications] (通知) を選択します。または、青いフラッシュバー

で、[View notification] (通知を表示) を選択して通知ページを開きます。
3. [Notifications] (通知) ページで、自分に委任されたコントロールセットのリストが表示されます。レ

ビューするコントロールセットを特定し、関連する評価の名前を選択して、評価の詳細のページを開
きます。

4. 評価の詳細のページの [Controls] (コントロール) タブで、[Control sets] (コントロールセット) の表が
表示されるまで下方向にスクロールします。

5. [Controls grouped by control set] (コントロールセット別にグループ化されたコントロール) の列で、
コントロールセットの名前を展開して、そのコントロールを表示し、コントロールの名前を選択して
コントロールの詳細ページを開きます。

6. (オプション) コントロールのステータスを変更するには、[Update control status] (コントロールのス
テータスを更新) を選択します。レビュー中、ステータスを [Under Review] (レビュー中) としてマー
クできます。

7. [Evidence folders] (証拠フォルダ)、[Data sources] (データソース)、[Comments] (コメント)、および
[Changelog] (変更ログ) タブでコントロールに関する情報を確認します。これらの各タブの詳細とこ
の情報の解釈方法については、「評価のコントロールのレビュー」を参照してください。

コントロールの証拠をレビューするには

1. コントロールの詳細のページから、[Evidence folders] (証拠フォルダ) タブを選択します。
2. [Evidence folders] (証拠フォルダ) の表に移動すると、そのコントロールの証拠を含むフォルダのリス

トが表示されます。これらのフォルダは、証拠が収集された日付に基づいて編成され、名前が付けら
れます。

3. 証拠フォルダの名前を選択して開きます。その後、その日に収集されたすべての証拠の概要を確認で
きます。この概要には、AWS Security Hub、AWS Config、またはその両方から直接報告されたコン
プライアンスチェックに関する問題の総数が含まれます。このページのデータを解釈する方法につい
ては、「証拠フォルダの確認」を参照してください。

4. 証拠フォルダの概要のページから、[Evidence] (証拠) の表に移動します。[Time] (時間) 列で、行項目
を選択して開きます。その後、その時点で収集されている証拠の詳細を確認します。証拠の詳細の
ページのデータを解釈する方法については、「個々の証拠のレビュー」を参照してください。
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Tip

AWS Audit Manager は多数のコントロールについての証拠を自動的に収集しますが、場合によっ
ては、コンプライアンスを実証するために、追加の証拠を提供する必要があることがあります。
このような場合、証拠を手動でアップロードできます。手順については、「手動証拠のアップ
ロード」を参照してください。

コントロールへのコメントの追加
レビューしたコントロールにコメントを追加できます。監査所有者は、これらのコメントを確認できま
す。

コントロールにコメントを追加するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Notifications] (通知) を選択します。または、画面上部の青いフラッ

シュバーの [View notification] (通知を表示) を選択して、通知のページを開きます。
3. [Notifications] (通知) ページで、自分に委任されたコントロールセットのリストを確認します。コメン

トを残すコントロールを含むコントロールセットを見つけて、関連する評価の名前を選択します。
4. [Controls] (コントロール) タブを選択し、[Control sets] (コントロールセット) の表が表示されるまで下

方向にスクロールして、コントロールの名前を選択して開きます。
5. [Comments] (コメント) タブを選択します。
6. [Send comments] (コメントを送信) で、テキストボックスにコメントを入力します。
7. コメントを追加するには、[Submit comment] (コメントを送信) を選択します。その後、このコント

ロールに関する他のコメントとともに、ページの [Previous comments] (以前のコメント) のセクショ
ンにコメントが表示されます。

コントロールを reviewed (レビュー済み) としてマー
クする
コントロールセット内の個々のコントロールのステータスを更新することで、レビューの進行状況を示
すことができます。コントロールステータスの変更はオプションです。しかし、そのコントロールのレ
ビューを完了する際には、各コントロールのステータスを [Reviewed] (レビュー済み) に変更することを
お勧めします。個々のコントロールのステータスにかかわらず、監査所有者にコントロールを送信できま
す。

コントロールを [reviewed] (レビュー済み) としてマークするには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Notifications] (通知) を選択します。または、画面上部の青いフラッ

シュバーの [View notification] (通知を表示) を選択して、通知のページを開きます。
3. [Notifications] (通知) ページで、自分に委任されたコントロールセットのリストを確認します。レ

ビュー済みとしてマークするコントロールセットを見つけて、関連する評価の名前を選択します。
4. 評価の詳細のページの [Controls] (コントロール) タブで、[Control sets] (コントロールセット) の表が

表示されるまで下方向にスクロールします。
5. [Controls grouped by control set] (コントロールセット別にグループ化されたコントロール) の列で、

コントロールセットの名前を展開して、そのコントロールを表示します。コントロールの名前を選択
して、コントロールの詳細のページを開きます。

6. [Update control status] (コントロールのステータスを更新) を選択し、ステータスを [Reviewed] (レ
ビュー済み) に変更します。

7. 表示されるポップアップウィンドウで、[Update control status] (コントロールのステータスを更新) を
選択して、コントロールのレビューが終了したことを確認します。
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レビュー済みコントロールセットの監査所有者への送
信
委任されたコントロールのレビューが完了したら、コントロールセットを監査所有者に送信します。これ
で委任プロセスは完了です。

レビュー済みコントロールセットを監査所有者に送信するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Notifications] (通知) を選択します。
3. 自分に委任されたコントロールセットのリストを確認します。監査所有者に送信するコントロール

セットを見つけて、関連する評価の名前を選択します。
4. [Control sets] (コントロールセット) の表が表示されるまで下方向にスクロールし、監査所有者に送信

するコントロールセットを選択してから、[Submit for review] (レビューのために送信) を選択します。
5. 表示されるポップアップウィンドウで、[Submit for review] (レビューのために送信) を選択する前に、

コメントを追加できます。コントロールを監査所有者に送信すると、監査所有者は残されたコメント
を表示できます。
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評価レポート
評価レポートには、評価のために収集された証拠のうち、選択された証拠の要約が記載されます。また、
各証拠の詳細が記載されたPDFファイルへのリンクも含まれています。評価レポートの具体的な内容、構
成、および命名規則は、レポートの生成時に選択したパラメータによって異なります。

評価レポートは、監査に関連するエビデンスを選択してまとめるのに役立ちます。ただし、エビデンス自
体のコンプライアンスは評価しません。代わりに、Audit Manager は選択した証拠の詳細を出力として提
供するだけで、監査人と共有できます。

評価レポートのフォルダ構造
評価レポートをダウンロードすると、Audit Manager は zip フォルダーを作成します。これには、ネストさ
れたサブフォルダーに評価レポートと関連する証拠ファイルが含まれます。

zip フォルダーは次のように構成されています。

• 評価フォルダー (例:myAssessmentName-a1b2c3d4) — ルートフォルダー。
• 評価レポートフォルダー (例:reportName-a1b2c3d4e5f6g7) — 

AssessmentReportSummary .pdf、digest.txt、README.txt ファイルを保存できるサブフォルダー。
• コントロールフォルダー別のエビデンス (例:controlName-a1b2c3d4e5f6g) — 関連するコント

ロールごとにエビデンスファイルをグループ化するサブフォルダー。
• データソースフォルダー別の証拠 (例:CloudTrail、Security Hub) — データソースタイプ別

に証拠ファイルをグループ化するサブフォルダー。
• 日付別エビデンスフォルダー (例:2022-07-01) — エビデンスファイルをエビデンス収集日別

にグループ化するサブフォルダー。
• 証拠ファイル — 個々の証拠に関する詳細を含むファイル。

評価レポートの使用方法
まず、zip フォルダーを開き、1 レベル下の評価レポートフォルダーに移動します。ここでは、評価レポー
トの PDF と README.txt ファイルを参照できます。

README.txt ファイルを確認すると、zip フォルダーの構造と内容を理解できます。また、各ファイルの命
名規則に関する参考情報も提供します。この情報は、特定のアイテムを探している場合にサブフォルダー
またはエビデンスファイルに直接移動するのに役立ちます。

それ以外の場合は、エビデンスを参照して必要な情報を見つけるには、評価レポートの PDF を開きます。
これにより、レポートの生成元である概要と、レポートの生成元である評価の概要が表示されます。

次に、目次 (TOC) を使用して、レポートを確認します。目次内の任意のハイパーリンクコントロールを選
択すると、そのコントロールの概要に直接ジャンプできます。

コントロールの詳細をレビューする準備ができたら、ハイパーリンクが設定された証拠名を選択してレ
ビューできます。自動証拠については、ハイパーリンクをクリックすると、その証拠に関する詳細が記載
された新しい PDF ファイルが開きます。手動証拠については、ハイパーリンクをクリックすると、その証
拠を含む S3 バケットに移動します。
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Tip

コントロールと証拠を参照する際、各ページ上部のパンくずナビゲーションには、評価レポート
における現在の場所が表示されます。ハイパーリンクが設定された TOC を選択して、いつでも 
TOC に戻ることができます。

評価レポートのセクション
評価レポートの各セクションの詳細については、次の情報を参考にしてください。

Note

次のセクションのデータ横にハイフン (-) が表示されている場合は、その属性の値が null である
か、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

• カバーページ (p. 93)
• 概要ページ (p. 93)
• 目次 (p. 94)
• コントロールのページ (p. 94)
• 証拠の概要ページ (p. 95)
• 証拠の詳細ページ (p. 96)

カバーページ
カバーページには、評価レポートの名前が含まれています。また、レポートが生成された日時と、レポー
トを生成したユーザーのアカウント ID も表示されます。

表紙は次のようにフォーマットされています。Audit Manager は、###########################。

Assessment report name
Report generated on MM/DD/YYYY at HH:MM:SS AM/PM UCT by AccountID

概要ページ
概要ページは、レポート自体の概要と、レポートの対象である評価の概要の 2 つのパートで構成されま
す。

レポートの概要
このセクションでは、評価レポートを要約します。

• レポート名 — レポートの名前。
• 説明 — 監査担当者がレポートを生成する際に入力する説明。
• [Date generated] (生成日) – レポートが生成された日付。時刻は、協定世界時 (UTC) で表されます。
• 含まれる統制の総数 — レポートに含まれ、証拠を収集した統制の数。評価におけるコントロールの総数

のサブセットです。
• AWS アカウントincluded —AWS アカウント その数はレポートに含まれており、証拠を収集していま

す。これは、AWS アカウント評価に含まれる総数のサブセットです。
• [Assessment report selection] (評価レポートの選択) – レポートに含めるために選択された証拠項目の

数。これには、レポート内のコンプライアンスチェックに関する問題の総数が含まれます。
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評価の概要
このセクションでは、レポートに関連する評価を要約します。

• [Assessment name] (評価名) – レポートの生成元の評価の名前。
• ステータス — レポートが生成された時点での評価のステータス。
• 評価地域 — 評価が作成された地域。AWS リージョン
• AWS アカウント範囲内 —AWS アカウント 評価の範囲内に含まれる。
• AWS のサービス範囲内 —AWS のサービス 評価の範囲内に含まれる。
• [Framework name] (フレームワーク名) – 評価が作成されたフレームワークの名前。
• 監査責任者 — 評価の監査責任者のユーザーまたは役割。
• [Last updated] (最終更新日) – 評価が最後に更新された日付。時間は UTC 表記です。

目次
目次には、評価レポートのすべてのコンテンツが表示されます。コンテンツは、評価に含まれるコント
ロールセットに基づいてグループ化および編成されます。コントロールは、それぞれのコントロールセッ
トの下にリストされます。

目次で任意の項目を選択すると、レポートのそのセクションに直接移動できます。コントロールセット、
または個々のコントロールのいずれでも選択可能です。

コントロールのページ
コントロールのページは、コントロール自体の概要と、コントロールについて収集された証拠の概要の 2 
つのパートで構成されます。

コントロールの概要
このセクションでは、次の情報を紹介します。

• [Control name] (コントロール名) – コントロールの名前。
• 説明 — コントロールの説明。
• [Control set] (コントロールセット) – コントロールが属するコントロールセットの名前。
• [Testing information] (テスト情報) – このコントロールについて推奨されるテスト手順。
• アクションプラン — コントロールが満たされていない場合に実行する推奨アクション。
• [Assessment report selection] (評価レポートの選択) – 評価レポート内のこのコントロールに関連する証

拠項目の数。これには、このコントロールの証拠について発見されたコンプライアンスチェックに関す
る問題の数も含まれます。

収集された証拠
このセクションには、統制のために収集された証拠が表示されます。証拠はフォルダーごとにグループ化
され、証拠収集日ごとに整理され、名前が付けられます。各エビデンスフォルダ名の横には、そのフォル
ダのコンプライアンスチェック問題の総数が表示されます。

各証拠フォルダ名の下には、ハイパーリンクが設定された証拠名のリストが表示されます。

• 自動エビデンス名は、エビデンス収集のタイムスタンプで始まり、その後にサービスコード、イベント
名 (最大 20 文字)、アカウント ID、12 文字の一意の ID が続きます。
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例: 21-30-24_IAM_CreateUser_111122223333_a1b2c3d4e5f6

自動証拠については、ハイパーリンクが設定された名前をクリックすると、概要と詳細が記載された新
しい PDF ファイルが開きます。

• 手動による証拠名は、証拠アップロードのタイムスタンプで始まり、manualその後にラベル、アカウン
ト ID、12 文字の固有の ID が続きます。また、ファイル名の最初の 10 文字とファイル拡張子 (最大 10 
文字) も含まれます。

例: 00-00-00_manual_111122223333_a1b2c3d4e5f6_myimage.png

手動証拠については、ハイパーリンクが設定された名前をクリックすると、その証拠を含む S3 バケッ
トに移動します。

証拠名の横には、その項目のコンプライアンスチェックの結果が表示されます。

• AWS Security Hubまたはから収集された自動エビデンスについてはAWS Config、準拠、非準拠、また
は決定的でない結果が報告されます。

• AWS CloudTrailおよび API 呼び出しから収集された自動エビデンス、およびすべての手動エビデンスに
ついては、「不確定」という結果が表示されます。

証拠の概要ページ
証拠の概要ページには、次の情報が含まれています。

• ID — 証拠の一意の識別子。
• 収集日 — 証拠が作成またはアップロードされた日付。
• 説明 — アカウント ID やデータソースタイプを含む証拠の説明。
• [Assessment name] (評価名) – レポートの生成元の評価の名前。
• [Framework name] (フレームワーク名) – 評価が作成されたフレームワークの名前。
• [Control name] (コントロール名) – 証拠がサポートするコントロールの名前。
• [Control set name] (コントロールセット名) – 関連するコントロールが属するコントロールセットの名

前。
• [Control description] (コントロールの説明) – 証拠がサポートするコントロールの説明。
• [Testing information] (テスト情報) – コントロールについて推奨されるテスト手順。
• [Action plan] (アクションプラン) – コントロールの要件が満たされない場合に実行することが推奨される

アクション。
• AWS リージョン— 証拠に関連する地域の名前。
• [IAM ID] — 証拠に関連付けられているユーザーまたはロールの ARN。
• AWS アカウント—AWS アカウント 証拠に関連するID。
• AWS のサービス—AWS のサービス 証拠に関連するものの名前。
• [Resources included] (含まれるリソース) – 証拠を生成するために評価された AWS リソース。からのコ

ンプライアンスチェックの証拠には、この属性は該当しませんAWS Config。この証拠タイプについて
は、証拠 PDF の 証拠の詳細ページ (p. 96) ですべてのリソースが表に記載されているのを確認でき
ます。

• [Event name] (イベント名) – 証拠イベントの名前。
• イベント時間 – 証拠イベントが発生した時刻。
• データソース — 証拠が収集またはアップロードされた場所。データソースタイプはAWS 

Config、Security Hub、AWS API コール CloudTrail、手動のいずれかです。
• タイプ別の証拠 — 証拠のカテゴリ

• コンプライアンスチェックの証拠は、AWS ConfigまたはSecurity Hub から収集されます。
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• [User activity] (ユーザーアクティビティ) の証拠は CloudTrail ログから収集されます。
• 構成データの証拠は、AWS のサービス他のスナップショットから収集されます。
• [Manual] (手動) の証拠は、手動でアップロードした証拠です。

• コンプライアンスチェックステータス — コンプライアンスチェックカテゴリに該当するエビデンスの評
価ステータス。
• AWS Security Hubまたはから収集された自動エビデンスについてはAWS Config、準拠、非準拠、ま

たは決定的でない結果が報告されます。
• AWS CloudTrailおよび API 呼び出しから収集された自動エビデンス、およびすべての手動エビデンス

については、「不確定」という結果が表示されます。

証拠の詳細ページ
証拠の詳細ページには、証拠の名前と証拠の詳細の表が表示されます。この表では、証拠の各要素の詳細
な内訳を確認して、データを理解し、それが正しいことを検証できます。証拠の詳細ページの内容は、証
拠のデータソースによって異なります。

Tip

証拠の詳細を参照する際、各ページ上部のパンくずナビゲーションには、現在の場所が表示され
ます。[証拠の概要] を選択して、いつでも証拠の概要に戻ることができます。

評価レポートの整合性チェック
評価レポートを生成すると、Audit Manager は、というレポートファイルのチェックサムを生成しま
すdigest.txt。このファイルを使用してレポートの完全性を検証し、レポートの作成後に証拠が変更さ
れていないことを確認できます。これには、レポートアーカイブの一部が変更されると無効になる署名と
ハッシュを含む JSON オブジェクトが含まれています。

評価レポートの整合性を検証するには、Audit Manager によって提供される
ValidateAssessmentReportIntegrityAPI を使用します。

評価レポートのトラブルシューティング
よくある質問や問題への回答については、このガイドの「トラブルシューティング」セクションの「評価
レポートの問題のトラブルシューティング」を参照してください。

評価レポートの宛先
評価レポートを生成すると、Audit Manager は、任意の S3 バケットにレポートを発行します。この S3 バ
ケットを、評価レポートの宛先と呼びます。最初に評価を作成するときに、評価レポートの任意の宛先を
指定できます。詳細設定を更新する方法については、このガイドの「評価レポートの宛先」を参照してく
ださい。

設定のヒント
評価レポートを正常に発行するために、評価レポートの宛先について次の設定を確認することをお勧めし
ます。

AWS リージョン
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カスタマーマネージドキー (提供する場合) は、評価のリージョンと一致する必要があります。AWS リー
ジョンデータ暗号化に使用される KMS キーを設定する方法については、「AWS Audit Manager設定」を
参照してください。サポートされている Audit Manager リージョンのリストについては、Amazon Web 
Services 全般のリファレンスの「AWS Audit Managerエンドポイントとクォータ」を参照してください。

S3 バケットの暗号化

評価レポートの宛先に SSE-KMS を使用したサーバー側の暗号化 (SSE) を必要とするバケットポリシーが
ある場合、そのバケットポリシーで使用される KMS キーは、Audit Manager データ暗号化の設定で構成
した KMS キーと一致する必要があります。Audit Manager の設定で KMS キーを設定しておらず、評価レ
ポートの宛先バケットポリシーで SSE が必要な場合は、バケットポリシーで SSE-S3 が許可されている
ようにしてください。評価レポートの宛先とデータ暗号化に使用される KMS キーを設定する方法につい
ては、「AWS Audit Manager 設定」を参照してください。

Note

Audit Manager のデータ暗号化の設定を変更した場合、これらの変更は、今後作成する新しい評
価に適用されます。ここで言う新しい評価には、新しい評価から作成する評価レポートが含まれ
ます。
この変更は、暗号化の設定を変更する前に作成した既存の評価には適用されません。ここで言う
既存の評価には、既存の評価レポートに加え、既存の評価から作成する新しい評価レポートも含
まれます。既存の評価 (およびそれらのすべての評価レポート) は、引き続き古い KMS キーを使
用します。評価レポートを生成する IAM アイデンティティに、古い KMS キーを使用するための
許可が付与されていない場合は、キーポリシーレベルで許可を付与できます。手順については、
『AWS Key Management Service開発者ガイド』の「他のアカウントのユーザーに KMS キーの
使用を許可する」を参照してください。

考慮すべきその他の問題
クロスアカウント S3 バケット

Note

クロスアカウント S3 バケットを評価レポートの宛先として使用することは、Audit Manager コ
ンソールではサポートされていません。AWS CLIまたはいずれかのAWS SDK を使用して、評価
レポートの宛先としてクロスアカウントバケットを指定することは可能ですが、簡単にするため
に、これはお勧めしません。評価レポートの宛先としてクロスアカウント S3 バケットを使用す
ることを選択する場合は、次の点を考慮してください。

• デフォルトでは、評価レポートなどの S3 オブジェクトは、オブジェクトをアップロードするによって
所有されます。AWS アカウント[S3 Object Ownership] (S3 オブジェクト所有権) の設定を使用して、こ
のデフォルトの動作を変更し、bucket-owner-full-control 既定 Access Control List (ACL) を持つ
アカウントによって書き込まれた新しいオブジェクトが自動的にバケット所有者によって所有されるよ
うにすることができます。

必須ではありませんが、クロスアカウントバケットの設定に次の変更を加えることをお勧めします。こ
れらの変更を加えることで、バケット所有者は、バケットに発行する評価レポートを完全に制御できる
ようになります。
• S3 バケットのオブジェクト所有権を、デフォルトのオブジェクトライターではなく、優先バケット所

有者に設定する
• バケットポリシーを追加して、そのバケットにアップロードされたオブジェクトに bucket-owner-
full-control ACL が含まれるようにする

• Audit Manager がクロスアカウント S3 バケットでレポートを発行できるようにするには、次の S3 バ
ケットポリシーを評価レポートの宛先に追加する必要があります。########を自分の情報に置き換え
ます。このポリシーの Principal 要素は、評価を所有し、評価レポートを作成するユーザーまたは
ロールです。Resource は、レポートが発行されるクロスアカウント S3 バケットを指定します。
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
      { 
          "Sid": "Allow cross account assessment report publishing", 
          "Effect": "Allow", 
          "Principal": { 
              "AWS": "arn:aws:iam::AssessmentOwnerAccountId:user/AssessmentOwnerUserName" 
          }, 
          "Action": [ 
              "s3:ListBucket", 
              "s3:PutObject", 
              "s3:GetObject", 
              "s3:GetBucketLocation", 
              "s3:PutObjectAcl", 
              "s3:DeleteObject" 
          ], 
          "Resource": [ 
              "arn:aws:s3:::cross-account-bucket", 
              "arn:aws:s3:::cross-account-bucket/*" 
          ] 
      } 
  ]
}
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フレームワークのライブラリ
AWS Audit Manager のフレームワークライブラリからフレームワークにアクセスして管理できます。

フレームワークは、一定の期間にわたって環境でテストされるコントロールを決定します。これは、特定
のコンプライアンス標準または規制について、コントロールとそのデータソースマッピングを定義しま
す。また、Audit Manager 評価を構築および自動化するためにも使用されます。フレームワークを開始点
として使用して、AWS のサービス使用状況を監査し、証拠収集の自動化を開始できます。

フレームワークライブラリには、標準フレームワークとカスタムフレームワークの両方のカタログが含ま
れています。

• 標準フレームワークは、AWS以下を提供するビルド済みのフレームワークです。これらのフレームワー
クは、さまざまなコンプライアンス標準および規制の AWS ベストプラクティスに基づいています。こ
れらには、GDPR および HIPAA が含まれます。標準フレームワークには、フレームワークがサポート
するコンプライアンス標準または規制に基づくコントロールセットに編成されたコントロールが含まれ
ます。

標準フレームワークの内容を表示することはできますが、編集または削除することはできません。ただ
し、特定の要件を満たすために、任意の標準フレームワークをカスタマイズして新しいフレームワーク
を作成できます。

• カスタムフレームワークは、ユーザーが所有するカスタマイズされたフレームワークです。カスタムフ
レームワークは、最初から作成することも、既存のフレームワークをカスタマイズすることによって作
成することもできます。カスタムフレームワークを使用して、特定の要件を満たす方法でコントロール
をコントロールセットに編成できます。コントロールの管理方法の詳細については、「コントロールラ
イブラリ (p. 188)」を参照してください。

標準フレームワークまたはカスタムフレームワークから評価を作成できます。評価を作成および管理する
方法については、「」を参照してくださいAWS Audit Manager の評価 (p. 61)。

Note

AWS Audit Manager は、特定のコンプライアンス標準および規制へのコンプライアンスの検証に
関連する証拠の収集をサポートします。ただし、コンプライアンス自体を評価するものではあり
ません。したがって、AWS Audit Manager を通じて収集された証拠には、監査に必要な AWS の
使用に関するすべての情報が含まれていない場合があります。AWS Audit Manager は、弁護士や
コンプライアンスのエキスパートに代わるものではありません。

このセクションでは、Audit Manager でカスタムフレームワークを作成および管理する方法について説明
します。

トピック
• AWS Audit Manager で使用可能なフレームワークへのアクセス (p. 100)
• フレームワークの詳細の表示 (p. 100)
• カスタムフレームワークの作成 (p. 103)
• カスタムフレームワークの編集 (p. 106)
• カスタムフレームワークの削除 (p. 108)
• カスタムフレームワークの共有 (p. 109)
• AWS Audit Manager でサポートされるフレームワーク (p. 121)
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AWS Audit Manager で使用可能なフレームワーク
へのアクセス

使用可能なすべてのフレームワークは、Audit Manager コンソールのフレームワークライブラリページで
確認できます。ここから、フレームワークから評価を作成したり、カスタムフレームワークを作成した
り、既存のフレームワークをカスタマイズしたりすることもできます。

Audit Manager API またはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、使用可能なすべてのフ
レームワークを表示することもできます。

Audit Manager console

使用可能なフレームワーク (コンソール)

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きま
す。

2. 左側のナビゲーションペインで、[Framework library] (フレームワークライブラリ) を選択しま
す。

3. [Standard frameworks] (標準フレームワーク) のタブまたは [Custom frameworks] (カスタムフレー
ムワーク) のタブを選択して、使用可能な標準フレームワークおよびカスタムフレームワークを参
照します。

4. そのフレームワークの詳細を表示するには、フレームワーク名を選択します。

AWS CLI

使用可能なフレームワークを表示するには (AWS CLI)

Audit Manager でフレームワークを表示するには、list-assessment-frameworksコマンドを使用してを
指定します--framework-type。いずれにしても、標準フレームワークのリストを取得できます。ま
たは、カスタムフレームワークのリストを取得できます。

aws auditmanager list-assessment-frameworks --framework-type Standard

aws auditmanager list-assessment-frameworks --framework-type Custom

Audit Manager API

利用可能なフレームワーク (API) を表示するには

ListAssessmentFrameworksオペレーションを使用して、FrameworkType を指定します。どちらにし
ても、標準フレームワークのリストを返すことができます。または、カスタムフレームワークのリス
トを返すこともできます。

詳細については、前述のリンクのいずれかを選択して、AWS Audit ManagerAPI リファレンスをご覧
ください。これには、言語固有のAWS SDKListAssessmentFrameworks のいずれかで操作とパラ
メーターを使用する方法に関する情報が含まれます。

フレームワークの詳細の表示
Audit Manager コンソール、Audit Manager API、またはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用
してフレームワークの詳細を確認できます。
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Audit Manager console

フレームワークの詳細を表示するには (コンソール)

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きま
す。

2. 左側のナビゲーションペインで、[Framework library] (フレームワークライブラリ) を選択して、
使用可能なフレームワークのリストを表示します。

3. 「標準フレームワーク」タブまたは「カスタムフレームワーク」タブを選択して、使用可能なフ
レームワークを参照してください。

4. フレームワークを開くには、その名前を選択します。

フレームワークを開くと、[Framework details] (フレームワークの詳細) のページが表示されます。こ
のページのセクションとその内容は次のとおりです。

フレームワークの詳細セクション

このセクションでは、フレームワークの概要を示します。次の情報が含まれています。
• [Framework name] (フレームワーク名) – フレームワークの名前。
• Compliance type (コンプライアンスの種類) — フレームワークがサポートするコンプライアン

ス標準または規制。
• [Description] (説明) – フレームワークの説明 (フレームワークが提供されている場合)。
• フレームワークタイプ — フレームワークが標準フレームワークかカスタムフレームワークかを

指定します。
• [Control sets] (コントロールセット) – フレームワークに関連付けられているコントロールセッ

トの数。
• [Controls] (コントロール) – フレームワーク内のコントロールの総数。
• 統制ソース — Audit Manager が証拠を収集する統制データソースの数。
• [Tags] (タグ) – フレームワークに関連付けられているタグ。

カスタムフレームワークを表示している場合は、次の詳細も表示されます。
• [Created by] (作成者) – カスタムフレームワークを作成したアカウント。
• [Date created] (作成日) – カスタムフレームワークが作成された日付。
• [Last updated] (最終更新日) – このフレームワークが最後に編集された日付。

[Controls] (コントロール) タブ

このタブには、フレームワーク内のコントロールがコントロールセットごとにグループ化されて
一覧表示されます。次の情報が含まれています。
• コントロールセットごとにグループ化されたコントロール — ツリービューアイコンを選択する

と、各コントロールセットに属するコントロールが表示されます。
• タイプ — コントロールが標準コントロールかカスタムコントロールかを指定します。
• データソース — Audit Manager がその統制の証拠を収集するデータソースを指定します。

[Tags] (タグ) タブ

このタブには、フレームワークに関連付けられているタグのリストが表示されます。次の情報が
含まれています。
• キー — タグキー (たとえば、コンプライアンス標準、規制、またはカテゴリ)。
• 値 — タグ値。
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AWS CLI

フレームワークの詳細を表示するには (AWS CLI)

1. 確認するフレームワークを特定するには、list-assessment-frameworksコマンドを実行してを指定
します--framework-type。いずれにしても、標準フレームワークのリストを取得できます。ま
たは、カスタムフレームワークのリストを取得できます。

次の例では、Custom#######################Standard。

 aws auditmanager list-assessment-frameworks --framework-type Custom/Standard

レスポンスはフレームワークのリストを返します。確認するフレームワークを見つけ、フレーム
ワーク ID と Amazon リソースネーム (ARN) を書き留めてください。

2. フレームワークの詳細を取得するには、get-assessment-frameworkコマンドを実行してを指定し
ます--framework-id。

次の例では、########################。

aws auditmanager get-assessment-framework --framework-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-
EXAMPLE11111

フレームワークの詳細は JSON 形式で返されます。このデータを理解するには、AWS CLIコマン
ドリファレンスの「get-assessment-framework 出力」を参照してください。

3. フレームワークのタグを表示するには、list-tags-for-resource--resource-arnコマンドを使用し
てフレームワークのを指定します。

次の例では、########################。

aws auditmanager list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:auditmanager:us-
east-1:111122223333:assessmentFramework/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111

Audit Manager のタグの詳細については、「AWS Audit Managerリソースのタグ付け」を参照し
てください。

Audit Manager API

フレームワークの詳細 (API) を表示するには

1. レビューするフレームワークを特定するには、ListAssessmentFrameworksオペレーションを使用
して FrameworkType を指定します。どちらにしても、標準フレームワークのリストを返すこと
ができます。または、カスタムフレームワークのリストを返すこともできます。

応答から確認するフレームワークを見つけ、フレームワーク ID と Amazon リソースネーム 
(ARN) を書き留めます。

2. フレームワークの詳細を取得するには、GetAssessmentFrameworkオペレーションを使用してく
ださい。リクエストでは、ステップ 1 で取得した FrameworkID を指定します。

フレームワークの詳細は JSON 形式で返されます。このデータを理解するには、AWS Audit 
ManagerAPI リファレンスの「GetAssessmentFramework レスポンス要素」を参照してくださ
い。

3. フレームワークのタグを確認するには、ListTagsForResourceオペレーションを使用してくださ
い。リクエストでは、ステップ 1 で取得したフレームワーク resourceArn を指定します。
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Audit Manager のタグの詳細については、「AWS Audit Managerリソースのタグ付け」を参照してく
ださい。

これらの API オペレーションの詳細については、前述のリンクのいずれかを選択して AWS Audit 
ManagerAPI リファレンスをご覧ください。これには、言語固有のAWS SDK のいずれかでこれらの
操作とパラメーターを使用する方法に関する情報が含まれます。

カスタムフレームワークの作成
AWS Audit Manager のフレームワークライブラリからフレームワークにアクセスして管理できます。カス
タムフレームワークを作成して、特定の要件を満たす方法でコントロールをコントロールセットに編成で
きます。

カスタムフレームワークを作成する方法は 2 つあります。既存のフレームワークをカスタマイズすること
も、新しいフレームワークを最初から作成することもできます。

トピック
• 新しいカスタムフレームワークを最初から作成する (p. 103)
• 既存のフレームワークのカスタマイズ (p. 105)

新しいカスタムフレームワークを最初から作成する
AWS Audit Manager でカスタムフレームワークを使用して、特定の要件を満たす方法でコントロールを
コントロールセットに編成できます。次の手順に従って、フレームワークライブラリに新しいカスタムフ
レームワークを最初から作成できます。

トピック
• ステップ 1: フレームワークの詳細を指定する (p. 103)
• ステップ 2: コントロールセットのコントロールを指定する (p. 104)
• ステップ 3: フレームワークを確認して作成する (p. 104)
• 次のステップ (p. 104)

ステップ 1: フレームワークの詳細を指定する
カスタムフレームワークに含めるコントロールを指定することから始めます。

フレームワークの詳細を指定するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Framework library] (フレームワークライブラリ) を選択し、[Create 

custom framework] (カスタムフレームワークを作成) を選択します。
3. [Framework detail] (フレームワークの詳細) で、名前、コンプライアンス標準または規制 (オプショ

ン)、およびフレームワークの説明 (これもオプションです) を入力します。PCI_DSS や GDPR などの
コンプライアンス標準または規制キーワードを入力すると、このキーワードを使用してフレームワー
クを検索できます。

4. [Tags] (タグ) で、[Add new tag] (新しいタグを追加) を選択して、タグをフレームワークに関連付けま
す。タグごとにキーと値を指定できます。タグキーは必須です。フレームワークライブラリでこのフ
レームワークを検索する際の検索条件として使用できます。AWS Audit Manager のタグの詳細につい
ては、「AWS Audit Manager リソースのタグ付け (p. 318)」を参照してください。

5. [Next] (次へ) を選択します。
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ステップ 2: コントロールセットのコントロールを指定する
次に、フレームワークに追加するコントロールと、それらを整理する方法を指定します。フレームワーク
にコントロールセットを追加することから始めて、それからコントロールセットにコントロールを追加し
ます。

Note

AWS Audit Manager コンソールを使用してカスタムフレームワークを作成する場合、各フレーム
ワークについて最大 10 個のコントロールセットを追加できます。
Audit Manager API を使用してカスタムフレームワークを作成する場合は、10 を超えるコント
ロールセットを作成できます。コンソールで現在許可されているよりも多くのコントロールセッ
トを追加するには、Audit Manager の CreateAssessmentFrameworkAPI を使用します。

コントロールセットのコントロールを指定するには

1. [Control set name] (コントロールセット名) で、コントロールセットの名前を入力します。
2. [Add a new control to the control set] (コントロールセットに新しいコントロールを追加) の [Select 

control type] (コントロールタイプを選択) で、ドロップダウンリストを使用して、[Standard controls]
(標準コントロール) または [Custom controls] (カスタムコントロール) の 2 つのコントロールタイプの
いずれかを選択します。標準コントロールは Audit Manager によって提供されるものであり、カスタ
ムコントロールはユーザーが作成するものです。

3. 前のステップで選択したオプションに基づいて、標準コントロールまたはカスタムコントロールのリ
ストが表示されます。コントロール名、コンプライアンス、またはタグを入力してリストを参照した
り、検索したりできます。1 つ以上のコントロールを選択し、[Add to control set] (コントロールセッ
トに追加) を選択して、それらをコントロールセットに追加します。

4. 表示されるポップアップウィンドウで、[Add to control set] (コントロールセットに追加) を選択して、
追加内容を確認します。

5. [Review the selected controls in the control set] (コントロールセットで選択したコントロールを確認) 
で、[Selected controls] (選択したコントロール) のリストに表示されるコントロールを確認します。コ
ントロールセットにコントロールを追加するには、ステップ 2〜4 を繰り返します。1 つまたは複数の
コントロールを選択して、[Remove control] (コントロールを削除) を選択すると、コントロールセッ
トから不要なコントロールを削除できます。

6. フレームワークに新しいコントロールセットを追加するには、ページの下部にある [Add control set]
(コントロールセットを追加) を選択します。[Remove control set] (コントロールセットを削除) を選択
して、不要なコントロールセットを削除できます。

7. コントロールセットとコントロールの追加が完了したら、[Next] (次へ) を選択します。

ステップ 3: フレームワークを確認して作成する
フレームワークに関する情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[Edit] (編集) を選択し
ます。

完了したら、[Create custom framework] (カスタムフレームワークを作成) を選択します。

次のステップ
新しいカスタムフレームワークを作成したら、フレームワークから評価を作成できます。詳細について
は、「評価の作成 (p. 61)」を参照してください。

既存のフレームワークを使用してカスタムフレームワークを作成することもできます。詳細については、
「既存のフレームワークのカスタマイズ (p. 105)」を参照してください。

カスタムフレームワークを編集する方法については、「カスタムフレームワークの編集 (p. 106)」を参照
してください。
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既存のフレームワークのカスタマイズ
AWS Audit Manager でカスタムフレームワークを使用して、特定の要件を満たす方法でコントロールをコ
ントロールセットに編成できます。カスタムフレームワークを最初から作成する代わりに、既存のフレー
ムワークを開始点として使用し、カスタマイズすることができます。これを行うと、既存のフレームワー
クはフレームワークライブラリに残り、カスタマイズされた設定で新しいカスタムフレームワークが作成
されます。

既存のフレームワークを選択してカスタマイズできます。標準フレームワークまたはカスタムフレーム
ワークのいずれかとすることができます。

フレームワークライブラリの「カスタムフレームワークの作成」ドロップダウンリストから、「既存のフ
レームワークをカスタマイズ」を選択します。フレームワークをカスタマイズするには、次の手順を実行
します。

トピック
• ステップ 1: フレームワークの詳細を指定する (p. 105)
• ステップ 2: コントロールセットに追加するコントロールを指定する (p. 105)
• ステップ 3: フレームワークを確認して作成する (p. 106)
• 次のステップ (p. 106)

ステップ 1: フレームワークの詳細を指定する
タグを除くすべてのフレームワークの詳細は、元のフレームワークから引き継がれます。必要に応じて、
これらの詳細を確認して変更します。

フレームワークの詳細を指定するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Framework library] (フレームワークライブラリ) を選択します。
3. カスタマイズするフレームワークを選択し、[Create custom framework] (カスタムフレームワークを作

成) のドロップダウンリストから、[Customize existing framework] (既存のフレームワークをカスタマ
イズ) を選択します。

4. 表示されるポップアップウィンドウで、新しいカスタムフレームワークの名前を入力し、[カスタマイ
ズ] を選択します。

5. [Framework detail] (フレームワークの詳細) で、フレームワークの名前、コンプライアンスタイプ、お
よび説明を確認し、必要に応じて変更します。コンプライアンスタイプは、フレームワークに関連付
けられているコンプライアンス標準または規制を示すものである必要があります。このキーワードを
使用して、フレームワークを検索できます。

6. [Tags] (タグ) で、[Add new tag] (新しいタグを追加) を選択して、タグをフレームワークに関連付けま
す。タグごとにキーと値を指定できます。タグキーは必須であり、フレームワークライブラリでこの
フレームワークを検索する際の検索条件として使用できます。AWS Audit Manager のタグの詳細につ
いては、「AWS Audit Manager リソースのタグ付け (p. 318)」を参照してください。

7. [Next] (次へ) を選択します。

ステップ 2: コントロールセットに追加するコントロールを指定
する
コントロールセットは、元のフレームワークから引き継がれます。必要に応じて、コントロールを追加す
るか、既存のコントロールを削除して、現在の設定をカスタマイズします。
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Note

AWS Audit Manager コンソールを使用してフレームワークをカスタマイズする場合、各フレーム
ワークについて最大 10 個のコントロールセットを追加できます。
Audit Manager API を使用してカスタムフレームワークを作成する場合は、10 を超えるコント
ロールセットを追加できます。コンソールで現在許可されているよりも多くのコントロールセッ
トを追加するには、Audit Manager の CreateAssessmentFrameworkAPI を使用します。

コントロールセットのコントロールを指定するには

1. [Control set name] (コントロールセット名) で、必要に応じてコントロールセットの名前をカスタマイ
ズします。

2. [Add a new control to the control set] (コントロールセットに新しいコントロールを追加) で、ドロップ
ダウンリストを使用して新しいコントロールを追加し、[Standard controls] (標準コントロール) または
[Custom controls] (カスタムコントロール) の 2 つのコントロールタイプのいずれかを選択します。

3. 前のステップで選択したオプションに基づいて、標準コントロールまたはカスタムコントロールのリ
ストが表示されます。このリストを参照するか、コントロール名、コンプライアンス、またはタグを
入力して検索し、追加するコントロールを見つけることができます。1 つ以上のコントロールを選択
し、[Add to control set] (コントロールセットに追加) を選択して、このコントロールセットに追加しま
す。

4. 表示されるポップアップウィンドウで、[Add to control set] (コントロールセットに追加) を選択して、
追加内容を確認します。

5. [Review the selected controls in the control set] (コントロールセットで選択したコントロールを確認) 
で、[Selected controls] (選択したコントロール) のリストに表示されるコントロールを確認します。コ
ントロールセットにコントロールを追加するには、ステップ 2〜4 を繰り返します。1 つまたは複数の
コントロールを選択して、[Remove control] (コントロールを削除) を選択すると、コントロールセッ
トから不要なコントロールを削除できます。

6. フレームワークに新しいコントロールセットを追加するには、ページの下部にある [Add control set]
(コントロールセットを追加) を選択します。[Remove control set] (コントロールセットを削除) を選択
して、不要なコントロールセットを削除できます。

7. コントロールセットとコントロールの追加が完了したら、[Next] (次へ) を選択します。

ステップ 3: フレームワークを確認して作成する
フレームワークに関する情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[Edit] (編集) を選択し
ます。

完了したら、[Create custom framework] (カスタムフレームワークを作成) を選択します。

次のステップ
新しいカスタムフレームワークを作成したら、フレームワークから評価を作成できます。詳細について
は、「評価の作成 (p. 61)」を参照してください。

カスタムフレームワークを編集する方法については、「カスタムフレームワークの編集 (p. 106)」を参照
してください。

カスタムフレームワークの編集
AWS Audit Manager でカスタムフレームワークを使用して、特定のニーズを満たすためにコントロールを
コントロールセットに編成できます。次の手順に従って、フレームワークライブラリを使用して、カスタ
ムフレームワークを検索および編集できます。
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トピック
• ステップ 1: フレームワークの詳細を編集する (p. 107)
• ステップ 2: コントロールセットのコントロールを編集する (p. 107)
• ステップ 3。フレームワークを確認および更新する (p. 108)

ステップ 1: フレームワークの詳細を編集する
既存のフレームワークの詳細を確認して編集することから始めます。

フレームワークの詳細を編集するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、「フレームワークライブラリ」を選択し、次に「カスタムフレーム

ワーク」タブを選択します。
3. 編集するフレームワークを選択し、[アクション] を選択し、[編集] を選択します。

• または、カスタムフレームワークを開いて、評価概要ページの右上にある [アクション]、[編集]
を選択することもできます。

4. [Framework detail] (フレームワークの詳細) で、フレームワークの名前、コンプライアンスタイプ、お
よび説明を確認し、必要な変更を加えます。

5. [Next] (次へ) を選択します。

Tip

フレームワークのタグを編集するには、フレームワークを開いてフレームワークのタグタブを選
択します。そこで、フレームワークに関連付けられているタグを表示および編集できます。

ステップ 2: コントロールセットのコントロールを編
集する
次に、フレームワークのコントロールとコントロールセットを確認して編集します。

Note

AWS Audit Manager コンソールを使用してカスタムフレームワークを編集する場合、各フレーム
ワークについて最大 10 個のコントロールセットを追加できます。
Audit Manager API を使用してカスタムフレームワークを編集する場合は、10 を超えるコント
ロールセットを追加できます。コンソールで現在許可されているよりも多くのコントロールセッ
トを追加するには、Audit Manager の UpdateAssessmentFrameworkAPI を使用します。

コントロールを編集するには

1. [Control set name] (コントロールセット名) で、必要に応じてコントロールセットの名前を確認および
編集します。

2. [Add a new control to the control set] (コントロールセットに新しいコントロールを追加) で、コント
ロールを追加できます。ドロップダウンリストを使用して、[Standard controls] (標準コントロール) ま
たは [Custom controls] (カスタムコントロール) の 2 つのコントロールタイプのいずれかを選択しま
す。

3. 前のステップで選択したオプションに基づいて、標準コントロールまたはカスタムコントロールの表
のリストが表示されます。コントロールセットのリストを閲覧することができます。または、コン
トロール名、データソース、またはタグを入力して、追加するコントロールを見つけることができま
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す。1 つ以上のコントロールを選択し、[Add to control set] (コントロールセットに追加) を選択して、
このコントロールセットに追加します。

4. 表示されるポップアップウィンドウで、[Add to control set] (コントロールセットに追加) を選択して、
追加内容を確認します。

5. [Review the selected controls in the control set] (コントロールセットで選択したコントロールを確認) 
で、[Selected controls] (選択したコントロール) のリストに現在表示されているコントロールを確認お
よび編集します。コントロールセットにコントロールを追加するには、ステップ 2〜4 を繰り返しま
す。1 つまたは複数のコントロールを選択して、[Remove control] (コントロールを削除) を選択するこ
とで、コントロールセットから不要なコントロールを削除します。

6. フレームワークに新しいコントロールセットを追加するには、ページの下部にある [Add control set]
(コントロールセットを追加) を選択します。[Remove control set] (コントロールセットを削除) を選択
して、不要なコントロールセットを削除します。

7. コントロールセットとコントロールの追加が完了したら、[Next] (次へ) を選択します。

ステップ 3。フレームワークを確認および更新する
フレームワークに関する情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[Edit] (編集) を選択し
ます。

完了したら、[変更の保存] を選択します。

カスタムフレームワークの削除
フレームワークライブラリを使用して、不要なカスタムフレームワークを見つけて削除できます。Audit 
Manager API またはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してカスタムフレームワークを削除
することもできます。

Note

カスタムフレームワークを削除しても、削除前にフレームワークから作成された既存のの評価に
は影響しません。

Audit Manager console

カスタムフレームワークを削除するには (コンソール)

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きま
す。

2. 左側のナビゲーションペインで、「フレームワークライブラリ」を選択し、次に「カスタムフ
レームワーク」タブを選択します。

3. 削除するフレームワークを選択し、[アクション] を選択し、[削除] を選択します。
• または、カスタムフレームワークを開いて、フレームワークの概要ページの右上にある [アク

ション]、[削除] を選択することもできます。
4. ポップアップウィンドウで、[Delete] (削除) を選択して削除を確認します。

AWS CLI

カスタムフレームワークを削除するには (AWS CLI)

1. まず、削除するカスタムフレームワークを特定します。これを行うには、list-assessment-
frameworksコマンドを実行して--framework-type as を指定しますCustom。
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 aws auditmanager list-assessment-frameworks --framework-type Custom

レスポンスはカスタムフレームワークのリストを返します。削除するカスタムフレームワークを
見つけて、フレームワーク ID をメモします。

2. 次に、delete-assessment-frameworkコマンドを実行して、--framework-id削除するフレーム
ワークのを指定します。

次の例では、########################。

aws auditmanager delete-assessment-framework --framework-id a1b2c3d4-5678-90ab-
cdef-EXAMPLE11111

Audit Manager API

カスタムフレームワーク (API) を削除するには

1. ListAssessmentFrameworksオペレーションを使用して、FrameworkType をとして指定しま
すCustom。レスポンスから、削除するカスタムフレームワークを見つけ、フレームワーク ID を
書き留めます。

2. DeleteAssessmentFrameworkオペレーションを使用してフレームワークを削除します。リクエス
トでは、FrameworkId パラメーターを使用して、削除するフレームワークを指定します。

これらの API オペレーションの詳細については、前述のリンクのいずれかを選択して AWS Audit 
ManagerAPI リファレンスをご覧ください。これには、言語固有のAWS SDK のいずれかでこれらの
操作とパラメーターを使用する方法に関する情報が含まれます。

カスタムフレームワークの共有
AWS Audit Manager のフレームワーク共有機能を使用して、作成したカスタムフレームワークを迅速に
レプリケートできます。カスタムフレームワークを別ののフレームワークと共有したりAWS アカウン
ト、AWS リージョンフレームワークを自分のアカウントで別のアカウントでレプリケートしたりできま
す。その後、受信者はカスタムフレームワークにアクセスし、それを使用して評価を作成できます。これ
らの受信者は、そのフレームワークの設定作業を繰り返すことなく、評価を作成できます。

カスタムフレームワークを共有するには、[share request] (共有リクエスト) を作成します。共有リクエス
トの受信者は、120 日以内にリクエストを承諾または拒否できます。受信者が共有リクエストを承諾する
と、Audit Manager は、共有カスタムフレームワークを、それらの受信者のフレームワークライブラリに
レプリケートします。カスタムフレームワークをレプリケートすることに加えて、Audit Manager は、そ
のフレームワークの一部であるカスタムコントロールセットとカスタムコントロールもレプリケートしま
す。これらのカスタムコントロールは、受信者のコントロールライブラリに追加されます。Audit Manager 
は、標準のフレームワークまたはコントロールをレプリケートしません。デフォルトでは、これらは Audit 
Manager が有効になっているすべてのAWS アカウントリージョンで使用できます。

フレームワーク共有機能は、有料階層でのみ使用できます。ただし、カスタムフレームワークを共有した
り、共有リクエストを承諾したりするための追加料金はかかりません。AWS Audit Manager の料金の詳細
については、「AWS Audit Manager 料金のページ」を参照してください。

Important

標準フレームワークの所有者から共有の許可を得ていない限り、標準フレームワークが AWS に
よる共有の対象外として指定されている場合には、標準フレームワークから派生したカスタム
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フレームワークを共有することはできません。共有のための要件を満たさない標準フレームワー
ク、および詳細を確認するには、「フレームワーク共有の適格性」を参照してください。

このガイドの次のセクションでは、フレームワークの共有について知っておくべき重要な事項について説
明します。また、カスタムフレームワークを共有し、共有リクエストに応答する方法についても説明しま
す。

トピック
• フレームワークの共有に関する概念と用語  (p. 110)
• カスタムフレームワークの共有リクエストの送信 (p. 114)
• 共有リクエストに対するレスポンス (p. 118)
• 共有リクエストの削除 (p. 121)

Tip

Audit Manager のカスタムフレームワークとその作成方法に精通していない場合は、このガイド
のカスタムフレームワークの作成のページで詳細を確認できます。

フレームワークの共有に関する概念と用語
次の重要な概念について学ぶことで、AWS Audit Manager カスタムフレームワーク共有機能をさらに活用
できます。

送信者

これは、共有リクエストの作成者であり、AWS アカウントカスタムフレームワークが存在します。
送信者は、カスタムフレームワークを任意のコントロールと共有できますAWS アカウント。また
は、AWS リージョン送信者自身のアカウントでサポートされているフレームワークにカスタムフレー
ムワークをレプリケートします。

受取人

これは、共有フレームワークの利用者です。受信者は、送信者からの共有リクエストを承諾または拒
否できます。

Note

委任された管理者アカウントも受信者となることができます。ただし、カスタムフレーム
ワークを AWS Organizations 管理アカウントと共有することはできません。

フレームワークの適格性

共有できるのはカスタムフレームワークのみです。デフォルトでは、AWS アカウント標準フレーム
ワークはすべてのフレームワークに既に存在しAWS リージョン、AWS Audit Managerが有効になって
います。さらに、共有するカスタムフレームワークに機密データが含まれていてはなりません。これ
には、フレームワーク自体、そのコントロールセット、およびカスタムフレームワークの一部である
カスタムコントロール内にあるデータが含まれます。

Important

AWS Audit Manager によって提供される標準フレームワークの一部には、ライセンス契約の
適用対象となる著作権で保護された素材が含まれています。カスタムフレームワークには、
これらのフレームワークから派生したコンテンツが含まれている場合があります。標準フ
レームワークの所有者から共有の許可を得ていない限り、標準フレームワークが AWS によ
る共有の対象外として指定されている場合には、標準フレームワークから派生したカスタム
フレームワークを共有することはできません。
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共有の要件を満たしている標準フレームワークについては、次の表」を参照してください。

標準フレームワーク名 共有の要件を満たしているカスタムバー
ジョン

オーストラリアサイバーセキュリティセンター
（ACSC）エッセンシャル8

はい

オーストラリアサイバーセキュリティセンター 
(ACSC) 情報セキュリティマニュアル

はい

AWS Audit Manager サンプルフレームワーク  はい

AWS Control Tower ガードレール  はい

AWS License Manager  はい

AWS Foundational Security Best Practices  はい

AWS 運用のベストプラクティス  はい

AWS Well-Architected フレームワーク  はい

カナダサイバーセキュリティセンター-ミディアム いいえ

CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services 
Foundations Benchmark v1.2.0、レベル 1

いいえ

CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services 
Foundations Benchmark v1.2.0、レベル 1 および 2

いいえ

CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services 
Foundations Benchmark v1.3.0、レベル 1

いいえ

CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services 
Foundations Benchmark v1.3.0、レベル 1 および 2

いいえ

CIS BenenAmazon Web Services mark v1.4.0、レベ
ル 1

いいえ

CIS Benenenchmark v1.4.0、レベル 1 および 2 いいえ

CIS Controls v7.1 IG1  はい

CIS Controls v8 IG1 いいえ

FedRAMP Moderate Baseline  はい

GDPR  はい

グラムリーチブライリー法 (GLBA、Gramm-Leach-
Bliley Act)

 はい

GxP 21 CFR Part 11  はい

GxP EU Annex 11  はい
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標準フレームワーク名 共有の要件を満たしているカスタムバー
ジョン

HIPAA セキュリティルール 2003 はい

HIPAA 最終オムニバスセキュリティルール 2013 はい

ISO/IEC 27001:2013 附属書 A いいえ

NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High  はい

NIST Cybersecurity Framework バージョン 1.1  はい

NIST SP 800-171 Rev. 2  はい

PCI DSS いいえ

SOC いいえ

共有リクエスト

カスタムフレームワークを共有するには、[share request] (共有リクエスト) を作成します。共有リク
エストは、受信者を指定し、カスタムフレームワークが利用可能であることを通知します。受信者
は、承諾または辞退によって共有リクエストに応答するまでに 120 日間の猶予期間があります。120 
日以内にアクションが実行されない場合、共有リクエストは期限切れになり、受信者はカスタムフ
レームワークをフレームワークライブラリに追加できなくなります。送信者と受信者は、フレーム
ワークライブラリの共有リクエストのページから共有リクエストを表示してアクションを実行できま
す。

共有リクエストのステータス

共有リクエストのステータスは以下のいずれかです。
• [Active] (アクティブ) – これは、受信者に正常に送信され、受信者のレスポンスを待機している共有

リクエストを示します。
• [Expiring] (まもなく期限切れ) – これは、今後 30 日以内に有効期限が切れる共有リクエストを示し

ます。
• [Shared] (共有) – これは受信者が承諾した共有リクエストを示します。
• [Inactive] (非アクティブ) – これは、受信者がアクションを実行する前に取り消され、辞退され、ま

たは期限切れになった共有リクエストを示します。
• [Replicating] (レプリケート中) – これは、受信者のフレームワークライブラリにレプリケートされて

いる承諾された共有リクエストを示します。
• [Failed] (失敗) – これは、受信者に正常に送信されなかった共有リクエストを示します。

リクエスト通知を共有する

Audit Manager は、受信者が共有リクエストを受信すると通知します。共有リクエストの有効期限が 
30 日以内に迫ると、受信者と送信者の両方に通知が届きます。
• 受信者の場合、受信したリクエストの横に青い通知ドットが、[Active] (アクティブ) または

[Expiring] (まもなく期限切れ) のステータスとともに表示されます。受信者は、共有リクエストを承
諾または辞退することで通知を解決できます。

• 送信者の場合、送信したリクエストの横に青い通知ドットが、[Expiring] (まもなく期限切れ) のス
テータスとともに表示されます。受信者がリクエストを承諾または辞退すると、通知は解決されま
す。それ以外の場合は、リクエストの有効期限が切れたときに解決されます。さらに、送信者は共
有リクエストを取り消すことで通知を解決できます。
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送信者の所有権

送信者は、共有するカスタムフレームワークに引き続き完全にアクセスできます。有効期限が切れ
る前に共有リクエストを取り消すことで、アクティブな共有リクエストをいつでもキャンセルでき
ます。ただし、受信者が共有リクエストを承諾すると、送信者はそのカスタムフレームワークへの
受信者のアクセスを取り消すことができなくなります。これは、受信者がリクエストを受け入れる
と、Audit Manager が受信者のフレームワークライブラリにカスタムフレームワークの独立したコ
ピーを作成するためです。

送信者のカスタムフレームワークをレプリケートすることに加えて、Audit Manager は、そのフレー
ムワークの一部であるカスタムコントロールセットとカスタムコントロールもレプリケートします。
ただし、Audit Manager は、カスタムフレームワークにアタッチされているタグをレプリケートしま
せん。

受信者の所有権

受信者は、承諾したカスタムフレームワークに完全にアクセスできます。受信者がリクエストを承諾
すると、Audit Manager は、フレームワークライブラリのカスタムフレームワークのタブにカスタム
フレームワークをレプリケートします。受信者は、他のカスタムフレームワークと同じ方法で共有
カスタムフレームワークを管理できます。受信者は、他の送信者から受信したカスタムフレームワー
クを共有できます。受信者は、送信者が共有リクエストを送信するのをブロックすることはできませ
ん。

共有されたフレームワークの有効期限

送信者が共有リクエストを作成する際、Audit Manager は、120 日後に期限切れになるようにリクエ
ストを設定します。受信者は、リクエストの有効期限が切れる前に、共有されたフレームワークを
承諾してアクセスできます。この間に受信者が承諾しない場合、共有リクエストは期限切れになり
ます。この時点を過ぎると、期限切れの共有リクエストの記録は履歴に残ります。期限切れの共有フ
レームワークのスナップショットは、監査の目的のために 1 年間の TTL で S3 バケットにアーカイブ
されます。

送信者は、有効期限が切れる前であればいつでも共有リクエストを取り消すことができます。
共有フレームワークのデータストレージとバックアップ

共有リクエストを作成すると、Audit Manager は、カスタムフレームワークのスナップショットを
米国東部 (バージニア北部)AWS リージョン に保存します。Audit Manager は、米国西部 (オレゴ
ン)AWS リージョン にも同じスナップショットのバックアップを保存します。

Audit Manager は、次のいずれかのイベントが発生したときにスナップショットとバックアップス
ナップショットを削除します。
• 送信者は共有リクエストを取り消します。
• 受信者は共有リクエストを拒否します。
• 受信者がエラーに遭遇し、共有リクエストを正常に受け付けられません。
• 共有リクエストは、受信者がリクエストに応答する前に期限切れになります。

送信者が共有リクエストを再送信すると、スナップショットはカスタムフレームワークの最新バー
ジョンに対応する更新バージョンに置き換えられます。

受信者が共有リクエストを受け入れると、スナップショットは共有リクエストで指定された場所に複
製されます。AWS アカウントAWS リージョン

共有されたフレームワークのバージョン管理

カスタムフレームワークを共有すると、Audit Manager は、指定されたAWS アカウントリージョンに
そのフレームワークの独立したコピーを作成します。このことは、次の点に留意する必要があること
を意味します。
• 受信者が承諾する共有されたフレームワークは、共有リクエストの作成時のフレームワークのス

ナップショットです。共有リクエストを送信した後に元のカスタムフレームワークを更新しても、
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リクエストは自動的に更新されません。更新されたフレームワークの最新バージョンを共有するに
は、共有リクエストを再送信できます。この新しいスナップショットの有効期限は、再共有された
日から 120 日です。

• カスタムフレームワークを別のAWS アカウントフレームワークと共有し、それをフレームワークラ
イブラリから削除すると、共有されたカスタムフレームワークは受信者のフレームワークライブラ
リに残ります。

• AWS リージョンアカウントでカスタムフレームワークを別のアカウントと共有し、最初のリージョ
ンでそのカスタムフレームワークを削除するとAWS リージョン、カスタムフレームワークは 2 番
目のリージョンに残ります。

• 共有されたカスタムフレームワークを承諾した後に削除すると、カスタムフレームワークの一部と
してレプリケートされたカスタムコントロールはすべてコントロールライブラリに残ります。

カスタムフレームワークの共有リクエストの送信
このチュートリアルでは、複数のAWS アカウントカスタムフレームワークを共有する方法について説明し
ますAWS リージョン。

カスタムフレームワークを共有すると、Audit Manager は、フレームワークのスナップショットを作成
し、共有リクエストを受信者に送信します。受信者が共有されたフレームワークを承諾するまでに 120 日
間の猶予期間があります。承諾されると、Audit Manager は、指定されたAWS リージョンフレームワーク
のライブラリに共有されたカスタムフレームワークをレプリケートします。自分のアカウントでカスタム
フレームワークを別のリージョンにレプリケートする場合は、次のチュートリアルを参照して、受信者の
アカウントAWS アカウント ID として自分の ID を入力します。

このチュートリアルでは、以下の手順について説明しています。

1. 共有するフレームワークを選択する – フレームワークライブラリを参照して、共有するカスタムフレー
ムワークを見つけます。

2. 共有リクエストを送信する – 受信者を指定して、カスタムフレームワークの共有リクエストを送信しま
す。

3. 送信済みリクエストを表示する – 共有リクエストの履歴を表示し、送信済みリクエストのステータスを
確認します。

4. (オプション) 共有リクエストを取り消す – 有効期限が切れる前に共有リクエストを取り消します。

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、次の条件を満たしていることを確認してください。

• Audit Manager のフレームワークに関する概念と用語に精通していること。
• 共有するカスタムフレームワークが共有のための要件を満たしており、AWS Audit Manager 環境のフ

レームワークライブラリに存在していること。
• カスタムフレームワークを共有するAWS リージョン場所で受信者が既にAWS Audit Managerを有効にし

ていること。
• 受信者が AWS Organizations 管理アカウントではないこと。

Tip

開始する前に、カスタムフレームワークを共有するAWS アカウント ID を書き留めてください。
目標がアカウントの別のアカウントにフレームワークをレプリケートすることである場合、AWS 
リージョンこれは自分のアカウント ID にすることができます。この情報は、チュートリアルのス
テップ 2 で必要です。

114

https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/framework-sharing.html#framework-sharing-resend
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/framework-sharing.html#framework-sharing-step-1
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/framework-sharing.html#framework-sharing-step-2
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/framework-sharing.html#framework-sharing-step-3
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/framework-sharing.html#framework-sharing-step-4
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/share-custom-framework-concepts-and-terminology.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/share-custom-framework-concepts-and-terminology.html#eligibility


AWS Audit Manager ユーザーガイド
共有リクエストの送信

Important

機密データを含むカスタムフレームワークを共有しないでください。これには、フレームワーク
自体、そのコントロールセット、およびカスタムフレームワークを構成するカスタムコントロー
ル内にあるデータが含まれます。詳細については、「フレームワーク適格性」を参照してくださ
い。

ステップ 1: 共有するカスタムフレームワークを特定する
共有するカスタムフレームワークを特定することから始めます。使用可能なすべてのカスタムフレーム
ワークのリストは、Audit Manager のフレームワークライブラリのページにあります。

使用可能なカスタムフレームワークを表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Framework library] (フレームワークライブラリ) を選択します。
3. [Custom frameworks] (カスタムフレームワーク) のタブを選択します。これにより、使用可能なカス

タムフレームワークのリストが表示されます。任意のフレームワーク名を選択して、そのカスタムフ
レームワークの詳細を表示できます。

ステップ 2: 共有リクエストを送信する
次に、受信者を指定して、カスタムフレームワークの共有リクエストを送信します。受信者が共有リクエ
ストに応答するまでに 120 日間の猶予期間があります。

共有リクエストを送信するには

1. フレームワークライブラリの「カスタムフレームワーク」タブから、フレームワークの名前を選
択して詳細ページを開きます。ここから、[Actions] (アクション) を選択してから、[Share custom 
framework] (カスタムフレームワークを共有) を選択します。
• または、フレームワークライブラリのリストからカスタムフレームワークを選択し、[アクション] 

を選択し、[カスタムフレームワークの共有] を選択します。カスタムフレームワークのサイズに
よっては、この方法では Audit Manager が共有リクエストを準備するまでに数秒かかる場合があ
ります。

2. ダイアログボックスに表示される通知を確認します。

• カスタムフレームワークを共有できるかどうかわからない場合は、[Framework eligibility] (フレーム
ワークの適格性) を確認して、詳細なガイダンス」を参照してください。

• AWS Configフレームワークにカスタムルールをデータソースとして使用するコントロールがある場
合は、受信者に連絡して知らせることをお勧めします。その後、AWS Config受信者は自分のインス
タンスで同じルールを作成して有効にできますAWS Config。詳細については、「私の共有フレーム
ワークには、AWS Configデータソースとしてカスタムルールを使用するコントロールがあります。
受領者はこれらの統制の証拠を収集できますか？ (p. 262)」を参照してください。

3. agree入力し、[同意する] を選択して続行します。
4. 次の画面で、以下のステップを実行します。

• にAWS アカウント、受取人のアカウント ID を入力します。自分のアカウント ID も使用できま
す。

• でAWS リージョン、ドロップダウンリストから受信者の地域を選択します。
• (オプション) [Message to recipient] (受信者へのメッセージ) で、共有しようとしているカスタムフ

レームワークに関するオプションのコメントを入力します。
• [Custom framework details] (カスタムフレームワークの詳細) で、詳細を確認して、このフレーム

ワークを共有することを確認します。
5. [Share] (共有) を選択します。
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Note

次のポイントに注意が必要です。

• カスタムフレームワークを別ののフレームワークと共有するとAWS アカウント、フレームワー
クは指定されたフレームワークにのみレプリケートされますAWS リージョン。共有リクエスト
を承諾すると、受信者は、必要に応じて複数のリージョンでフレームワークをレプリケートで
きます。

• 複数のカスタムフレームワークを共有する場合AWS リージョン、共有リクエストのアクション
の処理に最長で 10 分かかる場合があります。クロスリージョン共有リクエストを送信した後、
後でもう一度確認して、共有リクエストが正常に送信されたことを確認することをお勧めしま
す。

• 共有リクエストを送信すると、Audit Manager は、共有リクエストの作成時にカスタムフレー
ムワークのスナップショットを取得します。共有リクエストを送信した後にカスタムフレーム
ワークを更新しても、リクエストは自動的に更新されません。更新されたフレームワークの最
新バージョンを共有するには、共有リクエストを再送信できます。この新しいスナップショッ
トの有効期限は、再共有された日から 120 日です。

ステップ 3: 送信済みのリクエストを表示する
[Sent requests] (送信済みリクエスト) のタブを選択すると、送信したすべての共有リクエストのリストが
表示されます。必要に応じて、このリストをフィルタリングできます。例えば、フィルターを適用して、
今後 30 日以内に期限切れになるリクエストのみを表示できます。

送信済みのリクエストを表示してフィルタリングするには

1. ナビゲーションペインから、[Share requests] (共有リクエスト) を選択します。
2. [Sent requests] (送信済みのリクエスト) のタブを選択します。
3. (オプション) フィルターを適用して、表示される送信済みのリクエストを微調整します。これを実行

するには、[All statuses] (すべてのステータス) のドロップダウンリストを見つけて、フィルターを次
のいずれかに変更します。

• [Active] (アクティブ) – このフィルターは、受信者からのレスポンスを待っている共有リクエストを
表示します。

• [Shared] (共有済み) – このフィルターは、受信者によって承諾された共有リクエストを表示しま
す。共有されたカスタムフレームワークは、受信者のフレームワークライブラリに存在するように
なりました。

• [Inactive] (非アクティブ) – このフィルターは、受信者がアクションを実行する前に辞退、取り消
し、または期限切れになった共有リクエストを表示します。詳細を表示するには、[Inactive] (非アク
ティブ) という単語を選択します。

• [Expiring] (まもなく期限切れ) – このフィルターは、30 日以内に有効期限が切れる共有リクエストを
表示します。

• [Failed] (失敗) – このフィルターは、受信者に正常に送信されなかった共有リクエストを表示しま
す。詳細を表示するには、[Failed] (失敗) という単語を選択します。

Note

共有リクエストの処理には最長で 15 分かかる場合があります。その結果、共有リクエストを受信
者に送信するときにエラーが発生した場合、[Failed] (失敗) ステータスがすぐに表示されない場合
があります。後でもう一度確認して、共有リクエストが正常に送信されたことを確認することを
お勧めします。
エラーが発生した場合の続行方法については、「共有リクエスト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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ステップ 4 (オプション): 共有リクエストを取り消す
有効期限が切れる前にアクティブな共有リクエストをキャンセルする必要がある場合は、いつでもリクエ
ストを取り消すことができます。この手順は省略可能です。何もしなかった場合、受信者は、有効期限が
切れると共有リクエストを承諾できなくなります。

共有リクエストを取り消すには

1. ナビゲーションペインから、[Share requests] (共有リクエスト) を選択します。
2. [Sent requests] (送信済みのリクエスト) のタブを選択します。
3. 取り消すフレームワークを選択し、[Revoke request] (リクエストを取り消す) を選択します。
4. 表示されるポップアップウィンドウで、[Revoke] (取り消す) を選択します。

Note

ステータスが [Active] (アクティブ) または [Expiring] (まもなく期限切れ) の共有リクエストへのア
クセスのみを取り消すことができます。受信者が共有リクエストを承諾すると、そのカスタムフ
レームワークへのアクセスを取り消すことはできなくなります。これは、カスタムフレームワー
クのコピーが受信者のフレームワークライブラリに存在するようになるためです。
複数のフレームワークを共有する場合AWS リージョン、共有リクエストのアクションの処理に最
長で 10 分かかる場合があります。クロスリージョン共有リクエストを取り消した後、後でもう一
度確認して、共有リクエストが正常に取り消されたことを確認することをお勧めします。

更新されたフレームワークの共有リクエストを再送信する
カスタムフレームワークの共有リクエストを送信し、後で同じフレームワークを更新することができま
す。この操作を実行すると、フレームワークの最新バージョンを反映するように共有リクエストが自動的
に更新されません。ただし、そのステータスが [active] (アクティブ)、[shared] (共有)、または [expiring]
(まもなく期限切れ) の場合は、既存の共有リクエストを更新できます。これを実行するには、既存のリク
エストと同じ一連の詳細を使用して、新しい共有リクエストを再送信します。新しい共有リクエストに
は、同じカスタムフレームワーク ID、受信者アカウント ID、および受信者を含めますAWS リージョン。
新しい共有リクエストで新しいコメントを提供することもできます。

共有リクエストを再送信するときは、次の点に注意してください。

• 更新を正常に完了するには、新しいリクエストが同じカスタムフレームワーク ID についてのものである
必要があります。また、既存のリクエストと同じ受信者アカウント ID およびリージョンを指定する必要
があります。

• カスタムフレームワークの名前が変更された場合、更新された共有リクエストは最新の名前を表示しま
す。

• 新しいコメントを提供すると、更新された共有リクエストは最新のコメントを表示します。
• 共有リクエストを再送信すると、有効期限が 6 か月間延長されます。

更新されたフレームワークの共有リクエストを再送信するには

1. フレームワークライブラリの「カスタムフレームワーク」タブから、共有するフレームワークの名前
を選択します。これにより、フレームワークの詳細ページが開きます。ここから、[Actions] (アクショ
ン) を選択してから、[Share custom framework] (カスタムフレームワークを共有) を選択します。

• または、フレームワークライブラリのリストからカスタムフレームワークを選択し、[アクション] 
を選択し、[カスタムフレームワークの共有] を選択します。カスタムフレームワークのサイズに
よっては、この方法で Audit Manager が共有リクエストを準備するのに数秒かかる場合がありま
す。
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2. ダイアログボックスに表示される通知を確認して、入力しagree、「Agree」を選択して続行しま
す。

3. 次の画面で、以下のステップを実行します。

• にAWS アカウント、既存の共有リクエストで指定したのと同じアカウント ID を入力します。
• でAWS リージョン、既存の共有リクエストで指定したのと同じ地域を選択します。
• (オプション) [Message to recipient] (受信者へのメッセージ) で、更新されたカスタムフレームワー

クに関するオプションのコメントを入力します。
• [Custom framework details] (カスタムフレームワークの詳細) で、詳細を確認して、共有リクエスト

を再送信することを確認します。
4. [Share] (共有) を選択して、共有リクエストを再送信および更新します。

共有リクエストのトラブルシューティング
カスタムフレームワークを共有する際に発生する可能性のある問題の解決策については、フレームワーク
の共有に関する問題のトラブルシューティング (p. 260)このガイドの「トラブルシューティング」セク
ションのを参照してください。

共有リクエストに対するレスポンス
このチュートリアルでは、カスタムフレームワークの共有リクエストを受信したときに実行するアクショ
ンについて説明します。Audit Manager は、ユーザーが共有リクエストを受信すると通知します。また、
共有リクエストが 30 日以内に期限切れになる場合に注意喚起するための通知を受け取ります。

このチュートリアルでは、以下の手順について説明しています。

1. 共有リクエストの通知を確認する – 現在アクティブで、まもなく期限切れになる共有リクエストのリス
トを確認します。

2. 共有リクエストに対してアクションを実行する – カスタムフレームワークの共有リクエストを承諾また
は辞退します。

3. 他のユーザーから受信した共有リクエストを表示する – 共有リクエストの履歴を表示します。

前提条件
開始する前に、まず Audit Manager のフレームワークの共有の概念と用語の詳細を確認することをお勧め
します。

ステップ 1: 受信したリクエスト通知を確認する
共有リクエストの通知を確認することから始めます。「受信したリクエスト」タブには、他のユーザーか
ら受け取った共有リクエストのリストが表示されますAWS アカウント。レスポンスを待機しているリクエ
ストについては青いドットが表示されます。このビューをフィルタリングして、今後 30 日以内に期限切
れになるリクエストのみを表示することもできます。

受信したリクエストを表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 共有リクエスト通知がある場合、Audit Manager は、ナビゲーションメニューのアイコンの横に赤い

ドットを表示します。
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3. ナビゲーションペインを展開し、[Share requests] (共有リクエスト) の横を確認します。通知バッジ
は、注意が必要な共有リクエストの数を示します。

4. [Share requests] (共有リクエスト) を選択します。デフォルトでは、このページは [Received 
requests] (受信したリクエスト) のタブで開きます。

5. 青いドットが表示されている項目を探して、アクションが必要な共有リクエストを特定します。

6. (オプション) 今後 30 日以内に期限切れになるリクエストのみを表示するには、[All statuses] (すべて
のステータス) ドロップダウンリストを見つけて、[Expiring] (まもなく期限切れ) を選択します。

ステップ 2: リクエストに対してアクションを実行する
青い通知ドットを削除するには、共有リクエストを承諾または辞退する必要があります。

Note

フレームワークが複数の複数で共有されている場合、共有リクエストのアクションの処理に最長
で 10 分かかる場合がありますAWS リージョン。クロスリージョンの共有リクエストに対してア
クションを実行した後、後でもう一度確認して、共有リクエストが正常に承諾または辞退された
かを確認することをお勧めします。

共有フレームワークの承諾

共有リクエストを承諾すると、Audit Manager は、元のフレームワークのスナップショットをフレーム
ワークライブラリのカスタムフレームワークのタブにレプリケートします。Audit Manager は、Audit 
Manager の設定で指定した KMS キーを使用して、新しいカスタムフレームワークをレプリケートおよび
暗号化します。

共有リクエストを承諾するには

1. [Share requests] (共有リクエスト) のページを開き、[Received requests] (受信したリクエスト) のタブ
が表示されていることを確認します。

2. (オプション) フィルターのドロップダウンリストから [Active] (アクティブ) または [Expiring] (まもな
く期限切れ) を選択します。
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3. (オプション) フレームワーク名を選択して、共有リクエストの詳細を表示します。これには、フレー
ムワークの説明、フレームワーク内にあるコントロールの数、送信者からのメッセージなどの情報が
含まれます。

4. 承諾する共有リクエストを選択し、[Actions] (アクション)、[Accept] (承諾) の順に選択します。

共有リクエストを承諾すると、共有されたカスタムフレームワークがフレームワークライブラリに追加さ
れている間、ステータスは [replicating] (レプリケート中) に変わります。フレームワークにカスタムコント
ロールが含まれている場合、これらのコントロールは、この時点でコントロールライブラリに追加されま
す。

フレームワークのレプリケートが完了すると、ステータスが [shared] (共有済み) に変わります。正常に完
了した旨のバナーは、カスタムフレームワークを使用する準備ができたことを通知するものです。

Tip

カスタムフレームワークを承諾すると、現在のフレームワークにのみレプリケートされますAWS 
リージョン。のリージョンで共有された新しいフレームワークを利用できるようにすることがで
きますAWS アカウント。その場合、共有リクエストを承諾した後、必要に応じて、アカウントで
他のリージョンとフレームワークを共有できます。

共有フレームワークの辞退

共有リクエストを辞退すると、Audit Manager は、そのカスタムフレームワークをフレームワークライブ
ラリに追加しません。ただし、辞退された共有リクエストの記録は [Received requests] (受信したリクエ
スト) タブに残り、ステータスは [Inactive] (非アクティブ) になります。

共有リクエストを辞退するには

1. [Share requests] (共有リクエスト) のページを開き、[Received requests] (受信したリクエスト) のタブ
が表示されていることを確認します。

2. (オプション) フィルターのドロップダウンリストから [Active] (アクティブ) または [Expiring] (まもな
く期限切れ) を選択します。

3. (オプション) フレームワーク名を選択して、共有リクエストの詳細を表示します。これには、フレー
ムワークの説明、フレームワーク内にあるコントロールの数、送信者からのメッセージなどの情報が
含まれます。

4. 辞退する共有リクエストを選択し、[Actions] (アクション)、[Decline] (辞退) の順に選択します。
5. 表示されるダイアログボックスで、[Decline] (拒否) を選択して、選択内容を確認します。

Tip

考えが変わり、辞退した後に共有されたフレームワークにアクセスしたい場合は、送信者に新し
い共有リクエストを送信するように依頼してください。

ステップ 3: 受信したリクエストの履歴を表示する
共有されたフレームワークを承諾または辞退した後、[Share requests] (共有リクエスト) のページに戻っ
て、共有リクエストの履歴を確認できます。必要に応じて、このリストをフィルタリングできます。例え
ば、フィルターを適用して、承諾したリクエストのみを表示できます。

共有リクエストの履歴を表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[Share requests] (共有リクエスト) を選択します。
3. [Received requests] (受信したリクエスト) のタブを選択します。
4. [All statuses] (すべてのステータス) のドロップダウンリストを見つけて、次のフィルターのいずれか

を選択します。
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• [Active] (アクティブ) – このフィルターは、まだ承諾または辞退していない共有リクエストを表示し
ます。

• [Expiring] (まもなく期限切れ) – このフィルターは、30 日以内に有効期限が切れる共有リクエストを
表示します。

• [Shared] (共有済み) – このフィルターは、承諾した共有リクエストを表示します。共有されたフ
レームワークがフレームワークライブラリで利用できるようになりました。

• [Inactive] (非アクティブ) – このフィルターは、辞退または期限切れになった共有リクエストを表示
します。

• [Failed] (失敗) – このフィルターは、正常に送信されなかった共有リクエストを表示します。詳細を
表示するには、[Failed] (失敗) という単語を選択します。

次のステップ
共有カスタムフレームワークを承諾すると、フレームワークライブラリのカスタムフレームワークのタブ
で見つけることができます。これで、そのフレームワークを使用して評価を作成できるようになりまし
た。詳細については、「評価の作成」を参照してください。新しいカスタムフレームワークを編集する方
法については、「カスタムフレームワークの編集」を参照してください。

共有リクエストの削除
不要になった共有リクエストを削除できます。

Note

ステータスが [active] (アクティブ) または [replicating] (レプリケート中) の共有リクエストを削除
することはできません。
共有リクエストを削除すると、そのリクエスト自体のみが削除されます。共有フレームワーク自
体は、フレームワークライブラリに残ります。

共有リクエストを削除するには

1. ナビゲーションペインから、[Share requests] (共有リクエスト) を選択します。
2. [Sent requests] (送信済みリクエスト) または [Received requests] (受信したリクエスト) のいずれかの

タブを選択します。
3. 不要になったフレームワークを選択し、[Delete] (削除) を選択します。
4. 表示されるポップアップウィンドウで、[Delete] (削除) を選択します。

AWS Audit Manager でサポートされるフレーム
ワーク

AWS Audit Manager は、次の標準フレームワークを提供します。これらの構築済みフレームワークは、
さまざまなコンプライアンス標準および規制の AWS ベストプラクティスに基づいています。これらのフ
レームワークは、監査の準備に役立ちます。

トピック
• オーストラリアサイバーセキュリティセンター（ACSC）エッセンシャル8  (p. 122)
• オーストラリアサイバーセキュリティセンター (ACSC) 情報セキュリティマニュアル (p. 124)
• AWS Audit Manager サンプルフレームワーク (p. 125)
• AWS Control Tower ガードレール (p. 126)
• AWS License Manager (p. 128)
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• AWS Foundational Security Best Practices (p. 129)
• AWS運用のベストプラクティス (p. 131)
• AWS Well-Architected (p. 132)
• カナダサイバーセキュリティセンター中規模クラウド制御プロファイル (p. 134)
• CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.2.0 (p. 135)
• CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.3.0 (p. 141)
• CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.4.0 (p. 143)
• CIS Controls v7.1 Implementation Group 1 (p. 146)
• CIS Controls v8 Implementation Group 1 (p. 148)
• FedRAMP Moderate Baseline (p. 150)
• 一般データ保護規則 (GDPR) (p. 151)
• グラムリーチブライリー法 (Gramm-Leach-Bliley Act) (p. 168)
• GxP 21 CFR Part 11 (p. 170)
• GxP EU Annex 11 (p. 171)
• 2003 年の医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (Health Insurance Portability and 

Accountability Act) セキュリティ規則 (p. 173)
• 2013 年のHealth 保険の相互運用性と説明責任に関する法律 (HIPAA) 最終オムニバスセキュリティ

ルール (p. 175)
• ISO/IEC 27001:2013 附属書 A (p. 177)
• NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High (p. 178)
• NIST Cybersecurity Framework バージョン 1.1 (p. 180)
• NIST SP 800-171 (Rev. 2) (p. 182)
• PICI DSS DSS DSS DSS DSS DSS (p. 184)
• SOC 2 (p. 185)

オーストラリアサイバーセキュリティセンター
（ACSC）エッセンシャル8
監査の準備をサポートするために、AWS Audit Managerは、Essential Eight フレームワークの評価を構造
化および自動化する構築済みの標準フレームワークを提供します。

トピック
• オーストラリアのサイバーセキュリティセンター (ACSC) の「Essential Essential Essential Essential 

Eight (p. 122)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 123)
• エッセンシャルエイトに関するその他のリソース (p. 123)

オーストラリアのサイバーセキュリティセンター (ACSC) の
「Essential Essential Essential Essential Eight
オーストラリアサイバーセキュリティセンター（ACSC）は、オーストラリア政府のサイバーセキュリ
ティの主要機関です。サイバー脅威から保護するために、ACSCは、組織がベースラインとしてACSCのサ
イバーセキュリティインシデントを軽減するための戦略から8つの重要な緩和戦略を実施することを推奨し
ています。Essential Eightとして知られるこのベースラインにより、攻撃者がシステムを危険にさらすのが
はるかに困難になります。

Essential Eightでは最低限の予防措置が概説されているため、組織は環境に応じて追加の対策を実施する必
要があります。さらに、Essential Eightはサイバー脅威の大部分を軽減するのに役立ちますが、すべてのサ
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イバー脅威を軽減するわけではありません。そのため、サイバーセキュリティインシデントを軽減するた
めの戦略や情報セキュリティマニュアル（ISM）からのものを含め、追加の緩和戦略とセキュリティ管理
を検討する必要があります。

ACSCの Essential 8 は、クリエイティブコモンズの Attribution 4.0 International License に基づいてライ
センスされています。著作権情報は、「ACSC｜Copyright」でご確認ください。© オーストラリア連邦 
2022.

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
で Essential Eight 標準フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。AWS Audit 
Managerこのフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが
含まれています。これらのコントロールは、Esential Eight の要件に従ってコントロールセットにグループ
化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要があ
る内部監査をサポートすることもできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の
収集を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これ
は、Essential Eightフレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間にな
ると、ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追
加できます。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役
立ちます。

フレームワークの詳細には、以下の情報が含まれます。

のフレームワーク名AWS Audit 
Manager

自動制御の数 手動制御の
数

コントロールセッ
トの数

範囲内の AWS の
サービス

エッセンシャル・エイト 7 1 8 • AWS Config
• AWS Security 

Hub

AWS Audit Managerこのフレームワークのコントロールは、システムが Essential Eight コントロールに
準拠しているかどうかを確認することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロール
は、Essential Essential Essential Essential Eight 監査に合格することを保証することはできません。 AWS 
Audit Manager手動による証拠収集が必要な手続き型コントロールを自動的にチェックしません。

Essential Eightフレームワークは、Audit Manager の「標準フレームワーク」フレームワークのライブラ
リ (p. 99) タブにあります。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、Esential Eightフ
レームワークの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービスのリストを編集する
必要がある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集でき
ます。または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成す
ることもできます。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存の
フレームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

エッセンシャルエイトに関するその他のリソース
• ACSC エッセンシャルエイト
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アクセシズム

オーストラリアサイバーセキュリティセンター 
(ACSC) 情報セキュリティマニュアル
監査の準備をサポートするために、AWS Audit Managerは、ACSC情報セキュリティマニュアルフレーム
ワークの評価を構造化および自動化する構築済みの標準フレームワークを提供します。

トピック
• オーストラリアサイバーセキュリティセンター（ACSC）の情報セキュリティマニュアルと

は？ (p. 124)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 124)
• ACSC 情報セキュリティマニュアルに関するその他のリソース (p. 125)

オーストラリアサイバーセキュリティセンター（ACSC）の情報
セキュリティマニュアルとは？
オーストラリアサイバーセキュリティセンター（ACSC）は、オーストラリア政府のサイバーセキュリ
ティの主要機関です。ACSCは、サイバーセキュリティ原則のセットとして機能する情報セキュリティマ
ニュアル（ISM）を作成しています。これらの原則の目的は、組織がシステムとデータをサイバー脅威か
ら保護する方法に関する戦略的ガイダンスを提供することです。これらのサイバーセキュリティ原則は、
統治、保護、検知、対応という4つの主要な活動に分類されます。組織は、サイバーセキュリティの原則が
組織内で守られていることを証明できなければなりません。ISMは、最高情報セキュリティ責任者、最高
情報責任者、サイバーセキュリティ専門家、および情報技術管理者を対象としています。

ISM フレームワークは、クリエイティブコモンズの Attribution 4.0 International License に基づいて
オーストラリアサイバーセキュリティセンターによって提供されています。著作権情報は、「ACSC｜
Copyright」でご確認ください。© オーストラリア連邦 2022.

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
の ACSC 情報セキュリティマニュアル標準フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができ
ます。AWS Audit Managerこのフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロール
のコレクションが含まれています。これらのコントロールは、ACSC 情報セキュリティマニュアルの要件
に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマ
イズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の
収集を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これ
は、ACSC 情報セキュリティマニュアルフレームワークで定義されている統制に基づいて行われます。監
査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価
レポートに追加できます。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実
証するのに役立ちます。

フレームワークの詳細には、以下の情報が含まれます。

のフレームワーク名AWS Audit 
Manager

自動制御の数 手動制御の
数

コントロールセッ
トの数

範囲内の AWS の
サービス

ACSC 情報セキュリティマ
ニュアル

45 396 22 • Amazon Elastic 
Compute Cloud

• AWS Config
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のフレームワーク名AWS Audit 
Manager

自動制御の数 手動制御の
数

コントロールセッ
トの数

範囲内の AWS の
サービス
• AWS Identity 

and Access 
Management

AWS Audit Managerこのフレームワークのコントロールは、システムが ACSC 情報セキュリティマニュア
ルのコントロールに準拠しているかどうかを確認することを目的としたものではありません。さらに、こ
れらのコントロールは、ACSC 監査に合格することを保証することはできません。 AWS Audit Manager手
動による証拠収集が必要な手続き型コントロールを自動的にチェックしません。

ACSC 情報セキュリティマニュアルフレームワークは、Audit Manager の「標準フレームワーク」フレー
ムワークのライブラリ (p. 99) タブにあります。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、ACSC 情報セキュ
リティマニュアルフレームワークの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービス
のリストを編集する必要がある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーション
を使用して編集できます。または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワー
クから評価を作成することもできます。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存の
フレームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

ACSC 情報セキュリティマニュアルに関するその他のリソース
• ACSC 情報セキュリティマニュアル

AWS Audit Manager サンプルフレームワーク
AWS Audit Manager は、監査の準備を開始するのに役立つサンプルフレームワークを提供します。

トピック
• AWS Audit Manager サンプルフレームワークとは (p. 125)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 125)

AWS Audit Manager サンプルフレームワークとは
AWS Audit Managerサンプルフレームワークは、Audit Manager を使い始めるときに使用できるシンプル
なフレームワークです。Audit Manager が提供する他の構築済みフレームワークのいくつかと比較してみ
ると、はるかに大きく、多くのコントロールが含まれています。これらの大きめのフレームワークの代わ
りにサンプルフレームワークを使用することで、フレームワークの例をより簡単に確認および調査できま
す。このフレームワークのコントロールは、一連の AWS Config および AWS API コールに基づいていま
す。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
このフレームワークを使用して、作業の開始を支援できますAWS Audit Manager。このフレームワークと
そのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもで
きます。
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AWS Audit Managerサンプルフレームワークを開始点として使用して、Audit Manager 評価を作成し、監
査に関連する証拠の収集を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開
始します。これは、フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。次に、関連す
る証拠を収集し、評価のコントロールにアタッチします。

AWS Audit Managerサンプルフレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロー
ルセットの
数

範囲内の AWS のサービ
ス

AWS Audit Manager サ
ンプルフレームワーク

4 1 3 • Amazon Elastic 
Compute Cloud

• AWS CloudTrail
• AWS Identity and 

Access Management

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサー
ビス範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit 
Manager がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、AWS 
Audit Managerサンプルフレームワークの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサー
ビスのリストを編集する必要がある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレー
ションを使用して編集できます。または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレー
ムワークから評価を作成することもできます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

AWS Control Tower ガードレール
AWS Audit Manager は、監査の準備をサポートする AWS Control Tower Guardrails フレームワークを提供
します。

トピック
• AWS Control Tower の概要 (p. 126)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 127)
• その他の AWS Control Tower リソース (p. 127)

AWS Control Tower の概要
AWS Control Tower は、マルチアカウント AWS 環境の作成に関連する設定プロセスとガバナンス要件を
ナビゲートするために使用できる管理およびガバナンスサービスです。

を使用するとAWS Control Tower、数回クリックするだけで、AWS アカウント会社全体または組織全体の
ポリシーに準拠する新しいプロビジョニングを行うことができます。 AWS Control Towerお客様に代わっ
て、AWS他の複数のサービスの機能を組み合わせて統合するオーケストレーションレイヤーを作成しま
す。これらのサービスにはAWS Organizations、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
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On)、AWS のサービスおよびカタログが含まれます。これは、安全で準拠したマルチアカウント AWS 環
境を設定および統制するプロセスを合理化するのに役立ちます。

AWS Control TowerGuardrails フレームワークには、AWS Config Rulesからのすべてのガードレールが含
まれていますAWS Control Tower。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
で AWS Control TowerGuardrails フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。こ
のフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれてい
ます。これらのコントロールは、AWS Control Tower からのガードレールに基づく AWS Config Rules に
従ってグループ化されています。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要
件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。AWS Control Tower評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始し
ます。これは、AWS Control Tower Guardrailsフレームワークで定義されているコントロールに基づいて
行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それ
らの証拠を評価レポートに追加できます。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能し
ていることを実証するのに役立ちます。

AWS Control TowerGuardrailsフレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロー
ルセットの
数

範囲内の AWS のサービ
ス

AWS Control Tower 
ガードレール

14 0 5 AWS Config

AWS Audit Managerこのフレームワークのコントロールは、システムがAWS Control Tower Guarrail に準
拠しているかどうかを確認することを目的としたものではありません。さらに、コントロールは、監査に
合格することを保証することはできません。

AWS Control TowerGuardrailsフレームワークは、Audit Manager の「標準フレームワーク」フレームワー
クのライブラリ (p. 99) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成または更新する場合、AWS 
のサービス範囲内ののリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、AWS Control 
Towerガードレールの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービスのリストを編
集する必要がある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編
集できます。または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を
作成することもできます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

その他の AWS Control Tower リソース
• AWS Control Towerサービスページ
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• AWS Control Towerユーザーガイド

AWS License Manager
AWS Audit Manager は、監査の準備をサポートする AWS License Manager フレームワークを提供しま
す。

トピック
• AWS License Manager の概要 (p. 128)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 128)
• その他の AWS License Manager リソース (p. 129)

AWS License Manager の概要
を使用するとAWS License Manager、さまざまなソフトウェアベンダー (Microsoft、SAP、Oracle、IBM 
など) のソフトウェアライセンスを、AWSおよびオンプレミス環境全体で一元的に管理できます。すべて
のソフトウェアライセンスを 1 つの場所に置くことで、コントロールと可視性が向上します。これによ
り、ライセンスの超過を制限し、コンプライアンス違反や誤報の問題のリスクを軽減するのに役立つ可能
性があります。

AWS License Manager フレームワークは License Manager と統合されており、お客様が定義したライセ
ンスルールに基づいてライセンス使用情報を集約します。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
AWS License Managerフレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。このフレーム
ワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これ
らのコントロールは、お客様が定義したライセンスルールに従ってグループ化されています。このフレー
ムワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートす
ることもできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは、AWS 
License Managerフレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間にな
ると、ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追
加できます。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役
立ちます。

AWS License Managerフレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワー
ク名AWS Audit 
Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS のサービス

AWS License 
Manager

27 0 6 AWS License Manager

AWS Audit Managerこのフレームワークのコントロールは、システムがのライセンスルールに準拠してい
るかどうかを確認することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、ライセ
ンス使用監査に合格することを保証することはできません。
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このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、AWS License 
Managerフレームワークの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービスのリスト
を編集する必要がある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用し
て編集できます。または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評
価を作成することもできます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

その他の AWS License Manager リソース
License Manager ール

• AWS License Managerサービスページ
• AWS License Managerユーザーガイド

License Manager ールティ

このフレームワークについて、Audit Manager は、証拠を収集するために GetLicenseManagerSummary
と呼ばれるカスタムアクティビティを使用します。GetLicenseManagerSummary アクティビティで
は、次の 3 つのLicense Manager API を呼び出します。

1. ListLicenseConfigurations
2. ListAssociationsForLicenseConfiguration
3. ListUsageForLicenseConfiguration

返されたデータは証拠に変換され、評価の関連するコントロールにアタッチされます。

例: 2 つのライセンス製品 (SQL Service 2017 と Oracle Database Enterprise Edition) を使用していると
します。最初に、GetLicenseManagerSummaryListLicenseConfigurationsアクティビティは、アカウ
ントのライセンス設定の詳細を提供します。次に、ListUsageForLicenseConfigurationおよびを呼び出し
て、ListAssociationsForLicenseConfigurationライセンス設定ごとにコンテキストデータを追加します。最
後に、ライセンス設定データを証拠に変換し、フレームワークのそれぞれのコントロールにアタッチしま
す (4.5 - SQL Server 2017 のカスタマーマネージドライセンスおよび 3.0.4 - Oracle Database Enterprise 
Edition のカスタマーマネージドライセンス)。フレームワークのどのコントロールによってもカバーされ
ていないライセンス製品を使用している場合、そのライセンス設定データは、次のコントロールの証拠と
してアタッチされます: 5.0 - 他のライセンスのカスタマーマネージドライセンス。

AWS Foundational Security Best Practices
AWS Audit Managerは、AWS基本的なセキュリティのベストプラクティスをサポートする構築済みの標準
フレームワークを提供します。

トピック
• AWS Foundational Security Best Practices 標準とは (p. 130)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 130)
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• AWSFoundational Security Best Practices に関するその他のリソース (p. 131)

AWS Foundational Security Best Practices 標準とは
AWS Foundational Security Best Practices 標準は、デプロイされたアカウントとリソースがセキュリティ
のベストプラクティスからの逸脱を検出する一連の統制です。

この標準を使用して、すべての、AWS アカウントおよびワークロードを継続的に評価し、ベストプラク
ティスから逸脱する領域を迅速に特定できます。この標準は、組織のセキュリティ体制を改善し、維持す
る方法について、実践的かつ規範的なガイダンスを提供します。

コントロールには、複数のからのベストプラクティスが含まれますAWS のサービス。各コントロールに
は、適用先のセキュリティ機能を反映するカテゴリが割り当てられます。詳細については、AWS Security 
Hub ユーザーガイドの「コントロールのカテゴリ」を参照してください。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
AWSFoundational Security Best Practices のフレームワークを使用して、監査の準備に役立てることがで
きます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが
含まれています。これらのコントロールは、AWS基本的なセキュリティのベストプラクティス要件に従っ
てコントロールセットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズし
て、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は、AWS アカウントユーザーおよびサービスのリ
ソース評価を開始します。これは、AWS基本的なセキュリティベストプラクティスフレームワークで定義
されている統制に基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は収集され
た証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追加できます。この評価レポートは、コントロール
が意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

AWS基本的なセキュリティベストプラクティスフレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS の
サービス

AWS Foundational 
Security Best Practices

154 0 29 AWS Security Hub

AWS Audit Managerこのフレームワークのコントロールは、システムが、AWS Foundational Security Best 
Practices に準拠しているかどうかを確認することを目的としたものではありません。また、これらのコン
トロールは、AWS基本的なセキュリティのベストプラクティス監査に合格することを保証することはでき
ません。

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、AWS Foundational 
Security Best Practices の要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービスのリストを
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編集する必要がある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して
編集できます。または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価
を作成することもできます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

AWSFoundational Security Best Practices に関するその他のリ
ソース
• AWSAWS Security Hubユーザーガイドの基本的なセキュリティベストプラクティス標準
• AWS Security Hubユーザーガイドのコントロールカテゴリ

AWS運用のベストプラクティス
AWS Audit Managerは、監査の準備をサポートするために、AWS構築済みの OBP フレームワークを提供
します。このフレームワークは、AWS Foundational Security Best Practices 標準のコントロールのサブ
セットを提供します。これらのコントロールは、デプロイされたアカウントとリソースがセキュリティの
ベストプラクティスから逸脱したことを検出するためのベースラインチェックとして機能します。

トピック
• AWS Foundational Security Best Practices 標準とは (p. 131)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 131)
• AWSOBP に関するその他のリソース (p. 132)

AWS Foundational Security Best Practices 標準とは
AWSFoundational Security Best Practices 標準を使用して、アカウントとワークロードを評価し、ベスト
プラクティスから逸脱している領域をすばやく特定できます。この標準は、組織のセキュリティ体制を改
善し、維持する方法について、実践的かつ規範的なガイダンスを提供します。

コントロールには、複数のからのベストプラクティスが含まれますAWS のサービス。各コントロールに
は、適用先のセキュリティ機能を反映するカテゴリが割り当てられます。詳細については、AWS Security 
Hub ユーザーガイドの「コントロールのカテゴリ」を参照してください。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
AWSOperational Best Practices フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。この
フレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれていま
す。これらのコントロールは、AWS運用上のベストプラクティスの要件に従ってコントロールセットにグ
ループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必
要がある内部監査をサポートすることもできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit Manager は、AWS アカウントユーザーおよびサービスのリ
ソース評価を開始します。これは、AWS運用上のベストプラクティスフレームワークで定義されている
統制に基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレ
ビューし、それらの証拠を評価レポートに追加できます。この評価レポートは、コントロールが意図した
とおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

AWS運用上のベストプラクティスフレームワークの詳細は次のとおりです。
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のフレーム
ワーク名AWS 
Audit Manager

自動制御の
数

手動制御の数 コントロールセットの数 範囲内の AWS のサービ
ス

AWS運用の
ベストプラク
ティス

52 0 20 AWS Security Hub

このフレームワークのコントロールは、システムがAWS Operational Best Practices に準拠しているかど
うかを確認することを目的としたものではありません。また、これらのコントロールは、AWS運用ベスト
プラクティス監査に合格することを保証することはできません。

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、AWS運用上のベス
トプラクティスの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービスのリストを編集す
る必要がある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集で
きます。または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成
することもできます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

AWSOBP に関するその他のリソース
• AWSAWS Security Hubユーザーガイドの基本的なセキュリティベストプラクティス標準
• AWS Security Hubユーザーガイドのコントロールカテゴリ

AWS Well-Architected
AWS Audit Manager は、AWS ベストプラクティスに基づいて、AWS Well-Architected フレームワークの
評価を構造化および自動化する構築済みのフレームワークを提供します。

トピック
• AWS Well-Architected とは (p. 132)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 133)
• AWSWell-Architected リソース (p. 131)

AWS Well-Architected とは
AWSWell-Architected は、アプリケーションやワークロード向けに、安全で高パフォーマンス、かつ、
回復力のある効率的なインフラストラクチャを構築するのに役立てることができるフレームワークで
す。AWSWell-Architected は、運用上の優秀性、セキュリティ、信頼性、パフォーマンス効率、コスト最
適化、持続可能性の 6 つの柱に基づいて、アーキテクチャを評価し、長期的に拡張可能な設計を実装する
ための一貫したアプローチを提供します。
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このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
AWSWell-Architected フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。このフレーム
ワークは、クラウド上でワークロードを設計および実行するための主要な概念、設計原則、およびアーキ
テクチャのベストプラクティスについて説明しています。AWSWell-Architected が基づいている 6 本の柱
のうち、セキュリティと信頼性の柱は、AWS Audit Managerが構築済みのフレームワークとコントロール
を提供する柱です。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必
要がある内部監査をサポートすることもできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは、AWS 
Well-Architected フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になる
と、ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追加
できます。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立
ちます。

AWSWell-Architected フレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名AWS 
Audit Manager

自動制御の
数

手動制御の数 コントロールセッ
トの数

範囲内の AWS のサー
ビス

AWSWell-Architected フレー
ムワーク

16 0 2 AWS Config

このフレームワークのコントロールは、システムが準拠しているかどうかを確認することを目的としたも
のではありません。さらに、AWS Well-Architected Framework に関連する監査に合格することを保証する
ことはできません。

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、AWS WelWell-
Architected mark フレームワークの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービス
のリストを編集する必要がある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーション
を使用して編集できます。または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワー
クから評価を作成することもできます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

AWSWell-Architected リソース
• AWS Well-Architected
• AWSWell-Architected フレームワークドキュメント
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カナダサイバーセキュリティセンター中規模クラウド
制御プロファイル
AWS Audit Managerは、カナダサイバーセキュリティセンターの評価を構造化および自動化する構築済み
の標準フレームワークを提供します。

トピック
• カナダサイバーセキュリティセンターとは (p. 134)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 134)

カナダサイバーセキュリティセンターとは
カナダサイバーセキュリティセンター（CCCS）は、サイバーセキュリティの専門家によるガイダンス、
サービス、サポートを提供するカナダの権威ある機関です。CCCSは、この専門知識をカナダの政府、業
界、一般市民に提供しています。クラウドサービスプロバイダーに対する彼らの厳格な評価は、情報に基
づいたクラウド調達の決定を行う上で、全国のカナダの公共部門組織から信頼されています。

CCCS 中規模クラウド管理プロファイルは、2020 年 5 月にカナダ政府の PROTECTED B/中程度の整合
性/中程度の可用性 (PBMM) プロファイルに取って代わりました。CCCS Medium Cloud Security Control 
Profile は、組織がパブリッククラウドサービスを使用して、中程度の機密性、整合性、可用性 (AIC) 要件
を満たす事業活動をサポートする場合に適しています。AIC要件が中程度のワークロードでは、事業活動
で使用される情報やサービスへの不正な開示、変更、またはアクセスの喪失により、個人または組織に重
大な損害を与えたり、個人のグループに限定的な損害を与えたりすることが合理的に予想されます。これ
らのレベルの傷害の例には次が含まれます。

• 年間利益への著しい影響
• 主要アカウントの喪失
• 営業権の喪失
• 明確なコンプライアンス違反
• 数百人、数千人のプライバシー侵害
• プログラムのパフォーマンスに影響します
• 精神障害または病気を引き起こす
• サボタージュ
• 評価への喪失
• 個人の経済的困難

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
Medium Cloud ControlAWS Audit Manager プロファイルのフレームワークを使用して、監査の準備に役立
てることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコ
レクションが含まれています。これらのコントロールは、CCCS の要件に従ってコントロールセットにグ
ループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必
要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを開始点として使用して、Audit Manager 評価を作成し、CCCS Medium Cloud 
Control Profile の監査に関連する証拠の収集を開始できます。評価では、監査の範囲に含めるAWS アカウ
ントおよびサービスを指定できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始し
ます。これは、CCCS Medium Cloud Control Profile フレームワークで定義されているコントロールに基づ
いて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、
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それらの証拠を評価レポートに追加できます。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機
能していることを実証するのに役立ちます。

フレームワークの詳細には、以下の情報が含まれます。

のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS のサー
ビス

カナダサイバーセキュリ
ティセンター-ミディア
ム

2.0.6 396 165 • アマゾン 
CloudWatch

• Amazon Elastic 
Compute Cloud

• AWS CloudTrail
• AWS Config
• AWS Identity 

and Access 
Management

• AWS Key 
Management 
Service

• AWS License 
Manager

AWS Audit Managerこのフレームワークのコントロールは、システムが CCCS Medium Cloud Controls 標
準に準拠しているかどうかを確認することを目的としたものではありません。さらに、これらのコント
ロールは、CCCS 監査に合格することを保証することはできません。 AWS Audit Manager手動による証拠
収集が必要な手続き型コントロールを自動的にチェックしません。

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、カナダサイバーセ
キュリティセンター-中規模フレームワークの要件に従って行われます。このフレームワークの対象とな
るサービスのリストを編集する必要がある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペ
レーションを使用して編集できます。または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフ
レームワークから評価を作成することもできます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services 
Foundations Benchmark v1.2.0
AWS Audit Managerは、CISAWS Foundations Benchmark v1.2.0 をサポートする 2 つの構築済みフレーム
ワークを提供します。

• CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.2.0、レベル 1
• CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.2.0、レベル 1 および 2
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Note

• v1.3.0 をサポートするAudit Manager フレームワークについては、を参照してくださいCIS 
Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.3.0 (p. 141)。

• v1.4.0 をサポートするAudit Manager フレームワークについては、を参照してくださいCIS 
Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.4.0 (p. 143)。

トピック
• CIS とは (p. 136)
• これらのフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 136)
• CIS CIS に関するその他のリソース (p. 141)

CIS とは
Center for Internet Security (CIS) は、CIS AWS Foundations Benchmark を開発した非営利団体です。この
ベンチマークは、AWS のセキュリティ設定のベストプラクティスのセットとして機能します。業界で認め
られているこれらのベストプラクティスは、 step-by-step 明確かつ実装および評価手順を提供するという
点で、既に利用可能となっている概要レベルのセキュリティに関するガイダンスを超えるものです。

詳細については、AWS セキュリティブログの CIS AWS Foundations Benchmark のブログ投稿を参照して
ください。

CIS Benchmarks と CIS Controls の違い

CIS Benchmarks は、ベンダー製品に固有のセキュリティのベストプラクティスに関するガイドラインで
す。オペレーティングシステムから、クラウドサービスやネットワークデバイスに至るまで、ベンチマー
クから適用される設定は、組織で使用している特定のシステムを保護します。CIS Controls は、組織レベ
ルのシステムが、既知のサイバー攻撃ベクトルから保護するのに役立てるために従うべき基本的なベスト
プラクティスガイドラインです。

例

• CIS Benchmarks は規範的なものです。これらは通常、ベンダー製品で確認および設定できる特定の設
定を参照します。

例: CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.2.0 - 1.13 は、「ルートユーザー」アカウン
トで MFA が確実に有効になっているようにします。

このレコメンデーションは、これを確認する方法と、AWS 環境のルートアカウントでこれを設定する方
法に関する規範的なガイダンスを提供します。

• CIS Controls は、組織全体を対象としています。1 つのベンダー製品だけに固有のものではありませ
ん。

例: CIS Controls v7.1 - Sub-Control 4.5 Use Multi-Factor Authentication for All Administrative Access

このコントロールは、組織内で何を適用する必要があるかを示します。は、(その場所にかかわらず) 実
行しているシステムとワークロードにどのように適用する必要があるかについて示すものではありませ
ん。

これらのフレームワークを使用して監査の準備をサポートするた
めにを使用する
の CISAWS Foundations Benchmark v1.2 フレームワークを使用して、CIS 監査の準備に役立てることが
できます。AWS Audit Managerこれらのフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の
要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。
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フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは CIS フ
レームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (ま
たは任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追加できます。この
評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

フレームワークの詳細には、以下の情報が含まれます。

のフレームワーク名AWS 
Audit Manager

自動制御の
数

手動制御
の数

コントロールセット
の数

範囲内の AWS のサー
ビス

CIS Benchmark for CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
v1.2.0、レベル 1

33 3 4 • Amazon Elastic 
Compute Cloud

• AWS CloudTrail
• AWS Identity and 

Access Management
• AWS Security Hub

CIS Benchmark for CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
v1.2.0、レベル 1 および 2

45 4 4 • Amazon Elastic 
Compute Cloud

• AWS CloudTrail
• AWS Identity and 

Access Management
• AWS Security Hub

これらのフレームワークのコントロールは、システムが CIS 標準に準拠しているかどうかを確認すること
を目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、CIS 監査に合格することを保証す
ることはできません。 AWS Audit Manager手動による証拠収集が必要な手続き型コントロールを自動的に
チェックしません。

これらのフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

これらのフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してく
ださい。

Audit Manager コンソールを使用してこれらの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサー
ビス範囲内ののリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager がデー
タソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、CIS Benchmark の要件
に従って行われます。これらのフレームワークの対象となるサービスのリストを編集する必要がある場
合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集できます。また
は、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成することもで
きます。

特定の要件をサポートするためにこれらのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存の
フレームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

これらのフレームワークを使用するための前提条件

CISAWS Foundations Benchmark v1.2フレームワークのコントロールの多くは、AWS Configデータ
ソースタイプとして使用しています。これらのコントロールをサポートするには、Audit Manager AWS 
ConfigAWS リージョンを有効にした各アカウントのすべてのアカウントで有効にする必要があります。ま
た、AWS Config特定のルールが有効になっていること、およびこれらのルールが正しく設定されているこ
とを確認する必要があります。
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CISAWS Foundations Benchmark v1.2の正しい証拠を収集し、正確なコンプライアンスステータスを把握
するには、AWS Config以下のルールとパラメータが必要です。ルールを有効化または構成する方法につい
ては、「AWS Configマネージドルールの使用」を参照してください。

AWS Config必要な規則 必須パラメータ

ACCESS_KEYS_ROTATED maxAccessKeyAge
• ローテーションなしの最大日数。
• タイプ: Int
• デフォルト:90 日
• コンプライアンス要件:最大 90 日間

CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED該当しない

CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED該当しない

CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED該当しない

CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED該当しない

IAM_PASSWORD_POLICY MaxPasswordAge (オプション)
• パスワードの有効期限が切れるまでの日数。
• タイプ: int
• デフォルト: 90
• コンプライアンス要件:最大 90 日間

IAM_PASSWORD_POLICY MinimumPasswordLength (オプション)
• パスワードの最小文字数。
• タイプ: int
• デフォルト: 14
• コンプライアンス要件:最低 14 文字

IAM_PASSWORD_POLICY PasswordReusePrevention (オプション)
• 再利用を許可するまでのパスワードの数。
• タイプ: int
• デフォルト: 24
• コンプライアンス要件:再利用する前に最低24個のパスワー

ドが必要

IAM_PASSWORD_POLICY RequireLowercaseCharacters (オプション)
• パスワードには少なくとも 1 つの小文字が必要です。
• 型: ブール
• デフォルト: True
• コンプライアンス要件:少なくとも 1 つの小文字

IAM_PASSWORD_POLICY RequireNumbers (オプション)
• パスワードには少なくとも 1 つの数字が必要です。
• 型: ブール
• デフォルト: True
• コンプライアンス要件:少なくとも 1 つの数値

IAM_PASSWORD_POLICY RequireSymbols (オプション)
• パスワードには少なくとも 1 つの記号が必要です。
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AWS Config必要な規則 必須パラメータ
• 型: ブール
• デフォルト: True
• コンプライアンス要件:少なくとも 1 つの記号

IAM_PASSWORD_POLICY RequireUppercaseCharacters (オプション)
• パスワードには少なくとも 1 つの大文字が必要です。
• 型: ブール
• デフォルト: True
• コンプライアンス要件:少なくとも 1 つの大文字

IAM_POLICY_IN_USE policyARN
• チェック対象の IAM ポリシー ARN。
• 型: 文字列
• コンプライアンス要件:インシデントを管理するための IAM 

ロールを作成しますAWS。
policyUsageType (オプション)

• ユーザー、グループ、またはロールにポリシーを添付するか
どうかを指定します。

• タイプ: 文字列
• 有効な値: IAM_USER | IAM_GROUP | IAM_ROLE | ANY
• デフォルト値: ANY
• コンプライアンス要件:作成した IAM ロールに信頼ポリシー

をアタッチする

IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_ADMIN_ACCESS該当しない

IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK 該当しない

IAM_USER_NO_POLICIES_CHECK 該当しない

IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECKmaxCredentialUsageAge
• 認証情報を使用できない最大日数。
• タイプ: Int
• デフォルト:90 日
• コンプライアンス要件:90 日以上

INCOMING_SSH_DISABLED 該当しない

MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS該当しない

MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED該当しない
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AWS Config必要な規則 必須パラメータ

RESTRICTED_INCOMING_TRAFFICblockedPort1 (オプション)
• ブロックされた TCP ポート番号。
• タイプ: int
• デフォルト: 20
• コンプライアンス要件:ブロックされたポートへの侵入を許

可するセキュリティグループがないことを確認する
blockedPort2 (オプション)

• ブロックされた TCP ポート番号。
• タイプ: int
• デフォルト: 21
• コンプライアンス要件:ブロックされたポートへの侵入を許

可するセキュリティグループがないことを確認する
blockedPort3 (オプション)

• ブロックされた TCP ポート番号。
• タイプ: int
• デフォルト: 3389
• コンプライアンス要件:ブロックされたポートへの侵入を許

可するセキュリティグループがないことを確認する
blockedPort4 (オプション)

• ブロックされた TCP ポート番号。
• タイプ: int
• デフォルト: 3306
• コンプライアンス要件:ブロックされたポートへの侵入を許

可するセキュリティグループがないことを確認する
blockedPort5 (オプション)

• ブロックされた TCP ポート番号。
• タイプ: int
• デフォルト: 4333
• コンプライアンス要件:ブロックされたポートへの侵入を許

可するセキュリティグループがないことを確認する

ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED該当しない

ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED 該当しない

S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED targetBucket (オプション)
• サーバーアクセスログを保存するための S3 バケットです。
• 型: 文字列
• コンプライアンス要件:ロギングを有効にする

targetPrefix (オプション)
• サーバーアクセスログを保存するための S3 バケットのプレ

フィックス。
• 型: 文字列
• コンプライアンス要件: CloudTrailログ記録する S3 バケット

を特定する

S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED該当しない
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AWS Config必要な規則 必須パラメータ

VPC_DEFAULT_SECURITY_GROUP_CLOSED該当しない

VPC_FLOW_LOGS_ENABLED trafficType (オプション)
• trafficTypeフローログの。
• 型: 文字列
• コンプライアンス要件:フローロギングが有効になっている

CIS CIS に関するその他のリソース
• CISAWS Foundations Benchmark v.1.2.0
• AWSセキュリティブログの CISAWS 財団ベンチマークブログ記事

CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services 
Foundations Benchmark v1.3.0
AWS Audit Managerは、CISAWS Foundations Benchmark v1.3 をサポートする 2 つの構築済みフレーム
ワークを提供します。

• CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.3.0、レベル 1
• CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.3.0、レベル 1 および 2

Note

CIS AWS Foundations Benchmark v1.2.0、およびこのバージョンのベンチマークをサポート
する AWS Audit Manager フレームワークについては、「CIS Benchmark for CIS Amazon Web 
Services Foundations Benchmark v1.2.0 (p. 135)」を参照してください。

トピック
• CIS とは (p. 141)
• これらのフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 142)
• CIS CIS に関するその他のリソース (p. 143)

CIS とは
Center for Internet Security (CIS) は、AWS のセキュリティ設定のベストプラクティスのセットである CIS 
AWS Foundations Benchmark v1.3.0 を開発しました。業界で認められているこれらのベストプラクティ
スは、明確かつ実装および評価手順をユーザーに提供する点で、既に利用可能となっている概要レベルの
セキュリティに関するガイダンスを超えるものであり、AWS step-by-step ユーザーに明確かつ実装および
評価手順を提供します。

詳細については、AWS セキュリティブログの CIS AWS Foundations Benchmark のブログ投稿を参照して
ください。

CISAWS Foundations Benchmark v1.3.0 は、基本的な設定、テスト可能な設定、およびアーキテクチャに
依存しない設定に重点を置いて、AWS のサービスのサブセットのセキュリティオプションを設定するため
のガイダンスを提供します。このドキュメントの対象となる特定のAmazon Web Services には次のような
ものが含まれます。

• AWS Identity and Access Management (IAM)
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• AWS Config
• AWS CloudTrail
• アマゾン CloudWatch
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon Virtual Private Cloud (デフォルト)

CIS Benchmarks と CIS Controls の違い

CIS Benchmarks は、ベンダー製品に固有のセキュリティのベストプラクティスに関するガイドラインで
す。オペレーティングシステムから、クラウドサービスやネットワークデバイスに至るまで、ベンチマー
クから適用される設定は、組織が使用するシステムを保護します。CIS Controls は、組織が既知のサイ
バー攻撃ベクトルから保護するのに役立てるために従うべき基本的なベストプラクティスガイドラインで
す。

例

• CIS Benchmarks は規範的なものです。これらは通常、ベンダー製品で確認および設定できる特定の設
定を参照します。

例: CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.3.0 - 1.5 は、「ルートユーザー」アカウント
で MFA が確実に有効になっているようにします。

このレコメンデーションは、これを確認する方法と、AWS 環境のルートアカウントでこれを設定する方
法に関する規範的なガイダンスを提供します。

• CIS Controls は組織全体を対象としており、1 つのベンダー製品だけに固有のものではありません。

例: CIS Controls v7.1 - Sub-Control 4.5 Use Multi-Factor Authentication for All Administrative Access

このコントロールは、組織内で何が適用されると予想されるかを示しますが、(その場所にかかわらず) 
実行しているシステムとワークロードにどのように適用する必要があるかについて示すものではありま
せん。

これらのフレームワークを使用して監査の準備をサポートするた
めにを使用する
の CISAWS Foundations Benchmark v1.3 フレームワークを使用して、CIS 監査の準備に役立てることが
できます。AWS Audit Managerこれらのフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の
要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは CIS フ
レームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (ま
たは任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追加できます。この
評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

フレームワークの詳細には、以下の情報が含まれます。

のフレームワーク名AWS 
Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS の
サービス

CIS Benchmark for CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
v1.3.0、レベル 1

33 5 6 • アマゾン 
CloudWatch

• Amazon Elastic 
Compute Cloud
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のフレームワーク名AWS 
Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS の
サービス
• AWS Config
• AWS CloudTrail
• AWS Identity 

and Access 
Management

• AWS Security Hub

CIS Benchmark for CIS 
Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
v1.3.0、レベル 1 および 2

49 6 6 • Amazon Elastic 
Compute Cloud

• アマゾン 
CloudWatch

• AWS CloudTrail
• AWS Config
• AWS Identity 

and Access 
Management

• AWS Security Hub

これらのフレームワークのコントロールは、システムが CIS 標準に準拠しているかどうかを確認すること
を目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、CIS 監査に合格することを保証す
ることはできません。 AWS Audit Manager手動による証拠収集が必要な手続き型コントロールを自動的に
チェックしません。

これらのフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

これらのフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してく
ださい。

Audit Manager コンソールを使用してこれらの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサー
ビス範囲内ののリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager がデー
タソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、CIS Benchmark の要件
に従って行われます。これらのフレームワークの対象となるサービスのリストを編集する必要がある場
合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集できます。また
は、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成することもで
きます。

特定の要件をサポートするためにこれらのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存の
フレームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

CIS CIS に関するその他のリソース
• AWSセキュリティブログの CISAWS 財団ベンチマークブログ記事

CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services 
Foundations Benchmark v1.4.0
AWS Audit Managerは、Center for Internet Security (CIS)AWS のFoundations Benchmark v1.4.0 をサポー
トする、2 つの構築済み標準フレームワークを提供します。
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• CIS BenenAmazon Web Services mark v1.4.0、レベル 1
• CIS Benenenchmark v1.4.0、レベル 1 および 2

Note

• v1.2.0 をサポートする Audit Manager フレームワークの詳細については、を参照してくださ
いCIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.2.0 (p. 135)。

• v1.3.0 をサポートするAudit Manager フレームワークについては、を参照してくださいCIS 
Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.3.0 (p. 141)。

• 2022 年 11 月 9 日、Security Hub は CIS v1.4.0 標準に準拠した自動セキュリティチェックを開
始しました。これらは CIS v1.2.0 標準のセキュリティチェックに加えて利用できるようになり
ました。現時点では、Audit Manager でサポートされている Security Hub の結果は CIS v1.2.0 
のセキュリティチェックからのみです。ただし、AWS Configルール評価結果をエビデンス収集
のデータソースとして使用して設計された Audit Manager CIS v1.4.0 フレームワークを引き続
き使用できます。

トピック
• CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Benchmark v1.4.0 とは何ですか? (p. 144)
• これらのフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 145)
• CIS CIS に関するその他のリソース (p. 146)

CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Benchmark v1.4.0 
とは何ですか?
CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark、v1.4.0、レベル 1 および 2 
は、Amazon Web Services サブセットのセキュリティオプションを設定するための規範的なガイダンスを
提供します。基本的な設定、テスト可能な設定、およびアーキテクチャに依存しない設定に重点を置いて
います。このドキュメントの対象となる特定のAmazon Web Services には次のようなものが含まれます。

• AWS Identity and Access Management (IAM)
• IAM Access Analyzer
• AWS Config
• AWS CloudTrail
• アマゾン CloudWatch
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
• Amazon Virtual Private Cloud

CIS Benchmarks と CIS Controls の違い

CIS Benchmarks は、ベンダー製品に固有のセキュリティのベストプラクティスに関するガイドラインで
す。オペレーティングシステムから、クラウドサービスやネットワークデバイスに至るまで、ベンチマー
クから適用される設定は、使用されているシステムを保護します。CIS Controls は、組織が既知のサイ
バー攻撃ベクトルから保護するのに役立てるために従うべき基本的なベストプラクティスガイドラインで
す。

144

https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-cis-controls-1.4.0.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-cis-controls-1.4.0.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-cis-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-cis-controls.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
CISAWS Foundations Benchmark v.1.4

例

• CIS Benchmarks は規範的なものです。これらは通常、ベンダー製品で確認および設定できる特定の設
定を参照します。

例:CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.4.0-1.5 は、「ルートユーザー」アカウントで 
MFA が確実に有効になっているようにします。

このレコメンデーションは、これを確認する方法と、AWS 環境のルートアカウントでこれを設定する方
法に関する規範的なガイダンスを提供します。

• CIS Controls は組織全体を対象としており、1 つのベンダー製品だけに固有のものではありません。

例: CIS Controls v7.1 - Sub-Control 4.5 Use Multi-Factor Authentication for All Administrative Access

このコントロールは、組織内で何を適用する必要があるかを示します。ただし、その場所にかかわら
ず、実行しているシステムとワークロードにどのように適用する必要があるかについて示すものではあ
りません。

これらのフレームワークを使用して監査の準備をサポートするた
めにを使用する
の CISAWS Foundations Benchmark v1.4.0 フレームワークを使用して、CIS 監査の準備に役立てることが
できます。AWS Audit Managerこれらのフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の
要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは CIS フ
レームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (ま
たは任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追加できます。この
評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

フレームワークの詳細には、以下の情報が含まれます。

のフレームワーク名AWS 
Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS の
サービス

CIS Benchmark for CIS 
Amazon Web Services 
Benchmark v1.4.0、レベル 
1

32 6 7 • Amazon Elastic 
Compute Cloud

• アマゾン 
CloudWatch

• AWS CloudTrail
• AWS Config
• AWS Identity 

and Access 
Management

CIS Benchmark for CIS 
Amazon Web Services 
Benchmark v1.4.0、レベル 
1 および 2

50 8 7 • Amazon Elastic 
Compute Cloud

• アマゾン 
CloudWatch

• AWS CloudTrail
• AWS Config
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のフレームワーク名AWS 
Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS の
サービス
• AWS Identity 

and Access 
Management

• AWS Security Hub

これらのフレームワークのコントロールは、システムが CIS Benchmark for CIS Amazon Web Services 
Foundations Benchmark for CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.4.0 標準に準拠してい
るかどうかを確認するためのものではありません。さらに、これらのコントロールは、CIS 監査に合格す
ることを保証することはできません。 AWS Audit Manager手動による証拠収集が必要な手続き型コント
ロールを自動的にチェックしません。

これらのフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

これらのフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してく
ださい。

Audit Manager コンソールを使用してこれらの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサー
ビス範囲内ののリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager がデー
タソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、CIS Benchmark の要件
に従って行われます。これらのフレームワークの対象となるサービスのリストを編集する必要がある場
合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集できます。また
は、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成することもで
きます。

特定の要件をサポートするためにこれらのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存の
フレームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

CIS CIS に関するその他のリソース
• インターネットセキュリティセンターのCISベンチマーク
• AWSセキュリティブログの CISAWS 財団ベンチマークブログ記事

CIS Controls v7.1 Implementation Group 1
AWS Audit Managerは、Center for Internet Security (CIS) Controls v7.1 Implementation Group 1 をサポー
トする構築済みのフレームワークを提供します。

Note

CIS Controls v8 IG1AWS Audit Manager およびこの標準をサポートするフレームワークの詳細に
ついては、を参照してくださいCIS Controls v8 Implementation Group 1 (p. 148)。

AWS Audit Manager は、Center for Internet Security (CIS) をサポートする構築済みのフレームワークを提
供し、監査の準備をサポートします。

トピック
• CIS Controls とは (p. 147)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 147)
• CIS CIS に関するその他のリソース (p. 148)
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CIS Controls とは
CIS Controls は、一連のベストプラクティスを集合的に形成する、 defense-in-depth 優先順位が付けられ
た一連のアクションです。これらのベストプラクティスは、システムおよびネットワークに対する最も一
般的な攻撃を緩和します。Implementation Group 1 は通常、Sub-Controls の実装に利用できるリソースと
サイバーセキュリティの専門知識を十分に備えていない組織向けに定義されています。

CIS Controls と CIS Benchmarks の違い

CIS Controls は、組織が既知のサイバー攻撃ベクトルから保護するために従うことができる基本的なベス
トプラクティスのガイドラインです。CIS Benchmarks は、ベンダー製品に固有のセキュリティのベスト
プラクティスに関するガイドラインです。オペレーティングシステムから、クラウドサービスやネット
ワークデバイスに至るまで、Benchmark から適用される設定は、使用されているシステムを保護します。

例

• CIS Benchmarks は規範的なものです。これらは通常、ベンダー製品で確認および設定できる特定の設
定を参照します。
• 例:CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.2.0-1.13 は、「ルートユーザー」アカウン

トで MFA が確実に有効になっているようにします。
• このレコメンデーションは、これを確認する方法と、AWS 環境のルートアカウントでこれを設定する

方法に関する規範的なガイダンスを提供します。
• CIS Controls は組織全体を対象としており、1 つのベンダー製品だけに固有のものではありません。

• 例: CIS Controls v7.1 - Sub-Control 4.5 Use Multi-Factor Authentication for All Administrative Access
• このコントロールは、組織内で何を適用する必要があるかを示します。ただし、(その場所にかかわら

ず) 実行しているシステムとワークロードにどのように適用する必要があるかについて示すものでは
ありません。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
CIS Controls v7.1 IG1 フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。このフレーム
ワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これ
らのコントロールは、CIS の要件に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレームワー
クとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすること
もできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは、CIS 
Controls v7.1 IG1 フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間にな
ると、ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追
加できます。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役
立ちます。

CIS Controls v7.1 IG1 フレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS のサービ
ス

CIS Controls v7.1 IG1 21 22 16 • Amazon Elastic 
Compute Cloud

• AWS CloudTrail
• AWS Config
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のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS のサービ
ス
• AWS Identity and 

Access Management

このフレームワークのコントロールは、システムが CIS Controls に準拠しているかどうかを確認すること
を目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、CIS 監査に合格することを保証す
ることはできません。 AWS Audit Manager手動による証拠収集が必要な手続き型コントロールを自動的に
チェックしません。

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、CIS コントロール
ズの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービスのリストを編集する必要がある
場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集できます。また
は、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成することもで
きます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

CIS CIS に関するその他のリソース
• CIS Controls v7.1 IG1

CIS Controls v8 Implementation Group 1
AWS Audit Managerは、Center for Internet Security (CIS) Controls v8 Implementation Group 1 をサポート
する構築済みの標準フレームワークを提供します。

Note

CIS Controls v7.1 IG1 と、AWS Audit Managerこの標準をサポートするフレームワークの詳細に
ついては、を参照してくださいCIS Controls v7.1 Implementation Group 1 (p. 146)。

トピック
• CIS Controls ls とは (p. 148)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 149)
• CIS CIS に関するその他のリソース (p. 150)

CIS Controls ls とは
CIS Critical Security Controls（CIS Controls）は、システムやネットワークに対する最も一般的なサイバー
攻撃を軽減するための、優先順位が付けられた一連の保護手段です。それらは複数の法律、規制、および
政策の枠組みにマッピングされ、参照されています。CIS Controls v8は、最新のシステムとソフトウェア
に対応できるように強化されました。クラウドベースのコンピューティング、仮想化、モビリティ、アウ
トソーシング work-from-home、そして攻撃者の戦術の変化がアップデートのきっかけとなりました。この
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アップデートは、企業が完全なクラウド環境とハイブリッド環境の両方に移行する際のセキュリティをサ
ポートします。

CIS Controls と CIS Benchmarks の違い

CIS Controls は、組織が既知のサイバー攻撃ベクトルから保護するために従うことができる基本的なベス
トプラクティスのガイドラインです。CIS Benchmarks は、ベンダー製品に固有のセキュリティのベスト
プラクティスに関するガイドラインです。オペレーティングシステムから、クラウドサービスやネット
ワークデバイスに至るまで、Benchmark から適用される設定は、使用されているシステムを保護します。

例

• CIS Benchmarks は規範的なものです。これらは通常、ベンダー製品で確認および設定できる特定の設
定を参照します。
• 例:CIS Amazon Web Services Foundations Benchmark v1.2.0-1.13 は、「ルートユーザー」アカウン

トで MFA が確実に有効になっているようにします。
• このレコメンデーションは、これを確認する方法と、AWS 環境のルートアカウントでこれを設定する

方法に関する規範的なガイダンスを提供します。
• CIS Controls は組織全体を対象としており、1 つのベンダー製品だけに固有のものではありません。

• 例: CIS Controls v7.1 - Sub-Control 4.5 Use Multi-Factor Authentication for All Administrative Access
• このコントロールは、組織内で何を適用する必要があるかを示します。ただし、(その場所にかかわら

ず) 実行しているシステムとワークロードにどのように適用する必要があるかについて示すものでは
ありません。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
CIS Controls v8 IG1 フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。このフレーム
ワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これ
らのコントロールは、CIS の要件に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレームワー
クとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすること
もできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは CIS 
Controls v8 フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、
ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追加でき
ます。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちま
す。

CIS コントロール v8 フレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS のサー
ビス

CIS Controls 25 31 15 • Amazon Elastic 
Compute Cloud

• AWS Config
• AWS Identity 

and Access 
Management

• AWS License 
Manager
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このフレームワークのコントロールは、システムが CIS Controls に準拠しているかどうかを確認すること
を目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、CIS 監査に合格することを保証す
ることはできません。 AWS Audit Manager手動による証拠収集が必要な手続き型コントロールを自動的に
チェックしません。

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、CIS コントロール
ズの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービスのリストを編集する必要がある
場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集できます。また
は、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成することもで
きます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

CIS CIS に関するその他のリソース
• CIS コントロール v8

FedRAMP Moderate Baseline
AWS Audit Managerは、監査の準備をサポートする FedRAMP Moderate Baseline フレームワークを提供
します。

トピック
• FedRAMP とは (p. 150)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 150)
• FedRAMP RAMP に関するその他のリソース (p. 151)

FedRAMP とは
Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) は 2011 年に設立されました。米国連邦
政府によるクラウドサービスの採用と利用について、費用対効果の高いリスクベースのアプローチを提供
します。FedRAMPは、連邦政府の情報のセキュリティと保護に重点を置いて、連邦政府機関が最新のク
ラウド技術を利用できるようにします。

FedRAMP モデレートベースラインコントロールの詳細については、「FedRAMP モデレートセキュリ
ティテストケース手順テンプレート」を参照してください。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
監査の準備に役立てるのに FedRAMP Moderate Benmark フレームワークを使用して、監査の準備に役立
てることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコ
レクションが含まれています。これらのコントロールは、FedRAMP の要件に従ってコントロールセット
にグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満た
す必要がある内部監査をサポートすることもできます。
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フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは、フ
レームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (ま
たは任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追加できます。この
評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

FedRAMP モデレートベースラインフレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS の
サービス

FedRAMP Moderate 
Baseline

303 908 325 • Amazon Elastic 
Compute Cloud

• AWS Config
• AWS Identity 

and Access 
Management

このフレームワークのコントロールは、システムが FedRAMP に準拠しているかどうかを確認することを
目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、FedRAMP 監査に合格することを保
証することはできません。 AWS Audit Manager手動による証拠収集が必要な手続き型コントロールを自動
的にチェックしません。

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、FedRAMP 
Moderate Baseline の要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービスのリストを編
集する必要がある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編
集できます。または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を
作成することもできます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

FedRAMP RAMP に関するその他のリソース
• AWSFedRAMP のコンプライアンスページ
• AWSFedRAMP のブログ投稿

一般データ保護規則 (GDPR)
AWS Audit Managerは、一般データ保護規則 (GDPR) をサポートする構築済みの標準フレームワークを提
供します。デフォルトでは、このフレームワークには手動コントロールのみが含まれています。これらの
手動コントロールは、証拠を自動的に収集しません。ただし、GDPR に基づく一部のコントロールの証拠
収集を自動化する場合は、AWS Audit Manager のカスタムコントロール機能を使用できます。詳細につい
ては、「このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 152)」を参照し
てください。

トピック
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• 一般データ保護規則 (GDPR) とは何ですか (p. 152)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 152)
• GDPR に関するその他のリソース (p. 168)

一般データ保護規則 (GDPR) とは何ですか
一般データ保護規則 (GDPR、General Data Protection Regulation) は、2018 年 5 月 25 日に発効した欧州
の新しいプライバシー関連法令です。GDPR は、指令 95/46/EC (Directive 95/46/EC) としても知られる 
EU データ保護指令 (EU Data Protection Directive) に代わるものです。これは、欧州連合 (EU) 全体のデー
タ保護関連法令を調和させることを目的としています。これは、各 EU 加盟国全体で拘束力のある単一の
データ保護関連法令を適用します。

GDPR は、EU 内に設立されたすべての組織、および EU 内に設立されたかどうかにかかわらず、EU 内
のデータ主体に対する商品またはサービスの提供、または EU 内で行われる行動のモニタリングに関連し
て、EU データ主体の個人データを処理する組織に適用されます。個人データとは、識別された、または
識別可能な自然人に関する情報です。

GDPR フレームワークは、AWS Audit Manager のフレームワークライブラリのページにあります。詳細に
ついては、「General Data Protection Regulation (GDPR) Center」を参照してください。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
で AWS Audit ManagerGDPR フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。

フレームワークの詳細には、以下の情報が含まれます。

のフレームワーク名AWS 
Audit Manager

自動制御
の数

手動制御
の数

コントロールセットの数 範囲内の AWS の
サービス

GDPR 0 371 10 なし

GDPR フレームワークは、Audit Manager の「標準フレームワーク」フレームワークのライブラ
リ (p. 99) タブにあります。

この標準フレームワークには手動コントロールのみが含まれているため、AWS のサービス対象となるの
コントロールはありません。このフレームワークの対象となるサービスのリストを編集する必要がある場
合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集できます。また
は、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成することもで
きます。

GDPRAWS Audit Manager に基づくコントロールの証拠収集を自動化するには、を使用して GDPR 向け
のカスタムコントロールを作成できます。これは、次の表の推奨データソース設定を参照することで実行
できます。カスタムコントロールを作成する手順については、「カスタムコントロールの作成 (p. 192)」
を参照してください。

コントロー
ル名

コント
ロール
セット

推奨されるコントロールのデータソースマッピング

第 25 
条 Data 
protection 
by design 
and by 

第 4 章 
- コント
ローラー
とプロ
セッサ

この GDPR コントロールをサポートする AWS Audit Manager で カスタムコ
ントロールを作成できます。

コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で
次のように入力します。
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http://en.wikipedia.org/wiki/Data_Protection_Directive
http://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/APIReference/API_CreateAssessment.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/APIReference/API_UpdateAssessment.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-custom-frameworks-from-existing.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-1


AWS Audit Manager ユーザーガイド
一般データ保護規則 (GDPR)

コントロー
ル名

コント
ロール
セット

推奨されるコントロールのデータソースマッピング

default 
(データ保
護バイデザ
インおよび
データ保護
バイデフォ
ルト).1

• 一定期間におけるすべてのルートアカウントイベントを表示する
• AWS CloudTrail バケットはパブリックではありません
• Allow:*:*を使用してすべてのポリシーを表示し、それらのポリシーを使

用するすべてのプリンシパルとサービスを一覧表示する

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Config証拠タイ
プとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、AWS Config 
Rules以下を選択します。

• IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK
• ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED
• ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED
• VPC_FLOW_LOGS_ENABLED
• ACCESS_KEYS_ROTATED
• IAM_PASSWORD_POLICY

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Security Hub証
拠タイプとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、次の 
Security Hub セキュリティチェックを選択します。

• 1.1-3.14
• Config.1
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https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-cis-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp-controls.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
一般データ保護規則 (GDPR)

コントロー
ル名

コント
ロール
セット

推奨されるコントロールのデータソースマッピング

第 25 
条 Data 
protection 
by design 
and by 
default 
(データ保
護バイデザ
インおよび
データ保護
バイデフォ
ルト).2

第 4 章 
- コント
ローラー
とプロ
セッサ

この GDPR コントロールをサポートする AWS Audit Manager で カスタムコ
ントロールを作成できます。

コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で
次のように入力します。

• 一定期間におけるすべてのルートアカウントイベントを表示する
• AWS CloudTrail バケットはパブリックではありません
• Allow:*:*を使用してすべてのポリシーを表示し、それらのポリシーを使

用するすべてのプリンシパルとサービスを一覧表示する

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Config証拠タイ
プとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、AWS Config 
Rules以下を選択します。

• IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK
• ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED
• ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED
• VPC_FLOW_LOGS_ENABLED
• ACCESS_KEYS_ROTATED
• IAM_PASSWORD_POLICY

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Security Hub証
拠タイプとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、次の 
Security Hub セキュリティチェックを選択します。

• 1.1-3.14
• Config.1
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https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-1
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-cis-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp-controls.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
一般データ保護規則 (GDPR)

コントロー
ル名

コント
ロール
セット

推奨されるコントロールのデータソースマッピング

第 25 
条 Data 
protection 
by design 
and by 
default 
(データ保
護バイデザ
インおよび
データ保護
バイデフォ
ルト).3

第 4 章 
- コント
ローラー
とプロ
セッサ

この GDPR コントロールをサポートする AWS Audit Manager で カスタムコ
ントロールを作成できます。

コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で
次のように入力します。

• 一定期間におけるすべてのルートアカウントイベントを表示する
• AWS CloudTrail バケットはパブリックではありません
• Allow:*:*を使用してすべてのポリシーを表示し、それらのポリシーを使

用するすべてのプリンシパルとサービスを一覧表示する

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Config証拠タイ
プとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、AWS Config 
Rules以下を選択します。

• IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK
• ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED
• ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED
• VPC_FLOW_LOGS_ENABLED
• ACCESS_KEYS_ROTATED
• IAM_PASSWORD_POLICY

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Security Hub証
拠タイプとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、次の 
Security Hub セキュリティチェックを選択します。

• 1.1-3.14
• Config.1
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https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-1
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/access-keys-rotated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-cis-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp-controls.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
一般データ保護規則 (GDPR)

コントロー
ル名

コント
ロール
セット

推奨されるコントロールのデータソースマッピング

第 30 条 
Records of 
processing 
activities 
(取扱活動
の記録).1

第 4 章 
- コント
ローラー
とプロ
セッサ

この GDPR コントロールをサポートする AWS Audit Manager で カスタムコ
ントロールを作成できます。

コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で
次のように入力します。

• 一定期間におけるすべてのルートアカウントイベントを表示する

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Config証拠タイ
プとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、AWS Config 
Rules以下を選択します。

• CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED
• VPC_FLOW_LOGS_ENABLED
• CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_ENABLED
• ELB_LOGGING_ENABLED
• CLOUDTRAIL_SECURITY_TRAIL_ENABLED
• REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK
• CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Security Hub証
拠タイプとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、次の 
Security Hub セキュリティチェックを選択します。

• Config.1
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https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-1
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp-controls.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
一般データ保護規則 (GDPR)

コントロー
ル名

コント
ロール
セット

推奨されるコントロールのデータソースマッピング

第 30 条 
Records of 
processing 
activities 
(取扱活動
の記録).2

第 4 章 
- コント
ローラー
とプロ
セッサ

この GDPR コントロールをサポートする AWS Audit Manager で カスタムコ
ントロールを作成できます。

コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で
次のように入力します。

• 一定期間におけるすべてのルートアカウントイベントを表示する

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Config証拠タイ
プとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、AWS Config 
Rules以下を選択します。

• CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED
• VPC_FLOW_LOGS_ENABLED
• CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_ENABLED
• ELB_LOGGING_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Security Hub証
拠タイプとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、次の 
Security Hub セキュリティチェックを選択します。

• Config.1
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https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-1
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp-controls.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
一般データ保護規則 (GDPR)

コントロー
ル名

コント
ロール
セット

推奨されるコントロールのデータソースマッピング

第 30 条 
Records of 
processing 
activities 
(取扱活動
の記録).3

第 4 章 
- コント
ローラー
とプロ
セッサ

この GDPR コントロールをサポートする AWS Audit Manager で カスタムコ
ントロールを作成できます。

コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で
次のように入力します。

• 一定期間におけるすべてのルートアカウントイベントを表示する
• AWS CloudTrail バケットはパブリックではありません
• Allow:*:*を使用してすべてのポリシーを表示し、それらのポリシーを使

用するすべてのプリンシパルとサービスを一覧表示する

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Config証拠タイ
プとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、AWS Config 
Rules以下を選択します。

• CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED
• VPC_FLOW_LOGS_ENABLED
• CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_ENABLED
• ELB_LOGGING_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Security Hub証
拠タイプとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、次の 
Security Hub セキュリティチェックを選択します。

• Config.1
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https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-1
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp-controls.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
一般データ保護規則 (GDPR)

コントロー
ル名

コント
ロール
セット

推奨されるコントロールのデータソースマッピング

第 30 条 
Records of 
processing 
activities 
(取扱活動
の記録).4

第 4 章 
- コント
ローラー
とプロ
セッサ

この GDPR コントロールをサポートする AWS Audit Manager で カスタムコ
ントロールを作成できます。

コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で
次のように入力します。

• 一定期間におけるすべてのルートアカウントイベントを表示する
• AWS CloudTrail バケットはパブリックではありません
• Allow:*:*を使用してすべてのポリシーを表示し、それらのポリシーを使

用するすべてのプリンシパルとサービスを一覧表示する

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Config証拠タイ
プとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、AWS Config 
Rules以下を選択します。

• CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED
• VPC_FLOW_LOGS_ENABLED
• CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_ENABLED
• ELB_LOGGING_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Security Hub証
拠タイプとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、次の 
Security Hub セキュリティチェックを選択します。

• Config.1

159

https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-1
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp-controls.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
一般データ保護規則 (GDPR)

コントロー
ル名

コント
ロール
セット

推奨されるコントロールのデータソースマッピング

第 30 条 
Records of 
processing 
activities 
(取扱活動
の記録).5

第 4 章 
- コント
ローラー
とプロ
セッサ

この GDPR コントロールをサポートする AWS Audit Manager で カスタムコ
ントロールを作成できます。

コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で
次のように入力します。

• 一定期間におけるすべてのルートアカウントイベントを表示する

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Config証拠タイ
プとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、AWS Config 
Rules以下を選択します。

• CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED
• VPC_FLOW_LOGS_ENABLED
• CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_ENABLED
• ELB_LOGGING_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Security Hub証
拠タイプとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、次の 
Security Hub セキュリティチェックを選択します。

• Config.1
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https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-1
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp-controls.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
一般データ保護規則 (GDPR)

コントロー
ル名

コント
ロール
セット

推奨されるコントロールのデータソースマッピング

第 32 条 
Security of 
processing 
(取扱いの
安全性).1

第 4 章 
- コント
ローラー
とプロ
セッサ

この GDPR コントロールをサポートする AWS Audit Manager で カスタムコ
ントロールを作成できます。

コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で
次のように入力します。

• すべてのサービスの保管中のデータ暗号化を表示する
• すべてのサービスの転送中のデータ暗号化を表示する
• Amazon S3 向けに MFA 削除が有効になっています
• Amazon Inspector のすべてのスキャン
• Amazon Inspector が有効になっていないすべてのインスタンスを表示する
• HTTPS (SSL) でリッスンしているすべてのロードバランサーを表示する
• AWS CloudTrail が保存中に暗号化されました
• AWS Configすべての変更およびすべてのコメントされた設定を表示するの

ための Amazon CloudWatch アラート
• すべてのルートアクティビティ

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Config証拠タイ
プとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、AWS Config 
Rules以下を選択します。

• CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED
• S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY
• CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED
• CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED
• EFS_ENCRYPTED_CHECK
• ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST
• ENCRYPTED_VOLUMES
• RDS_STORAGE_ENCRYPTED
• REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK
• S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED
• SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED
• SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED
• SNS_ENCRYPTED_KMS
• EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT
• DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS
• DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED
• RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED
• S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS
• DAX_ENCRYPTION_ENABLED
• EKS_SECRETS_ENCRYPTED
• RDS_LOGGING_ENABLED
• REDSHIFT_BACKUP_ENABLED
• RDS_IN_BACKUP_PLAN
• WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED
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https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-1
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dax-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eks-secrets-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-classic-logging-enabled.html
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一般データ保護規則 (GDPR)

コントロー
ル名

コント
ロール
セット

推奨されるコントロールのデータソースマッピング

• WAFV2_LOGGING_ENABLED
• ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK
• ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED
• ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK
• REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL
• CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS
• ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED
• ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK
• ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY
• ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK
• API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-custom-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-viewer-policy-https.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
一般データ保護規則 (GDPR)

コントロー
ル名

コント
ロール
セット

推奨されるコントロールのデータソースマッピング

第 32 条 
Security of 
processing 
(取扱いの
安全性).2

第 4 章 
- コント
ローラー
とプロ
セッサ

この GDPR コントロールをサポートする AWS Audit Manager で カスタムコ
ントロールを作成できます。

コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で
次のように入力します。

• すべてのサービスの保管中のデータ暗号化を表示する
• すべてのサービスの転送中のデータ暗号化を表示する
• Amazon S3 向けに MFA 削除が有効になっています
• Amazon Inspector のすべてのスキャン
• Amazon Inspector が有効になっていないすべてのインスタンスを表示する
• HTTPS (SSL) でリッスンしているすべてのロードバランサーを表示する
• AWS CloudTrail が保存中に暗号化されました
• AWS Configすべての変更およびすべてのコメントされた設定を表示するの

ための Amazon CloudWatch アラート
• すべてのルートアクティビティ

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Config証拠タイ
プとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、AWS Config 
Rules以下を選択します。

• CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED
• S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY
• CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED
• CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED
• EFS_ENCRYPTED_CHECK
• ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST
• ENCRYPTED_VOLUMES
• RDS_STORAGE_ENCRYPTED
• REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK
• S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED
• SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED
• SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED
• SNS_ENCRYPTED_KMS
• EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT
• DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS
• DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED
• RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED
• S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS
• DAX_ENCRYPTION_ENABLED
• EKS_SECRETS_ENCRYPTED
• RDS_LOGGING_ENABLED
• REDSHIFT_BACKUP_ENABLED
• RDS_IN_BACKUP_PLAN
• WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED
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https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-1
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dax-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eks-secrets-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-classic-logging-enabled.html
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コントロー
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推奨されるコントロールのデータソースマッピング

• WAFV2_LOGGING_ENABLED
• ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK
• ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED
• ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK
• REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL
• CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS
• ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED
• ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK
• ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY
• ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK
• API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-custom-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-viewer-policy-https.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
一般データ保護規則 (GDPR)

コントロー
ル名

コント
ロール
セット

推奨されるコントロールのデータソースマッピング

第 32 条 
Security of 
processing 
(取扱いの
安全性).3

第 4 章 
- コント
ローラー
とプロ
セッサ

この GDPR コントロールをサポートする AWS Audit Manager で カスタムコ
ントロールを作成できます。

コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で
次のように入力します。

• すべてのサービスの保管中のデータ暗号化を表示する
• すべてのサービスの転送中のデータ暗号化を表示する
• Amazon S3 向けに MFA 削除が有効になっています
• Amazon Inspector のすべてのスキャン
• Amazon Inspector が有効になっていないすべてのインスタンスを表示する
• HTTPS (SSL) でリッスンしているすべてのロードバランサーを表示する
• AWS CloudTrail が保存中に暗号化されました
• AWS Configすべての変更およびすべてのコメントされた設定を表示するの

ための Amazon CloudWatch アラート
• すべてのルートアクティビティ

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Config証拠タイ
プとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、AWS Config 
Rules以下を選択します。

• CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED
• S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY
• CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED
• CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED
• EFS_ENCRYPTED_CHECK
• ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST
• ENCRYPTED_VOLUMES
• RDS_STORAGE_ENCRYPTED
• REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK
• S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED
• SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED
• SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED
• SNS_ENCRYPTED_KMS
• EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT
• DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS
• DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED
• RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED
• S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS
• DAX_ENCRYPTION_ENABLED
• EKS_SECRETS_ENCRYPTED
• RDS_LOGGING_ENABLED
• REDSHIFT_BACKUP_ENABLED
• RDS_IN_BACKUP_PLAN
• WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED
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https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-1
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dax-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eks-secrets-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-classic-logging-enabled.html
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推奨されるコントロールのデータソースマッピング

• WAFV2_LOGGING_ENABLED
• ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK
• ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED
• ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK
• REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL
• CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS
• ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED
• ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK
• ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY
• ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK
• API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-custom-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-viewer-policy-https.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
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コントロー
ル名

コント
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セット

推奨されるコントロールのデータソースマッピング

第 32 条 
Security of 
processing 
(取扱いの
安全性).4

第 4 章 
- コント
ローラー
とプロ
セッサ

この GDPR コントロールをサポートする AWS Audit Manager で カスタムコ
ントロールを作成できます。

コントロールの詳細を指定するときは、[Testing information] (テスト情報) で
次のように入力します。

• すべてのサービスの保管中のデータ暗号化を表示する
• すべてのサービスの転送中のデータ暗号化を表示する
• Amazon S3 向けに MFA 削除が有効になっています
• Amazon Inspector のすべてのスキャン
• Amazon Inspector が有効になっていないすべてのインスタンスを表示する
• HTTPS (SSL) でリッスンしているすべてのロードバランサーを表示する
• AWS CloudTrail が保存中に暗号化されました
• AWS Configすべての変更およびすべてのコメントされた設定を表示するの

ための Amazon CloudWatch アラート
• すべてのルートアクティビティ

カスタムコントロールのデータソースを設定する場合、AWS Config証拠タイ
プとして [自動証拠]、[コンプライアンスチェック元] を選択し、AWS Config 
Rules以下を選択します。

• CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED
• S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY
• CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED
• CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED
• EFS_ENCRYPTED_CHECK
• ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST
• ENCRYPTED_VOLUMES
• RDS_STORAGE_ENCRYPTED
• REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK
• S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED
• SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED
• SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED
• SNS_ENCRYPTED_KMS
• EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT
• DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS
• DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED
• RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED
• S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS
• DAX_ENCRYPTION_ENABLED
• EKS_SECRETS_ENCRYPTED
• RDS_LOGGING_ENABLED
• REDSHIFT_BACKUP_ENABLED
• RDS_IN_BACKUP_PLAN
• WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED
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https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
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https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html#from-scratch-step-2
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dax-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eks-secrets-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-classic-logging-enabled.html
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コントロー
ル名

コント
ロール
セット

推奨されるコントロールのデータソースマッピング

• WAFV2_LOGGING_ENABLED
• ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK
• ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED
• ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK
• REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL
• CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS
• ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED
• ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK
• ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY
• ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK
• API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED

GDPR 用の新しいカスタムコントロールを作成したら、それらをカスタム GDPR フレームワークに追加
できます。詳細については、カスタムフレームワークの作成 (p. 103)およびカスタムフレームワークの編
集 (p. 106)を参照してください。その後、カスタム GDPR フレームワークから評価を作成できます。こ
れにより、AWS Audit Manager追加したカスタムコントロールの証拠を自動的に収集できます。フレーム
ワークから評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してください。

GDPR に関するその他のリソース
• 一般データ保護規則 (GDPR) センター
• AWSGDPR に関するブログ投稿

グラムリーチブライリー法 (Gramm-Leach-Bliley Act)
AWS Audit Managerには、グラムリー法 (GLBA、Gramm-Leach-Briley Act) をサポートする構築済みフ
レームワークが用意されています。

トピック
• グラムリーチブライリー法 (GLBA、Gramm-Leach-Bliley Act) とは (p. 168)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 169)

グラムリーチブライリー法 (GLBA、Gramm-Leach-Bliley Act) と
は
グラムリーチブライリー法 (GLBA、Gramm-Leach-Bliley Act) は、1999 年金融サービス近代化法 
(Financial Service Modernization Act of 1999) とも呼ばれ、米国で制定された連邦法で、金融機関が個人
の私的情報を取り扱う方法を統制するためのものです。同法は 3 つのセクションで構成されます。1 つ目
は、私的財務情報の収集および開示を規制する財務プライバシールール (Financial Privacy Rule) です。2 
つ目は、金融機関がそのような情報を保護するためのセキュリティプログラムを実装する必要があること
を規定するセーフガードルール (Safeguards Rule) です。3 つ目は、プリテキスティング (身元や身分を
なりすまして私的情報にアクセスすること) の慣行を禁止するプリテキスティングに関する規定です。ま
た、同法では、顧客の情報の共有に関する慣行を説明するプライバシー通知書を顧客に提供するよう金融
機関に義務付けています。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-custom-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-viewer-policy-https.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
http://aws.amazon.com/compliance/gdpr-center/
http://aws.amazon.com/blogs/security/tag/gdpr/
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このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
グラムリーチブライリー法 (GLBA、Gramm-Leach-Bliley Act) フレームワークを使用して、監査の準備に
役立てることができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロール
のコレクションが含まれています。これらのコントロールは、GLBA の要件に従ってコントロールセット
にグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満た
す必要がある内部監査をサポートすることもできます。

GLBA フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、GLBA 監査に関連す
る証拠の収集を開始できます。評価では、監査の範囲に含めるAWS アカウントおよびサービスを指定でき
ます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは、GLBA フレーム
ワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (または任
意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追加できます。この評価レ
ポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

GLBA フレームワークの詳細には、以下の情報が含まれます。

のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロー
ルセットの
数

範囲内の AWS のサービス

グラムリーチ
ブライリー法 
(GLBA、Gramm-Leach-
Bliley Act)

4 110 16 • Amazon Elastic 
Compute Cloud

• AWS CloudTrail
• AWS Config
• AWS Identity and 

Access Management
• AWS Security Hub

AWS Audit Managerこのフレームワークのコントロールは、システムが GLBA 標準に準拠しているかどう
かを確認することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、GLBA 監査に合
格することを保証することはできません。 AWS Audit Manager手動による証拠収集が必要な手続き型コン
トロールを自動的にチェックしません。

GLBA フレームワークは、Audit Manager の「標準フレームワーク」フレームワークのライブラ
リ (p. 99) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、GLBA の要件
に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービスのリストを編集する必要がある場合
は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集できます。また
は、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成することもで
きます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。
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https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/APIReference/API_CreateAssessment.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/APIReference/API_UpdateAssessment.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-custom-frameworks-from-existing.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/custom-frameworks.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/custom-frameworks.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
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GxP 21 CFR Part 11
AWS Audit Managerは、AWSベストプラクティスに基づいて GxP CFR Part 11 の規制をサポートする構
築済みのフレームワークを提供します。

Note

GxP EU Annex 11 およびそれをサポートする Audit Manager フレームワークについては、「GxP 
EU Annex 11 (p. 171)」を参照してください。

トピック
• GxP CFR Part 11 とは (p. 170)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 170)
• その他のGxP リソース (p. 171)

GxP CFR Part 11 とは
GxP は、食品や医療製品を製造するライフサイエンス業界の組織に適用される規制およびガイドラインで
す。これに該当する医療製品には、医薬品、医療機器、および医療ソフトウェアアプリケーションが含ま
れます。GxP 要件の全体的な趣旨は、食品および医療製品が消費者にとって確実に安全なものであるよう
にすることにあります。また、製品関連の安全性に関する決定を行うために使用されるデータの完全性を
確保することもその趣旨に含まれています。

GxP という用語は、コンプライアンス関連のさまざまな活動を包含するものです。これらには、Good 
Laboratory Practices (GLP)、Good Clinical Practices (GCP)、Good Manufacturing Practices (GMP) が含
まれています。これらのさまざまなタイプの活動において、ライフサイエンス業界の組織は、製品固有の
要件を遵守する必要があります。これは、組織が製造する製品の種類と、製品が販売される国に基づきま
す。ライフサイエンス業界の組織がコンピュータ化されたシステムを使用して特定の GxP 活動を実施する
場合、コンピュータ化された GxP システムがシステムの使用目的に合わせて適切に開発、検証、および運
用されているようにする必要があります。

AWS Cloud for GxP システムを使用するための包括的なアプローチについては、Considerations for Using 
AWS Products in GxP Systems のホワイトペーパーを参照してください。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
監査の準備に役立てるのは、GxP 21 CFR Part 11 フレームワークを使用して、監査の準備に役立てること
ができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクショ
ンが含まれています。これらのコントロールは、GxP の要件に従ってコントロールセットにグループ化さ
れます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内
部監査をサポートすることもできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは、GxP 
21 CFR Part 11フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になる
と、ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追加
できます。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立
ちます。

GxP CFR Part 11 フレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名AWS 
Audit Manager

自動制御
の数

手動制御
の数

コントロールセットの数 範囲内の AWS の
サービス

GxP 21 CFR Part 11 13 14 7 • AWS CloudTrail
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のフレームワーク名AWS 
Audit Manager

自動制御
の数

手動制御
の数

コントロールセットの数 範囲内の AWS の
サービス
• AWS Config
• AWS Identity 

and Access 
Management

AWS Audit Managerこのフレームワークのコントロールは、システムが GxP の規制に準拠しているかど
うかを確認することを意図するものではありません。さらに、これらのコントロールは、GxP 監査に合格
することを保証することはできません。 AWS Audit Manager手動による証拠収集が必要な手続き型コント
ロールを自動的にチェックしません。

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、GxP CFR Part 11 
フレームワークの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービスのリストを編集す
る必要がある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集で
きます。または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成
することもできます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

その他のGxP リソース
• AWSGxP のコンプライアンスページ
• GxPAWS システムで製品を使用する際の考慮事項

GxP EU Annex 11
AWS Audit Managerは、AWSベストプラクティスに基づいて GxP EU Annex 11 の規制をサポートする構
築済みのフレームワークを提供します。

Note

GxP 21 CFR Part 11 およびそれをサポートする Audit Manager フレームワークについては、
「GxP 21 CFR Part 11 (p. 170)」を参照してください。

トピック
• GxP EU Annex 11 とは (p. 171)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 172)

GxP EU Annex 11 とは
GxP EU Annex 11 フレームワークは、米国の FDA 21 CFR Part 11 フレームワークに相当する欧州のフ
レームワークです。この Annex はGood Manufacturing Practices (GMP) によって規制される活動の一部と
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https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/custom-frameworks.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/custom-frameworks.html
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して使用されるすべての形態のコンピュータ化されたシステムに適用されます。コンピュータ化されたシ
ステムは、特定の機能を一緒に実行する一連のソフトウェアおよびハードウェアコンポーネントです。ア
プリケーションを検証し、IT インフラストラクチャが特定の要件を満たすようにする必要があります。コ
ンピュータ化されたシステムが手動操作に取って代わる場合、その結果として、製品の品質、プロセスの
制御、または品質保証の低下が生じないようにする必要があります。プロセスの全体的なリスクが増加し
ないようにする必要があります。

Annex 11 は、欧州の GMP ガイドラインの一部であり、製薬業界の組織によって使用されるコンピュータ
化されたシステムについての付託事項を定義しています。Annex 11 は、欧州の規制当局が医薬品および医
療機器に関連するコンピュータ化されたシステムの要件を確立できるようにするチェックリストとして機
能します。欧州委員会の委員会によって定められたガイドラインは、FDA (21 CFR Part 11) とそれほど異
なるものではありません。Annex 11 は、電子記録および電子署名の管理方法の基準を定義しています。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
GxP EU Annex 11 フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。このフレームワー
クには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらの
コントロールは、GxP の要件に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレームワークと
そのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもで
きます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは、GxP 
EU Annex 11フレームワークで定義されている統制に基づいて行われます。監査の時間になると、ユー
ザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追加できま
す。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちま
す。

GxP EU Annex 11 フレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS のサービ
ス

GxP EU Annex 11 19 13 3 • アマゾン CloudWatch
• AWS CloudTrail
• AWS Config
• AWS Identity and 

Access Management
• AWS Security Hub

このフレームワークのコントロールは、システムが GxP EU Annex 11 の要件に準拠しているかどうかを
確認することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、GxP 監査に合格する
ことを保証することはできません。 AWS Audit Managerは、手動による証拠収集が必要な手続き型コント
ロールを自動的にチェックしません。

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
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がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、GxP EU Annex 11 
フレームワークの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービスのリストを編集す
る必要がある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集で
きます。または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成
することもできます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

2003 年の医療保険の相互運用性と説明責任に関する
法律 (Health Insurance Portability and Accountability 
Act) セキュリティ規則
AWS Audit Manager は、監査の準備を支援する HIPAA ルールをサポートする構築済みのフレームワーク
を提供します。

Note

このフレームワークは、以前はフレームワークライブラリで HIPAA という名前でした。2023年
3月8日、このフレームワークの名前をHIPAAセキュリティルール2003に更新し、HIPAA最終オム
ニバスセキュリティルール2013と区別しました。
HIPAA ファイナルオムニバスセキュリティルール 2013 およびこの標準をサポートする Audit 
Manager フレームワークについては、「」を参照してください2013 年のHealth 保険の相互運用
性と説明責任に関する法律 (HIPAA) 最終オムニバスセキュリティルール (p. 175)。

トピック
• HIPAA と HIPAA セキュリティルール 2003 とはどのようなものですか? (p. 173)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 174)
• HIPAA に関するその他のリソース (p. 175)

HIPAA と HIPAA セキュリティルール 2003 とはどのようなもの
ですか?
Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) (1996 年医療保険の携行性と責任に関
する法律) は、米国の労働者が転職または失業した場合に健康保険の適用範囲を維持するのに役立つ法律
です。この法律はまた、情報共有の改善を通じて、米国のヘルスケアシステムの効率と質を改善するため
に健康医療電子記録を奨励することも目的としています。

健康医療電子記録の使用を増やすことに加えて、HIPAA には、保護対象保健情報 (PHI、protected health 
information) のセキュリティとプライバシーを保護するための規定が含まれています。PHI には、個人の識
別が可能な健康および健康関連のデータが非常に幅広く含まれます。これには、保険および請求情報、診
断データ、臨床ケアデータ、および画像や検査結果などの検査結果が含まれます。

米国Health 社会福祉省は、2003年2月に最終的なセキュリティルールを発表しました。この規則は、電子
的に保護された医療情報の機密性、完全性、可用性、可用性、可用性、可用性、可用性、可用性、可用
性、可用性、可用性、可用性

HIPAA のルールは、対象主体に適用されます。これらには、病院、医療サービスプロバイダー、事業者提
供医療制度、研究施設、および患者と患者データを直接扱う保険会社が含まれます。PHI を保護するため
の HIPAA 要件は、ビジネスアソシエイトにも適用されます。

HIPAAとHITECHがHealth 情報を保護する方法の詳細については、米国Health 社会福祉省の医療情報プラ
イバシーウェブページを参照してください。
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ますます多くの医療提供者、支払者、および IT の専門家が、AWS ユーティリティベースのクラウドサー
ビスを使用して、保護対象保健情報 (PHI) を処理、保存、および伝送しています。AWS は、HIPAA の対
象となる事業体とそのビジネスアソシエイトが、安全な AWS 環境を使用して、保護対象保健情報を処
理、維持、および保存できるようにします。

保健情報の処理と保存に AWS を使用する方法については、Architecting for HIPAA Security and 
Compliance on Amazon Web Services のホワイトペーパーを参照してください。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
HIPAA Security Rule 2003 フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。このフ
レームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれていま
す。これらのコントロールは、HIPAA の要件に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフ
レームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポー
トすることもできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の
収集を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これ
は、HIPAA フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、
ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追加でき
ます。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちま
す。

HIPAA セキュリティルール 2003 フレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS のサー
ビス

HIPAA セキュリティ
ルール 2003

35 53 5 • Amazon Elastic 
Compute Cloud

• AWS CloudTrail
• AWS Config
• AWS Identity 

and Access 
Management

• AWS Security Hub

AWS Audit Managerこのフレームワークのコントロールは、システムが HIPAA A A 標準に準拠しているか
どうかを確認することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、HIPAA 監査
に合格することを保証することはできません。 AWS Audit Managerは、手動による証拠収集が必要な手続
き型コントロールを自動的にチェックしません。

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、HIPAA フレーム
ワークの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービスのリストを編集する必要が
ある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集できます。
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または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成すること
もできます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

HIPAA に関するその他のリソース
• 米国保健社会福祉省によるHealth 情報のプライバシー
• 米国Health 社会福祉省のセキュリティ規則
• Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services
• AWSHIPAA のコンプライアンスページ

2013 年のHealth 保険の相互運用性と説明責任に関す
る法律 (HIPAA) 最終オムニバスセキュリティルール
AWS Audit Manager は、監査の準備を支援する HIPAA ルールをサポートする構築済みのフレームワーク
を提供します。

Note

HIPAA セキュリティルール 2003AWS Audit Manager とこの標準をサポートするフレームワー
クについては、を参照してください2003 年の医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律 
(Health Insurance Portability and Accountability Act) セキュリティ規則 (p. 173)。

トピック
• HIPAAとHIPAA最終オムニバスセキュリティルールとは何ですか? (p. 175)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 174)
• HIPAA に関するその他のリソース (p. 175)

HIPAAとHIPAA最終オムニバスセキュリティルールとは何です
か?
Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) (1996 年医療保険の携行性と責任に関
する法律) は、米国の労働者が転職または失業した場合に健康保険の適用範囲を維持するのに役立つ法律
です。この法律はまた、情報共有の改善を通じて、米国のヘルスケアシステムの効率と質を改善するため
に健康医療電子記録を奨励することも目的としています。

健康医療電子記録の使用を増やすことに加えて、HIPAA には、保護対象保健情報 (PHI、protected health 
information) のセキュリティとプライバシーを保護するための規定が含まれています。PHI には、個人の識
別が可能な健康および健康関連のデータが非常に幅広く含まれます。これには、保険および請求情報、診
断データ、臨床ケアデータ、および画像や検査結果などの検査結果が含まれます。

2013年に発効したHIPAA最終オムニバスセキュリティルールでは、これまでに可決されたすべてのルール
に多数の更新が加えられています。セキュリティ、プライバシー、違反通知、および施行規則の変更は、
データ共有における機密性とセキュリティを強化することを目的としていました。

HIPAA のルールは、対象主体に適用されます。これらには、病院、医療サービスプロバイダー、事業者
提供医療制度、研究施設、および患者と患者データを直接扱う保険会社が含まれます。オムニバスアップ
デートの一環として、対象となる事業体に適用されるHIPAA規則の多くが取引先にも適用されるようにな
りました。
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HIPAAとHITECHがHealth 情報を保護する方法の詳細については、米国Health 社会福祉省の医療情報プラ
イバシーウェブページを参照してください。

ますます多くの医療提供者、支払者、および IT の専門家が、AWS ユーティリティベースのクラウドサー
ビスを使用して、保護対象保健情報 (PHI) を処理、保存、および伝送しています。AWS は、HIPAA の
対象となる事業体とそのビジネスアソシエイトが、安全な AWS 環境を使用して、保護対象保健情報を
処理、維持、および保存できるようにします。保健情報の処理と保存に AWS を使用する方法について
は、Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services のホワイトペーパーを参照
してください。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
HIPAA Final Omnibus Security Rule 2013 フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができ
ます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含
まれています。これらのコントロールは、HIPAA の要件に従ってコントロールセットにグループ化されま
す。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監
査をサポートすることもできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の
収集を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これ
は、HIPAA フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、
ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追加でき
ます。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちま
す。

HIPAA最終オムニバスセキュリティルール2013フレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS のサー
ビス

HIPAA 最終オムニバ
スセキュリティルール 
2013

39 46 5 • Amazon Elastic 
Compute Cloud

• AWS CloudTrail
• AWS Config
• AWS Identity 

and Access 
Management

• AWS Security Hub

AWS Audit Managerこのフレームワークのコントロールは、システムが HIPAA A A 標準に準拠しているか
どうかを確認することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、HIPAA 監査
に合格することを保証することはできません。 AWS Audit Managerは、手動による証拠収集が必要な手続
き型コントロールを自動的にチェックしません。

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、HIPAA フレーム
ワークの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービスのリストを編集する必要が
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ある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集できます。
または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成すること
もできます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

HIPAA に関するその他のリソース
• 米国保健社会福祉省によるHealth 情報のプライバシー
• 米国Health 社会福祉省によるオムニバスHIPAAルールメイキング
• Architecting for HIPAA Security and Compliance on Amazon Web Services
• AWSHIPAA のコンプライアンスページ

ISO/IEC 27001:2013 附属書 A
AWS Audit Managerは、ISO/IEC 27001:2013 Annex A の評価を構造化および自動化する構築済みの標準フ
レームワークを提供します。

トピック
• ISO/IEC 27001:2013 アネックス A とは何ですか? (p. 177)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 177)
• ISO/IEC 27001:2013 附属書 A に関するその他のリソース (p. 178)

ISO/IEC 27001:2013 アネックス A とは何ですか?
国際電気標準会議 (IEC) と国際標準化機構 (ISO) not-for-profit はいずれも独立した非政府組織で、完全に合
意に基づく国際規格を策定し公開しています。

ISO/IEC 27001:2013 Annex A は、ISO/IEC 27002 ベストプラクティスガイダンスに従ったセキュリティ管
理のベストプラクティスと包括的なセキュリティ管理を規定するセキュリティ管理規格です。この国際規
格は、組織における情報セキュリティ管理システムを確立、実装、維持、および継続的に改善する方法に
関する要件を規定しています。これらの基準には、組織のニーズに合わせた情報セキュリティリスクの評
価と処理に関する要件が含まれています。この国際規格の要件は一般的なものであり、種類、規模、性質
にかかわらず、すべての組織に適用することを目的としています。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
ISO/IEC 27001:2013 Annex AAWS Audit Manager フレームワークを使用して、監査の準備に役立てるこ
とができます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレク
ションが含まれています。これらのコントロールは、ISO/IEC 27001:2013 附属書 A の要件に従ってコン
トロールセットにグループ化されます。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特
定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

このフレームワークを出発点として、Audit Manager 評価を作成し、ISO/IEC 27001:2013 Annex A 監査に
関連するエビデンスの収集を開始できます。評価では、監査の範囲に含めるAWS アカウントとサービス
を指定できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは、ISO/
IEC 27001:2013 附属書 A フレームワークで定義されている統制に基づいて行われます。監査の時間にな
ると、ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追
加できます。この評価を使用して、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証できます。

フレームワークの詳細には、以下の情報が含まれます。
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のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS のサー
ビス

ISO-IEC 27001:2013 附
属書 A

50 64 35 • アマゾン 
CloudWatch

• Amazon Elastic 
Compute Cloud

• AWS CloudTrail
• AWS Config
• AWS Identity 

and Access 
Management

• AWS Security Hub

AWS Audit Managerこのフレームワークのコントロールは、システムがこの国際標準に準拠しているかど
うかを確認することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、ISO/IEC 監査
に合格することを保証することはできません。 AWS Audit Managerは、手動による証拠収集が必要な手続
き型コントロールを自動的にチェックしません。

ISO/IEC 27001:2013 Annex A フレームワークは、Audit Manager の「標準フレームワーク」フレームワー
クのライブラリ (p. 99) タブにあります。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサー
ビス範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit 
Manager がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、ISO-IEC 
27001:2013 附属書 A フレームワークの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサー
ビスのリストを編集する必要がある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレー
ションを使用して編集できます。または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレー
ムワークから評価を作成することもできます。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存の
フレームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

ISO/IEC 27001:2013 附属書 A に関するその他のリソース
• この国際規格の詳細については、ANSI ウェブストアの ISO/IEC 27001:2013 を参照してください。

NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High
AWS Audit Managerは、AWSベストプラクティスに基づいて、NIST 800-53 コンプライアンス標準の評価
を構造化および自動化する構築済みのフレームワークを提供します。

Note

• NIST 800-171 をサポートする Audit Manager フレームワークについては、「NIST SP 800-171 
(Rev. 2) (p. 182)」を参照してください。

• NIST Cybersecurity Framework をサポートする Audit Manager フレームワークについては、
「NIST Cybersecurity Framework バージョン 1.1 (p. 180)」を参照してください。

トピック
• NIST 800-53 とは (p. 179)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 179)
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• その他のNISTリソース (p. 180)

NIST 800-53 とは
米国国立標準技術研究所 (NIST) は、1901 年に設立され、現在は米国商務省の一機関となっていま
す。NIST は、米国で最も古い物理科学研究所の 1 つです。米国議会は、当時二流だった測定インフラを
改善するためにこの機関を設立しました。インフラは、英国やドイツなどの他の経済大国に遅れをとって
いたため、米国の産業競争力にとって大きな課題でした。

NIST 800-53 のセキュリティコントロールは、通常、米国の連邦情報システムに適用されます。これらは
通常、正式な評価および承認プロセスを経る必要のあるシステムです。このプロセスは、情報と情報シ
ステムの可用性の十分な保護を確実にします。これは、セキュリティカテゴリ、システムの影響レベル 
(低、中、高)、リスク判断に基づいています。セキュリティコントロールは NIST SP 800-53 セキュリティ
コントロールカタログから選択され、システムはそれらのセキュリティコントロール要件に対して評価さ
れます。

NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High フレームワークは、NIST SP 800-53 Revision 5 Recommended 
Security Controls for Federal Information Systems and Organizations (連邦情報システムおよび組織向けの
推奨セキュリティコントロール) で定義されているセキュリティコントロールおよび関連する評価手順を
表しています。この NIST SP 800-53 フレームワークと、最新の発行された NIST Special Publication SP 
800-53 Revision 5 の記載内容の齟齬については、NIST Computer Security Resource Center で入手できる
公式に発行されたドキュメントを参照してください。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができ
ます。このフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含
まれています。これらのコントロールは、NIST の要件に従ってコントロールセットにグループ化されま
す。このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監
査をサポートすることもできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは、NIST 
800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われま
す。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠
を評価レポートに追加できます。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能しているこ
とを実証するのに役立ちます。

NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High フレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS のサー
ビス

NIST 800-53 (Rev. 5) 
Low-Moderate-High

225 782 280 • アマゾン 
CloudWatch

• Amazon Elastic 
Compute Cloud

• AWS CloudTrail
• AWS Config
• AWS Identity 

and Access 
Management

• AWS Security Hub
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AWS Audit Managerこのフレームワークのコントロールは、システムが NIST 標準に準拠しているかどう
かを確認することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、NIST 監査に合格
することを保証することはできません。 AWS Audit Managerは、手動による証拠収集が必要な手続き型コ
ントロールを自動的にチェックしません。

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、NIST 800-53 (Rev. 
5) Low-Moderate-High フレームワークの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサー
ビスのリストを編集する必要がある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレー
ションを使用して編集できます。または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレー
ムワークから評価を作成することもできます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

その他のNISTリソース
• 米国標準技術局 (NIST)
• NIST コンピュータセキュリティリソースセンター
• AWSNIST のコンプライアンスページ

NIST Cybersecurity Framework バージョン 1.1
AWS Audit Managerは、AWSベストプラクティスに基づいて、NIST Cybersecurity Framework の評価を構
造化および自動化する構築済みのフレームワークを提供します。

Note

• NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High をサポートする Audit Manager フレームワークにつ
いては、「NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High (p. 178)」を参照してください。

• NIST SP 800-171 (Rev. 2) をサポートする Audit Manager フレームワークについては、「NIST 
SP 800-171 (Rev. 2) (p. 182)」を参照してください。

トピック
• NIST Cybersecurity Framework とは (p. 180)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 181)
• その他のNISTリソース (p. 182)

NIST Cybersecurity Framework とは
米国国立標準技術研究所 (NIST) は、1901 年に設立され、現在は米国商務省の一機関となっていま
す。NIST は、米国で最も古い物理科学研究所の 1 つです。米国議会は、当時二流だった測定インフラを
改善するためにこの機関を設立しました。インフラは、英国やドイツなどの他の経済大国に遅れをとって
いたため、米国の産業競争力にとって大きな課題でした。

米国は、重要なインフラストラクチャの信頼できる機能に依拠しています。サイバーセキュリティの脅威
は、重要インフラシステムの複雑化と相互接続性の高まりを悪用します。これらのコントロールは、米
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国の安全保障、経済、および公衆衛生を危険にさらします。財務やレピュテーションに対するリスクと同
様に、サイバーセキュリティのリスクは企業の利益に影響を及ぼします。コストを押し上げ、収益に影響
を及ぼす可能性があります。組織がイノベーションを起こし、顧客を獲得して維持する能力を損なう可能
性があります。結局のところ、サイバーセキュリティは組織全体のリスク管理を強化する可能性がありま
す。

NIST Cybersecurity Framework (CSF) は、セクターや規模にかかわらず、あらゆる組織で使用するため
の推奨ベースラインとして、世界中の政府や業界によってサポートされています。NIST Cybersecurity 
Framework は、フレームワークコア、プロファイル、および実装層といった 3 つの主要要素で構成されて
います。フレームワークコアには、組織の幅広いサイバーセキュリティの目標をカバーする 23 のカテゴ
リに整理された望ましいサイバーセキュリティ関連の活動と成果が含まれています。プロファイルには、
フレームワークコアの望ましい成果を使用して、組織の要件と目的、リスク選好、およびリソースの組織
固有の調整が含まれています。実装層は、組織によるサイバーセキュリティ関連のリスク管理の実践がフ
レームワークコアで定義された特性にどの程度沿っているかを示します。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
NIST Cybersecurity Framework バージョン 1.1 を使用して、監査の準備に役立てることができます。こ
のフレームワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれて
います。これらのコントロールは、NIST CSF の要件に従ってコントロールセットにグループ化されま
す。Audit Manager は現在、56 の自動コントロールと 52 の手動コントロールを提供することを通じて、
フレームワークコアの要素をサポートしています。これらのコントロールは、フレームワークコアで定義
されている 23 のサイバーセキュリティのカテゴリに対応しています。Audit Manager は、このフレーム
ワークのプロファイルおよび実装の要素をサポートしていません。

このフレームワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査を
サポートすることもできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは、NIST
サイバーセキュリティフレームワークバージョン1.1で定義されているコントロールに基づいて行われま
す。監査の時間になると、ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠
を評価レポートに追加できます。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能しているこ
とを実証するのに役立ちます。

NIST Cybersecurity Framework version 1.1 の詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS の
サービス

NIST Cybersecurity 
Framework バージョン 
1.1

56 52 23 • AWS Config
• AWS Identity 

and Access 
Management

• AWS Security 
Hub

Audit Manager によって提供されるコントロールは、システムが NIST Cybersecurity Framework に準
拠しているかどうかを確認することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロール
は、NIST Cybersecurity 監査に合格することを保証することはできません。 AWS Audit Managerは、手動
による証拠収集が必要な手続き型コントロールを自動的にチェックしません。

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

181



AWS Audit Manager ユーザーガイド
NIST SP 800-171 (Rev. 2)

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサー
ビス範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit 
Manager がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、NIST 
Cybersecurity Framework version 1.1 フレームワークの要件に従って行われます。このフレーム
ワークの対象となるサービスのリストを編集する必要がある場合は、CreateAssessmentまたは
UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集できます。または、標準フレームワークをカスタマ
イズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成することもできます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

その他のNISTリソース
• 米国標準技術局 (NIST)
• NIST コンピュータセキュリティリソースセンター
• AWSNIST のコンプライアンスページ
• NIST サイバーセキュリティフレームワーク-AWS クラウド内の NIST CSF との連携

NIST SP 800-171 (Rev. 2)
AWS Audit Managerは、AWSベストプラクティスに基づいて、NIST SP 800-171 コンプライアンス標準の
評価を構造化および自動化する構築済みのフレームワークを提供します。

Note

• NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High をサポートする Audit Manager フレームワークにつ
いては、「NIST 800-53 (Rev. 5) Low-Moderate-High (p. 178)」を参照してください。

• NIST Cybersecurity Framework バージョン 1.1 をサポートする Audit Manager フレームワーク
については、「NIST Cybersecurity Framework バージョン 1.1 (p. 180)」を参照してくださ
い。

トピック
• NIST SP 800-171 とは (p. 182)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 183)
• その他のNISTリソース (p. 184)

NIST SP 800-171 とは
NIST SP 800-171 は、連邦政府以外のシステムおよび組織における Controlled Unclassified Information 
(CUI) の機密性、および組織における Controlled Information (CUI) の機密性、および組織における 
Controlled Information その目的を達成するための特定のセキュリティ要件を推奨しています。NIST 
800-171 は、自己のネットワーク上で CUI を処理する連邦政府以外の組織に必要なセキュリティ標準と慣
行を概説する発行物です。これは、米国国立標準技術研究所 (NIST) によって 2015 年 6 月に最初に発行さ
れました。NIST は米国政府の一機関であり、これまでに公的部門と民間部門でサイバーセキュリティの回
復力を強化するための一連の標準と発行物を公表してきました。NIST 800-171 は、新たなサイバー脅威と
変化するテクノロジーに合わせて定期的に更新されています。最新版 (第 2 版) は 2020 年 2 月に公表され
ました。

NIST 800-171 内のサイバーセキュリティコントロールは、政府の請負業者および下請業者の IT ネット
ワークで CUI を保護します。これは、政府の請負業者がネットワークで CUI を処理または保存するとき
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に遵守しなければならない慣行および手順を定義します。NIST 800-171 は、請負業者のネットワークのう
ち、CUI が存在する部分にのみ適用されます。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
NIST SP 800-171 Rev. 2 フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。このフレー
ムワークには、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。こ
れらのコントロールは、NIST の要件に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレーム
ワークとそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートする
こともできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは、NIST 
SP 800-171 Rev. 2 フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間に
なると、ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに
追加できます。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに
役立ちます。

NIST SP 800-171 Rev. 2 フレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロー
ルセットの
数

範囲内の AWS のサー
ビス

NIST SP 800-171 Rev. 2 66 58 16 • アマゾン 
CloudWatch

• Amazon Elastic 
Compute Cloud

• AWS CloudTrail
• AWS Config
• AWS Identity and 

Access Management
• AWS Security Hub

AWS Audit Managerこのフレームワークのコントロールは、システムが NIST 800-171 に準拠しているか
どうかを確認することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、NIST 監査に
合格することを保証することはできません。 AWS Audit Managerは、手動による証拠収集が必要な手続き
型コントロールを自動的にチェックしません。

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法の詳細については、「評価の作成 (p. 61)」を参照して
ください。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、NIST SP 800-171 
Rev. 2 フレームワークの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービスのリストを
編集する必要がある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して
編集できます。または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価
を作成することもできます。

183

https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/APIReference/API_CreateAssessment.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/APIReference/API_UpdateAssessment.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-custom-frameworks-from-existing.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
PCI DSS v3.2.1

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

その他のNISTリソース
• 米国標準技術局 (NIST)
• NIST コンピュータセキュリティリソースセンター
• AWSNIST のコンプライアンスページ

PICI DSS DSS DSS DSS DSS DSS
AWS Audit Managerは、PCI DSS v3.2.1 をサポートする構築済みのフレームワークを提供します。

トピック
• PCI DSS とは (p. 184)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 184)
• PCI DSS に関するその他の情報が含まれます。 (p. 185)

PCI DSS とは
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) は、専有情報のセキュリティ標準です。これ
は、American Express、Discover Financial Services、JCB International、 MasterCard Worldwide、および 
Visa Inc. によって設立された PCI Security Standards Council によって管理されています。PCI DSS は、
カード会員データ (CHD) またはセンシティブ認証データ (SAD) を保存、処理、または伝送する事業体に
適用されます。これには、加盟店、プロセッサー、アクワイアラー、イシュアー、およびサービスプロバ
イダーが含まれますが、これらに限定されません。PCI DSS は、カードブランドによって義務付けられて
おり、Payment Card Industry Security Standards Council により管理されています。

AWSは、取得可能な最高レベルの評価である PCI DSS レベル 1 サービスプロバイダーとして認定され
ています。コンプライアンス評価は、独立した認定審査機関 (QSA、Qualified Security Assessor) であ
る Coalfire Systems Inc. によって実施されました。PCI DSS Attestation of Compliance (AOC) および 
Responsibility Summary は、を通じて入手できますAWS Artifact。これは、AWSコンプライアンスレポー
トにオンデマンドでアクセスできるセルフサービスポータルです。AWS マネジメントコンソールで AWS 
Artifact にサインインするか、AWS Artifact の開始方法で詳細を確認してください。

PCI DSS 標準は、PCI Security Standards Council Document Library からダウンロードできます。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
PCI DSS V3.2.1 フレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。このフレームワーク
には、説明とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコ
ントロールは、PCI DSS の要件に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレームワーク
とそのコントロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることも
できます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは、PCI 
DSS V3.2.1 フレームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、
ユーザー (または任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追加でき
ます。この評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちま
す。
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PCI DSS V3.2.1 フレームワークの詳細は次のとおりです。

のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS の
サービス

PICI DSS DSS DSS 
DSS DSS DSS

175 487 12 • Amazon Elastic 
Compute Cloud

• AWS CloudTrail
• AWS Config
• AWS Identity 

and Access 
Management

• AWS Security Hub

AWS Audit Managerこのフレームワークのコントロールは、システムが PCI DSS 標準に準拠しているかど
うかを確認することを目的としたものではありません。さらに、これらのコントロールは、PCI DSS 監査
に合格することを保証することはできません。 AWS Audit Managerは、手動による証拠収集が必要な手続
き型コントロールを自動的にチェックしません。

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法の詳細については、「評価の作成 (p. 61)」を参照して
ください。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス
範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit Manager 
がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、PCI DSS V3.2.1 フ
レームワークの要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービスのリストを編集する
必要がある場合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集でき
ます。または、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成す
ることもできます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

PCI DSS に関するその他の情報が含まれます。
• PCI セキュリティ標準審議会
• PCI セキュリティ標準審議会ドキュメントライブラリ。
• AWSPCI DSS のコンプライアンスページ

SOC 2
SOC 2 は、企業のデータが安全に管理されるようにするための監査手順です。 AWS Audit Manager
は、SOC 2 をサポートする構築済みのフレームワークを提供します。

トピック
• SOC 2 とは (p. 186)
• このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするためにを使用する (p. 186)
• SOC 2 に関するその他のリソース (p. 187)
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SOC 2 とは
米国公認会計士協会 (AICPA) によって定められた System and Organization Controls (SOC) は、監査中に
生成された一連のレポートの名前です。これは、サービス組織 (情報システムをサービスとして他の組織
に提供する組織) によって、自社のサービスのユーザーに当該情報システムに対する内部統制の検証済み
レポートを発行するために使用されることが企図されています。レポートは、Trust Service Principles と
して知られる 5 つのカテゴリにグループ化されたコントロールに焦点を当てています。

AWS SOC レポートは、重要なコンプライアンス管理および目標を AWS がどのように達成したかを実証
する、独立したサードパーティーによる審査報告書です。このレポートの目的は、オペレーションとコン
プライアンスをサポートするよう確立された AWS による統制を、ユーザーおよびユーザーの監査人が容
易に把握できるようにすることです。5 つの AWS SOC レポートがあります。

• AWS SOC 1 レポート (AWS Artifact からの AWS のお客様にご利用いただけます)。
• AWS SOC 2 Security, Availability & Confidentiality Report (AWS Artifact からの AWS のお客様にご利用

いただけます)。
• AWS SOC 2 Security, Availability & Confidentiality Report (AWS Artifact からの AWS のお客様にご利用

いただけます。対象には Amazon DocumentDB のみが含まれます)。
• AWS SOC 2 Privacy Type I Report (AWS Artifact からの AWS のお客様にご利用いただけます)。
• AWS SOC 3 Security, Availability & Confidentiality Report (ホワイトペーパーとして発行されています)。

このフレームワークを使用して監査の準備をサポートするために
を使用する
このフレームワークを使用して、監査の準備に役立てることができます。このフレームワークには、説明
とテスト手順を含む、構築済みのコントロールのコレクションが含まれています。これらのコントロール
は、SOC 2 の要件に従ってコントロールセットにグループ化されます。このフレームワークとそのコント
ロールをカスタマイズして、特定の要件を満たす必要がある内部監査をサポートすることもできます。

フレームワークを開始点として使用して、Audit Manager の評価を作成して、監査に関連する証拠の収集
を開始できます。評価を作成すると、Audit ManagerAWS がリソースの評価を開始します。これは、フ
レームワークで定義されているコントロールに基づいて行われます。監査の時間になると、ユーザー (ま
たは任意の受任者) は収集された証拠をレビューし、それらの証拠を評価レポートに追加できます。この
評価レポートは、コントロールが意図したとおりに機能していることを実証するのに役立ちます。

フレームワークの詳細には、以下の情報が含まれます。

のフレームワーク名
AWS Audit Manager

自動制御の数 手動制御の数 コントロール
セットの数

範囲内の AWS のサー
ビス

SOC 2 20 41 20 • Amazon Elastic 
Compute Cloud

• AWS Auto Scaling
• AWS CloudTrail
• AWS Config
• AWS Identity 

and Access 
Management

• AWS Security Hub

AWS Audit Managerこのフレームワークのコントロールは、システムが準拠しているかどうかを確認す
ることを目的としたものではありません。さらに、コントロールは、監査に合格することを保証すること
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はできません。 AWS Audit Managerは、手動による証拠収集が必要な手続き型コントロールを自動的に
チェックしません。

このフレームワークは、Audit Manager の フレームワークのライブラリ (p. 99) の [Standard 
frameworks] (標準フレームワーク) タブにあります。

このフレームワークを使用して評価を作成する方法については、「評価の作成 (p. 61)」を参照してくださ
い。

Audit Manager コンソールを使用してこの標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサー
ビス範囲内ののサービスのリストはデフォルトで選択されており、編集できません。これは、Audit 
Manager がデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、SOC 2 
要件に従って行われます。このフレームワークの対象となるサービスのリストを編集する必要がある場
合は、CreateAssessmentまたは UpdateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集できます。また
は、標準フレームワークをカスタマイズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成することもで
きます。

特定の要件をサポートするためにこのフレームワークをカスタマイズする方法については、「既存のフ
レームワークのカスタマイズ」および「既存のコントロールのカスタマイズ」を参照してください。

SOC 2 に関するその他のリソース
• AWSSOC のコンプライアンスページ

187

https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/APIReference/API_CreateAssessment.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/APIReference/API_UpdateAssessment.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-custom-frameworks-from-existing.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/custom-frameworks.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/custom-frameworks.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-controls.html
http://aws.amazon.com/compliance/soc-faqs/


AWS Audit Manager ユーザーガイド
コントロールへのアクセス

コントロールライブラリ
Audit Manager のコントロールライブラリからコントロールにアクセスして管理できます。Audit Manager 
コンソールのナビゲーションペインで [コントロールライブラリ] を選択すると、いつでもコントロールラ
イブラリに移動できます。

コントロールライブラリには、標準コントロールとカスタムコントロールのカタログが含まれています。

• 標準コントロールは、AWSによって提供される定義済みのコントロールです。標準コントロールの設定
の詳細を表示することはできますが、編集または削除することはできません。ただし、特定の要件を満
たす新しいコントロールを作成するために、任意の標準コントロールをカスタマイズすることはできま
す。

• カスタムコントロールは、所有および定義するカスタマイズされたコントロールです。カスタムコント
ロールを使用すると、証拠を収集するデータソースを指定できます。その後、カスタムフレームワーク
にカスタムコントロールを追加できます。

カスタムフレームワークにカスタムコントロールを追加する方法の詳細については、「フレームワーク
のライブラリ (p. 99)」を参照してください。Audit Manager フレームワークから評価を作成する方法の
詳細については、「AWS Audit Manager の評価 (p. 61)」を参照してください。

このセクションでは、Audit Manager でカスタムコントロールを作成および管理する方法について説明し
ます。

トピック
• AWS Audit Manager で使用可能なコントロールへのアクセス (p. 188)
• コントロールの詳細の表示 (p. 189)
• カスタムコントロールの作成 (p. 192)
• カスタムコントロールの編集 (p. 198)
• カスタムコントロールの削除 (p. 201)
• コントロールの証拠収集の頻度の変更 (p. 202)
• 自動証拠についてサポートされているコントロールのデータソース (p. 204)

AWS Audit Manager で使用可能なコントロールへ
のアクセス

使用可能なすべてのコントロールは、Audit Manager コンソールのコントロールライブラリページで確認
できます。ここから、カスタムコントロールを作成したり、既存のコントロールをカスタマイズしたりす
ることもできます。

Audit Manager API またはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、使用可能なすべてのコン
トロールを表示することもできます。

Audit Manager console

使用可能なコントロールを表示するには (コンソール)

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きま
す。
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2. ナビゲーションペインで、[Control library] (ライブラリを管理) を選択します。
3. 「標準コントロール」タブまたは「カスタムコントロール」タブを選択して、使用可能なコント

ロールを参照します。
4. そのコントロールの詳細を表示するには、コントロール名を選択します。

AWS CLI

使用可能なコントロールを表示するには (AWS CLI)

リストコントロールコマンドを実行して、を指定します--control-type。いずれの方法でも、標準
コントロールのリストを取得できます。または、カスタムコントロールのリストを取得できます。

aws auditmanager list-controls --control-type Standard

aws auditmanager list-controls --control-type Custom

Audit Manager API

使用可能なコントロール (API) を表示するには

ListControlsオペレーションを使用して、コントロールタイプを指定します。どちらにしても、標準コ
ントロールのリストを返すことができます。または、カスタムコントロールのリストを返すこともで
きます。

詳細については、前述のリンクのいずれかを選択して、AWS Audit ManagerAPI リファレンスをご覧
ください。これには、言語固有のAWS SDKListControls のいずれかで操作とパラメーターを使用
する方法に関する情報が含まれます。

コントロールの詳細の表示
統制の詳細は、Audit Manager コンソール、Audit Manager API、またはAWS Command Line Interface 
(AWS CLI) を使用して確認できます。

Audit Manager console

コントロールの詳細を表示するには (コンソール)

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きま
す。

2. ナビゲーションペインで [コントロールライブラリ] を選択して、使用可能なコントロールのリス
トを表示します。

3. 「標準コントロール」タブまたは「カスタムコントロール」タブを選択して、使用可能なコント
ロールを参照します。

4. そのコントロールの詳細を表示するには、コントロール名を選択します。

コントロールを開くと、コントロールの詳細のページが表示されます。このページのセクションとそ
の内容については、以下で説明します。

Summary (概要) セクション

このセクションでは、コントロールの概要を示します。次の情報が含まれています。
• [Control name] (コントロール名) – コントロールの名前。
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• コントロールタイプ — コントロールが標準コントロールかカスタムコントロールかを指定しま
す。

• タグ — コントロールに関連付けられているタグの数。
• データソースタイプ — このコントロールに使用されるデータソースタイプの数。
• マッピング — データソースからデータを取得するために使用されるマッピング属性の数。

カスタムコントロールを表示している場合は、次の詳細も表示されます。
• 作成者 — カスタムコントロールを作成したアカウント。
• 作成日-カスタムコントロールが作成された日付。
• 最終更新日 — カスタムコントロールが最後に編集された日付。

[Details] (詳細) タブ

このタブには、コントロールの基本的な概要が表示されます。次の情報が含まれています。
• コントロールの説明セクションには、コントロールの説明が表示されます。
• テスト情報セクションには、コントロールに推奨されるテスト手順が記載されています。
• アクションプランのセクションでは、統制を改善する必要がある場合に実行すべき推奨アク

ションについて説明しています。
[データソース] タブ

このタブには、コントロールのデータソースに関する情報が表示されます。次の情報が含まれて
います。
• データソース名 — これはカスタムコントロールにのみ適用されます。各データソースに付けた

わかりやすい名前を指します。この名前を使用して、同じデータソースタイプに該当する複数
のデータソースを区別できます。

• データソースタイプ — エビデンスデータの出所を指定します。Audit Manager が証拠を収集す
る場合、データソースはAWS Security Hub、、AWS ConfigAWS CloudTrail、AWSAPI 呼び出
しの 4 種類のいずれかになります。独自の証拠をアップロードする場合、データソースタイプ
は「手動」です。

• マッピング — これは、データソースからデータを識別して取得するために使用されるマッピン
グ属性です。
• データソースタイプがの場合AWS Config、AWS Configマッピングは特定のルールの名前で

す (たとえば、EC2_INSTANCE_MANAGED_BY_SSM)。Audit Manager はこのマッピングを使
用して、AWS Configそのルールチェックの結果をから直接報告します。

• データソースタイプがの場合AWS Security Hub、マッピングは特定の Security Hub コン
トロールの名前です (例:1.1 – Avoid the use of the "root" account)。Audit 
Manager はこのマッピングを使用して、セキュリティチェックの結果を Security Hub から直
接報告します。

• データソースタイプがAWS API 呼び出しの場合、マッピングは特定の API 呼び出しの名前で
す (例:ec2_DescribeSecurityGroups)。Audit Manager は、このマッピングを使用して 
API レスポンスを収集します。

• データソースがの場合AWS CloudTrail、 CloudTrail マッピングは特定のイベントの名前です 
(たとえば、CreateAccessKey)。Audit Manager はこのマッピングを使用して、 CloudTrail 
関連するユーザーアクティビティをログから収集します。

• 頻度 — Audit Manager がデータソースから証拠を収集する頻度を指定します。頻度はデータ
ソースタイプによって異なります。詳細については、列の値を選択するか、「証拠収集の頻
度 (p. 11)」を参照してください。

[Tags] (タグ) タブ

このタブには、コントロールに関連付けられているタグのリストが表示されます。次の情報が含
まれています。
• キー-タグキー (コンプライアンス標準、規制、カテゴリなど)。
• 値 — タグ値。
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AWS CLI

コントロールの詳細を表示するには (AWS CLI)

1. 確認するコントロールを特定するには、list-controls コマンドを実行してを指定します--
control-type。いずれの方法でも、標準コントロールのリストを取得できます。または、カス
タムコントロールのリストを取得できます。

次の例では、Custom#######################Standard。

aws auditmanager list-controls --control-type Custom/Standard

レスポンスはコントロールのリストを返します。確認するコントロールを見つけ、コントロール 
ID と Amazon リソースネーム (ARN) をメモします。

2. コントロールの詳細を取得するには、get-control コマンドを実行してを指定します--control-
id。

次の例では、########################。

aws auditmanager get-control --control-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111

コントロールの詳細は JSON 形式で返されます。このデータを理解するには、AWS CLIコマンド
リファレンスの get-control 出力を参照してください。

3. コントロールのタグを表示するには、list-tags-for-resource--resource-arnコマンドを使用して
コントロールにを指定します。

次の例では、########################。

aws auditmanager list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:auditmanager:us-
east-1:111122223333:control/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111

Audit Manager のタグの詳細については、「AWS Audit Managerリソースのタグ付け」を参照し
てください。

Audit Manager API

コントロールの詳細 (API) を表示するには

1. 確認するコントロールを特定するには、ListControlsオペレーションを使用して ControlType を指
定します。どちらにしても、標準コントロールのリストを返すことができます。または、カスタ
ムコントロールのリストを返すこともできます。

応答から確認するコントロールを見つけ、コントロール ID とその Amazon リソースネーム 
(ARN) をメモします。

2. コントロールの詳細を取得するには、GetControlオペレーションを使用します。リクエストで
は、ステップ 1 で取得したコントロール ID を指定します。

コントロールの詳細は JSON 形式で返されます。このデータを理解するには、AWS Audit 
ManagerAPI リファレンスの「GetControl レスポンス要素」を参照してください。

3. コントロールのタグを表示するには、ListTagsForResourceオペレーションを使用してください。
リクエストでは、ステップ 1 で取得したコントロールresourceArn を指定します。

Audit Manager のタグの詳細については、「AWS Audit Managerリソースのタグ付け」を参照してく
ださい。
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これらの API オペレーションの詳細については、前述のリンクのいずれかを選択して AWS Audit 
ManagerAPI リファレンスをご覧ください。これには、言語固有のAWS SDK のいずれかでこれらの
操作とパラメーターを使用する方法に関する情報が含まれます。

カスタムコントロールの作成
カスタムコントロールを定義して特定のデータソースから証拠を収集し、内部監査とコンプライアンスの
要件を満たしていることを示すことができます。各証拠は、コントロールが指定する要件への準拠を実証
するために必要な情報を含むレコードになります。

カスタムコントロールを作成する方法は 2 つあります。既存のコントロールをカスタマイズすることも、
新しいコントロールを最初から作成することもできます。

トピック
• 新しいカスタムコントロールの最初からの作成 (p. 192)
• 既存のコントロールのカスタマイズ (p. 195)

新しいカスタムコントロールの最初からの作成
次の手順に従って、新しいカスタムコントロールを最初から作成できます。

Important

機密性の高い識別情報を、[Control details] (制御の詳細)、[Testing information] (テスト情
報)、[Action plan] (アクションプラン) などの自由形式のフィールドに決して入力しないことを強
くお勧めします。機密情報を含むカスタムコントロールを作成する場合、これらのコントロール
を含むカスタムフレームワークを共有することはできません。

トピック
• ステップ 1: コントロールの詳細を指定する (p. 192)
• ステップ 2: データソースをセットアップする (p. 193)
• ステップ 3 (オプション): アクションプランを定義する (p. 194)
• ステップ 4: コントロールを確認および作成する (p. 195)
• 次のステップ (p. 195)

ステップ 1: コントロールの詳細を指定する
まず、カスタムコントロールの詳細を指定します。

コントロールの詳細を指定するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [コントロールライブラリ] を選択し、[カスタムコントロールの作成] を選択

します。
3. [コントロールの詳細] に、コントロールの名前と説明を入力します。
4. [Testing information] (テスト情報) で、推奨されるテスト情報を入力します。これには、コントロール

が満たされているかどうかを判断するために従う手順が含まれている必要があります。
5. [タグ] で [新しいタグを追加] を選択し、タグをコントロールに関連付けます。このコントロールがサ

ポートするコンプライアンスフレームワークを最もよく表す各タグについてキーを指定できます。タ
グキーは必須であり、コントロールライブラリでこのコントロールを検索するときに検索条件として
使用できます。

6. [Next] (次へ) を選択します。
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ステップ 2: データソースをセットアップする
次に、データソースを指定して、このコントロールの証拠をがどこから収集するかを決定します。カスタ
ムコントロールごとに最大 10 個のデータソースを定義できます。

データソースを設定するには

1. [データソース名] に、データソースのその設定のための、分かりやすい名前を入力します。
2. [証拠収集方法] で、このコントロールの証拠をどのように収集するかを選択します。

• Audit Manager に証拠を収集させたい場合は、「自動」を選択します。次に、次のステップに進み
ます。

• 独自の証拠をアップロードする場合は、「手動」を選択してください。次に、次のステップに進
み、追加の詳細を入力します。

Tip

ドメインの専門家にデータソース設定を検証する必要がある場合があります。その場合
は、とりあえず手動を選択することをおすすめします。そうすれば、この時点でコントロー
ルを作成してフレームワークに追加し、後日コントロールを特定の要件に合わせて編集する
ことができます。

3. [データソースタイプ] で、Audit Manager が自動証拠を収集する場所を指定します。

• についてはAWS CloudTrail、ドロップダウンリストからイベント名のキーワードを選択します。
• についてはAWS Config、ルールタイプを選択し、ドロップダウンリストからルール識別子キーワー

ドを選択します。ルールの ID を見つける方法については、このユーザーガイドの「トラブルシュー
ティング」セクションを参照してください。

• についてはAWS Security Hub、ドロップダウンリストから Security Hub コントロールを選択しま
す。

• AWSAPI 呼び出しの場合は、API 呼び出しを選択してから、証拠収集頻度を選択します。

Note

この手順の最後にある表には、これらの各オプションの詳細な概要が記載されています。ト
ラブルシューティングのヒントについては、「コントロールとコントロールセットの問題の
トラブルシューティング」を参照してください。

4. (オプション) [その他の詳細] に、次の情報を入力します。

• データソースの説明
• データソースから証拠が収集されない場合に実行する推奨アクションを含むトラブルシューティン

グの説明
5. (オプション) 別のデータソースを追加するには、[Add data source] (データソースの追加) をクリック

し、ステップ 1～4 を繰り返します。
6. (オプション) 不要なデータソースを削除するには、データソース設定ボックスの上部にある [削除] を

選択します。
7. 完了したら、[Next] (次へ) を選択します。

自動データソース

次の表は、自動データソースの各タイプの概要を示したものです。
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[Data 
source 
type]

説明 証拠収集の頻
度

このデータソースタイプを使用
するには...

このコントロールが評価で
アクティブになっている場
合..。

AWS 
CloudTrail

監査で必要
な特定の
ユーザーア
クティビ
ティを追跡
します。

「」 イベント名キーワードのドロッ
プダウンリストから選択しま
す。

Audit Manager は、 
CloudTrail 選択したキー
ワードに基づいてログを
フィルタリングします。処
理されたログは、ユーザー
アクティビティの証拠とし
てインポートされます。

AWS 
Config

からの結果
を報告す
ることによ
り、AWS 
Configリ
ソースの
セキュリ
ティ体制
のスナップ
ショットを
キャプチャ
します。

AWS Config
ルールで定
義されたトリ
ガーに基づ
く。

ルールタイプを選択し、ルー
ル識別子キーワードを選択しま
す。

マネージドルールを選択した
場合、AWS Configサポートさ
れているルールキーワードのド
ロップダウンリストから選択で
きます。

カスタムルールを選択する
と、使用可能なカスタムルール
のリストから選択できます。

Audit Manager は、AWS 
Configこのルールの結果を
から直接取得します。結果
はコンプライアンスチェッ
クの証拠としてインポート
されます。

AWS 
Security 
Hub

Security 
Hub から
のセキュリ
ティチェッ
クの結果
を報告す
ることによ
り、リソー
スのセキュ
リティ体制
のスナップ
ショットを
キャプチャ
します。

Security Hub 
チェックのス
ケジュールに
基づく。

サポートされているSecurity 
Hub コントロールのドロップ
ダウンリストから選択します。

Audit Manager は、Security 
Hub から直接セキュリティ
チェックの結果を取得しま
す。結果はコンプライアン
スチェックの証拠としてイ
ンポートされます。

AWSAPI 
コール

指定された
のAPI コー
ルを介し
て、リソー
ス設定の
スナップ
ショットを
直接取得し
ますAWS の
サービス。

毎日、毎週、
または毎月。

サポートされている API 呼び
出しのドロップダウンリストか
ら選択し、希望の頻度を選択し
ます。

Audit Manager は、指定さ
れた頻度に基づいて API 
コールを実行します。レ
スポンスは構成データの証
拠としてインポートされま
す。

ステップ 3 (オプション): アクションプランを定義する
次に、このコントロールの修正が必要な場合に実行するアクションを指定します。
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アクションプランを定義するには

1. [Title] (タイトル) で、アクションプランについてのわかりやすいタイトルを入力します。
2. アクションプランの説明に、アクションプランの詳細な説明を入力します。
3. [Next] (次へ) を選択します。

ステップ 4: コントロールを確認および作成する
コントロールの情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[Edit] (編集) を選択します。

完了したら、[Create カスタムコントロールの作成] を選択します。

次のステップ
新しいカスタムコントロールを作成したら、それをカスタムフレームワークに追加できます。詳細につい
ては、「カスタムフレームワークの作成 (p. 103)」または「カスタムフレームワークの編集 (p. 106)」を参
照してください。

カスタムフレームワークにカスタムコントロールを追加した後、そのカスタムフレームワークから評価を
作成し、証拠の収集を開始できます。詳細については、評価の作成 (p. 61) を参照してください。

トラブルシューティングのヒントについては、「コントロールとコントロールセットの問題のトラブル
シューティング (p. 244)」を参照してください。

既存のコントロールのカスタマイズ
カスタムコントロールを最初から作成する代わりに、既存のコントロールを開始点として使用し、必要に
応じてカスタマイズすることができます。これを行うと、既存のコントロールはコントロールライブラリ
に残り、カスタマイズされた設定で新しいカスタムコントロールが作成されます。

既存のコントロールを選択してカスタマイズできます。標準コントロールまたはカスタムコントロールの
どちらかとすることができます。

Important

機密性の高い識別情報を、[Control details] (制御の詳細)、[Testing information] (テスト情
報)、[Action plan] (アクションプラン) などの自由形式のフィールドに決して入力しないことを強
くお勧めします。機密情報を含むカスタムコントロールを作成する場合、これらのコントロール
を含むカスタムフレームワークを共有することはできません。

トピック
• ステップ 1: コントロールの詳細を指定する (p. 195)
• ステップ 2: このコントロールのデータソースをセットアップする (p. 196)
• ステップ 3: (オプション): アクションプランを定義する (p. 198)
• ステップ 4: コントロールを確認および作成する (p. 198)
• 次のステップ (p. 198)

ステップ 1: コントロールの詳細を指定する
コントロールの詳細は元のコントロールから継承されます。必要に応じて、これらの詳細を確認して変更
します。
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コントロールの詳細を指定するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Control library] (ライブラリを管理) を選択します。
3. カスタマイズするコントロールを選択してから、[Customize existing control] (既存のコントロールを

カスタマイズ) を選択します。
4. コントロールの新しい名前を指定して、[Customize] (カスタマイズ) を選択します。
5. [Control details] (コントロールの詳細) で、コントロールの名前と説明を確認し、必要に応じて変更し

ます。
6. [Testing information] (テスト情報) で、推奨されるテスト情報を確認し、必要に応じて変更します。
7. [Tags] (タグ) で、必要に応じてタグを確認および変更します。
8. [Next] (次へ) を選択します。

ステップ 2: このコントロールのデータソースをセットアップす
る
データソースは元のコントロールから引き継がれます。必要に応じて、データソースを変更、追加、また
は削除できます。

このコントロールのデータソースを設定するには

1. [データソース名] で、データソース構成の名前を確認し、必要に応じて変更します。
2. [証拠収集方法] で選択内容を確認し、必要に応じて変更します。

• Audit Manager に証拠を収集させたい場合は、「自動」を選択します。次に、次のステップに進み
ます。

• 独自の証拠をアップロードする場合は、「手動」を選択してください。次に、次のステップに進
み、追加の詳細を入力します。

Tip

ドメインの専門家にデータソース設定を検証する必要がある場合があります。その場合
は、とりあえず手動を選択することをおすすめします。そうすれば、この時点でコントロー
ルを作成してフレームワークに追加し、後日コントロールを特定の要件に合わせて編集する
ことができます。

3. [データソースタイプ] で、Audit Manager が自動化された証拠をどこから収集しているかを確認し、必
要に応じて変更します。

• についてはAWS CloudTrail、ドロップダウンリストからイベント名のキーワードを選択します。
• についてはAWS Config、ルールタイプを選択し、ドロップダウンリストからルール識別子キーワー

ドを選択します。ルールの ID を見つける方法については、このユーザーガイドの「トラブルシュー
ティング」セクションを参照してください。

• についてはAWS Security Hub、ドロップダウンリストから Security Hub コントロールを選択しま
す。

• AWSAPI 呼び出しの場合は、API 呼び出しを選択してから、証拠収集頻度を選択します。

Note

この手順の最後にある表には、これらの各オプションの詳細な概要が記載されています。ト
ラブルシューティングのヒントについては、「コントロールとコントロールセットの問題の
トラブルシューティング」を参照してください。
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4. (オプション) [その他の詳細] (追加情報) で、データソースの説明またはトラブルシューティングの説
明に対する必要な変更を行います。

5. (オプション) 別のデータソースを追加するには、[Add data source] を選択します。
6. (オプション) 不要なデータソースを削除するには、[Remove] を選択します。
7. [Next] (次へ) を選択します。

自動データソース

次の表は、自動データソースの各タイプの概要を示したものです。

[Data 
source 
type]

説明 証拠収集
の頻度

このデータソースタイプを使用する
には...

このコントロールが評価で
アクティブになっている場
合..。

AWS 
CloudTrail

監査で必要
な特定のユー
ザーアクティ
ビティを追跡
します。

「」 イベント名キーワードのドロップダ
ウンリストから選択します。

Audit Manager は、 
CloudTrail 選択したキー
ワードに基づいてログを
フィルタリングします。処
理されたログは、ユーザー
アクティビティの証拠とし
てインポートされます。

AWS 
Config

からの結
果を報告す
ることによ
り、AWS 
Configリソー
スのセキュリ
ティ体制のス
ナップショッ
トをキャプ
チャします。

AWS 
Configルー
ルで定義
されたト
リガーに
基づく。

ルールタイプを選択し、ルール識別
子キーワードを選択します。

マネージドルールを選択した場
合、AWS Configサポートされてい
るルールキーワードのドロップダウ
ンリストから選択できます。

カスタムルールを選択すると、使用
可能なカスタムルールのリストから
選択できます。

Audit Manager は、AWS 
Configこのルールの結果を
から直接取得します。結果
はコンプライアンスチェッ
クの証拠としてインポート
されます。

AWS 
Security 
Hub

Security Hub 
からのセキュ
リティチェッ
クの結果を報
告することに
より、リソー
スのセキュリ
ティ体制のス
ナップショッ
トをキャプ
チャします。

Security 
Hub 
チェッ
クのス
ケジュー
ルに基づ
く。

サポートされているSecurity Hub コ
ントロールのドロップダウンリスト
から選択します。

Audit Manager は、Security 
Hub から直接セキュリティ
チェックの結果を取得しま
す。結果はコンプライアン
スチェックの証拠としてイ
ンポートされます。

AWSAPI 
コール

指定されたの
API コールを
介して、リ
ソース設定
のスナップ
ショットを直
接取得します
AWS のサー
ビス。

毎日、毎
週、また
は毎月。

サポートされている API 呼び出しの
ドロップダウンリストから選択し、
希望の頻度を選択します。

Audit Manager は、指定さ
れた頻度に基づいて API 
コールを実行します。レ
スポンスは構成データの証
拠としてインポートされま
す。
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ステップ 3: (オプション): アクションプランを定義する
アクションプランは元のコントロールから引き継がれます。このアクションプランは必要に応じて編集で
きます。

アクションプランを定義するには

1. [Title] (タイトル) で、アクションプランのタイトルを確認し、必要に応じてカスタマイズします。
2. [Action plan instructions] (アクションプランの手順) で、必要に応じて手順を確認してカスタマイズし

ます。
3. [Next] (次へ) を選択します。

ステップ 4: コントロールを確認および作成する
コントロールの情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[Edit] (編集) を選択します。完
了したら、[Create カスタムコントロールの作成] を選択します。

次のステップ
新しいカスタムコントロールを作成したら、それをカスタムフレームワークに追加できます。詳細につい
ては、「カスタムフレームワークの作成 (p. 103)」または「カスタムフレームワークの編集 (p. 106)」を参
照してください。

カスタムフレームワークにカスタムコントロールを追加した後、そのカスタムフレームワークから評価を
作成し、証拠の収集を開始できます。詳細については、評価の作成 (p. 61) を参照してください。

カスタムコントロールを編集する必要がある場合は、「」を参照してくださいカスタムコントロールの編
集 (p. 198)。

トラブルシューティングのヒントについては、「コントロールとコントロールセットの問題のトラブル
シューティング (p. 244)」を参照してください。

カスタムコントロールの編集
Audit Manager のカスタムコントロールは、次の手順に従って編集できます。

トピック
• ステップ 1: コントロールの詳細を編集する (p. 198)
• ステップ 2: このコントロールのデータソースを編集する (p. 199)
• ステップ 3: (オプション) アクションプランを編集する (p. 200)
• ステップ 4: コントロールを確認および更新する (p. 201)

ステップ 1: コントロールの詳細を編集する
必要に応じてコントロールの詳細を確認して編集することから開始します。

コントロールの詳細を編集するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[Control library] (コントロールライブラリ) を選択してから、[Custom 
controls] (カスタムコントロール) のタブを選択します。

3. 編集するコントロールを選択したら、[Edit] (編集) を選択します。
4. [コントロールの詳細] で、必要に応じてコントロールの名前と説明を編集します。
5. [Testing information] (テスト情報) で、必要に応じて推奨されるテスト情報を編集します。
6. [Next] (次へ) を選択します。

Tip

コントロールのタグを編集するには、コントロールを開いて [タグ] タブを選択します。そこで、
コントロールに関連付けられているタグを表示および編集できます。

ステップ 2: このコントロールのデータソースを編集
する
次に、コントロールのデータソースを編集、削除、または追加できます。

このコントロールのデータソースを編集するには

1. [データソース名] で、データソースの名前を確認し、必要に応じて編集します。
2. [証拠収集方法] で選択内容を確認し、必要に応じて編集します。

• Audit Manager に証拠を収集させたい場合は、「自動」を選択します。次に、次のステップに進み
ます。

• 独自の証拠をアップロードする場合は、「手動」を選択してください。次に、次のステップに進
み、追加の詳細を指定します。

3. [データソースタイプ] で、Audit Manager が自動化された証拠をどこから収集しているかを確認し、必
要に応じて編集します。

• についてはAWS CloudTrail、ドロップダウンリストからイベント名のキーワードを選択します。
• についてはAWS Config、ルールタイプを選択し、ドロップダウンリストからルール識別子キーワー

ドを選択します。ルールの ID を見つける方法については、このユーザーガイドの「トラブルシュー
ティング」セクションを参照してください。

• についてはAWS Security Hub、ドロップダウンリストから Security Hub コントロールを選択しま
す。

• AWSAPI 呼び出しの場合は、API 呼び出しを選択してから、証拠収集頻度を選択します。

Note

この手順の最後にある表には、これらの各オプションの詳細な概要が記載されています。ト
ラブルシューティングのヒントについては、「コントロールとコントロールセットの問題の
トラブルシューティング」を参照してください。

4. (オプション) [その他の詳細] (追加情報) で、データソースの説明またはトラブルシューティングの説
明に対する必要な変更を行います。

5. (オプション) 別のデータソースを追加するには、[Add data source] を選択します。
6. (オプション) 不要なデータソースを削除するには、[Remove] を選択します。
7. [Next] (次へ) を選択します。

自動データソース

次の表は、各自動データソースタイプの概要を示したものです。
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[Data 
source 
type]

説明 証拠収集の頻度 このデータソースタイプ
を使用するには...

このコントロールが評価
でアクティブになってい
る場合..。

AWS 
CloudTrail

監査で必要な特
定のユーザーアク
ティビティを追跡
します。

「」 イベント名キーワードの
ドロップダウンリストか
ら選択します。

Audit Manager は、 
CloudTrail 選択したキー
ワードに基づいてログを
フィルタリングします。
処理されたログは、ユー
ザーアクティビティの証
拠としてインポートされ
ます。

AWS 
Config

からの結果を報
告することによ
り、AWS Config
リソースのセキュ
リティ体制のス
ナップショット
をキャプチャしま
す。

AWS Config
ルールで定義さ
れたトリガーに
基づく。

ルールタイプを選択し、
ルール識別子キーワード
を選択します。

マネージドルールを選択
した場合、AWS Configサ
ポートされているルール
キーワードのドロップダ
ウンリストから選択でき
ます。

カスタムルールを選択す
ると、使用可能なカスタ
ムルールのリストから選
択できます。

Audit Manager は、AWS 
Configこのルールの結果を
から直接取得します。結
果はコンプライアンス
チェックの証拠としてイ
ンポートされます。

AWS 
Security 
Hub

Security Hub から
のセキュリティ
チェックの結果を
報告することによ
り、リソースのセ
キュリティ体制の
スナップショット
をキャプチャしま
す。

Security Hub 
チェックのスケ
ジュールに基づ
く。

サポートされている
Security Hub コントロー
ルのドロップダウンリス
トから選択します。

Audit Manager 
は、Security Hub から直
接セキュリティチェック
の結果を取得します。結
果はコンプライアンス
チェックの証拠としてイ
ンポートされます。

AWSAPI 
コール

指定されたのAPI 
コールを介して、
リソース設定のス
ナップショット
を直接取得しま
すAWS のサービ
ス。

毎日、毎週、ま
たは毎月。

サポートされている API 
呼び出しのドロップダウ
ンリストから選択し、希
望の頻度を選択します。

Audit Manager は、指定さ
れた頻度に基づいて API 
コールを実行します。レ
スポンスは構成データの
証拠としてインポートさ
れます。

ステップ 3: (オプション) アクションプランを編集する
次に、オプションのアクションプランを確認して編集します。

アクションプランを編集するには

1. [Title] (タイトル) で、必要に応じてタイトルを編集します。
2. [Action plan instructions] (アクションプランの手順) で、必要に応じて手順を編集します。
3. [Next] (次へ) を選択します。
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ステップ 4: 確認して更新する

ステップ 4: コントロールを確認および更新する
コントロールの情報を確認します。ステップに関する情報を変更するには、[Edit] (編集) を選択します。

完了したら、[変更の保存] を選択します。
Note

コントロールを編集すると、そのコントロールを含むすべてのアクティブな評価で次のように変
更が有効になります。

• AWSAPI 呼び出しをデータソースタイプとするコントロールの場合、変更は翌日の 00:00 UTC 
に有効になります。

• 他のすべてのコントロールについては、変更はすぐに反映されます。

カスタムコントロールの削除
コントロールライブラリを使用して、不要なカスタムコントロールを削除できます。コントロールを削
除すると、そのコントロールはコントロールライブラリに表示されなくなります。Audit Manager API ま
たはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してカスタムコントロールを削除することもできま
す。

Important

カスタムコントロールを削除すると、このアクションによってそのコントロールが現在関連付
けられているすべてのカスタムフレームワークまたは評価から削除されます。その結果、Audit 
Manager は、すべての評価においてそのカスタム統制に関する証拠の収集を停止します。これに
は、カスタムコントロールを削除する前に以前に作成した評価が含まれます。

Audit Manager console

カスタムコントロールを削除するには (コンソール)

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きま
す。

2. ナビゲーションペインで、[Control library] (コントロールライブラリ) を選択してから、[Custom 
controls] (カスタムコントロール) のタブを選択します。

3. 削除するコントロールを選択し、[Delete] (削除) を選択します。
4. 表示されるポップアップウィンドウで、[Delete] (削除) を選択して削除を確認します。

AWS CLI

カスタムコントロールを削除するには (AWS CLI)

1. 最初に、削除するカスタムコントロールを特定します。これを行うには、list-controls コマンドを
実行し、--control-typeをとして指定しますCustom。

 aws auditmanager list-controls --control-type Custom

レスポンスはカスタムコントロールのリストを返します。削除するコントロールを見つけ、コン
トロール ID を書き留めます。

2. 次に、delete-control コマンドを実行し、--control-idパラメーターを使用して削除するコント
ロールを指定します。

次の例では、########################。
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証拠収集の頻度の変更

aws auditmanager delete-control --control-id a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111

Audit Manager API

カスタムコントロール (API) を削除するには

1. ListControlsオペレーションを使用して、ControlType をとして指定しますCustom。レスポンスか
ら、削除するコントロールを見つけ、コントロール ID を書き留めます。

2. DeleteControl操作を使用してカスタムコントロールを削除します。リクエストで、ControlID パラ
メーターを使用して、削除するコントロールを指定します。

これらの API オペレーションの詳細については、前述のリンクのいずれかを選択して AWS Audit 
ManagerAPI リファレンスをご覧ください。これには、言語固有のAWS SDK のいずれかでこれらの
操作とパラメーターを使用する方法に関する情報が含まれます。

コントロールの証拠収集の頻度の変更
AWS Audit Manager は、さまざまな頻度で複数のデータソースから証拠を収集します。サポートされてい
る証拠収集の頻度は、コントロールについて収集される証拠の種類によって異なります。

• AWSAPI 呼び出しの場合、Audit Manager は別の呼び出しへの説明 APIAWS のサービス 呼び出しを使
用して証拠を収集します。証拠収集の頻度は、Audit Manager で直接指定できます (カスタムコントロー
ルの場合のみ)。

• についてはAWS Config、Audit Manager は、AWS Configコンプライアンスチェックの結果をから直接
レポートします。頻度は、AWS Configルールで定義されているトリガーに従います。

• についてはAWS Security Hub、Audit Manager は、Security Hub から直接コンプライアンスチェックの
結果をレポートします。頻度は、Security Hub チェックのスケジュールに従います。

• AWS CloudTrailというのも、Audit Manager はから継続的に証拠を収集しているからです CloudTrail。
この証拠タイプの頻度は変更できません。

次のセクションでは、コントロールデータソースタイプごとの証拠収集の頻度と、それを変更する方法 
(該当する場合) について詳しく説明します。

トピック
• AWS API コールからの設定スナップショット (p. 202)
• AWS Config からのコンプライアンスチェック (p. 203)
• Security Hub からのコンプライアンスチェック (p. 203)
• AWS CloudTrail からのユーザーアクティビティログ (p. 204)

AWS API コールからの設定スナップショット
Note

以下の記載内容は、カスタムコントロールにのみ適用されます。API コールをデータソースとし
て使用する標準コントロールの証拠収集の頻度を変更することはできません。

カスタムコントロールがデータソースタイプとしてAWS API コールを使用する場合は、次の手順に従って 
Audit Manager で証拠収集の頻度を変更できます。
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AWS Config からのコンプライアンスチェック

API コールのデータソースを使用したカスタムコントロールについての証拠収集の頻度を変更す
るには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [コントロールライブラリ] を選択し、[カスタムコントロール] タブを選択し

ます。
3. 編集するカスタムコントロールを選択したら、[Edit] (編集) を選択します。
4. [Edit control details] (コントロールの詳細を編集) ページで、[Next] (次へ) を選択します。
5. 編集するデータソースのボックスを見つけて、次の情報が正しいことを確認します。

• 証拠収集方法は自動化されています。
• データソースタイプは AWSAPI 呼び出しです。
• 選択したAPIコールは、頻度を変更したいAPIコールです。

6. 「頻度」で、カスタムコントロールのエビデンスを収集する頻度を選択します。
7. 編集する追加の API コールのデータソースについて、必要に応じてステップ 5〜6 を繰り返します。
8. [Next] (次へ) を選択します。
9. [Edit an action plan] (アクションプランを編集) のページで、[Next] (次へ) を選択します。
10. コントロールの確認と更新ページで、カスタムコントロールの情報を確認します。ステップに関する

情報を変更するには、[Edit] (編集) を選択します。
11. 完了したら、[変更の保存] を選択します。

データソースタイプとして AWSAPI コールを使用してコントロールを編集すると、そのコントロールを含
むすべてのアクティブな評価で翌日の 00:00 UTC で変更が有効になります。

AWS Config からのコンプライアンスチェック
Note

以下は、AWS Config Rulesデータソースとしてを使用する標準コントロールとカスタムコント
ロールの両方に適用されます。

コントロールがAWS Configをデータソースタイプとして使用する場合、Audit Manager で証拠収集の頻度
を直接変更することはできません。これは、頻度が、AWS Configルールで定義されたトリガーに従うため
です。

AWS Config Rules については 2 種類のトリガーがあります。

1. 設定の変更 - AWS Config では、特定のタイプのリソースが作成、変更、または削除されると、ルール
を適用して評価を実行します。

2. 定期的 - 指定した間隔 (24 時間ごとなど) で AWS Config がルールの評価を実行します。

AWS Config Rules のトリガーの詳細については、AWS Config デベロッパーガイドの「トリガータイプ」
を参照してください。

AWS Config Rules の管理方法については、「AWS Config ルールの管理」を参照してください。

Security Hub からのコンプライアンスチェック
Note

以下は、データソースとして Security Hub チェックを使用する標準コントロールとカスタムコン
トロールの両方に適用されます。
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AWS CloudTrail からのユーザーアクティビティログ

コントロールが Security Hub をデータソースタイプとして使用する場合、Audit Manager で証拠収集の頻
度を直接変更することはできません。これは、頻度が Security Hub チェックのスケジュールに従うためで
す。

• 定期的なチェックは、最後に実行してから 12 時間以内に自動的に実行されます。周期を変更すること
はできません。

• 変更によってトリガーされるチェックは、関連付けられたリソースの状態が変更されたときに実行され
ます。リソースの状態が変わらない場合でも、変更によってトリガーされるチェックの更新時刻は 18 
時間ごとに更新されます。これは、コントロールがまだ有効であることを知るのに便利です。一般的
に、Security Hub は、可能な限り、変更によってトリガーされるルールを使用します。

詳細については、AWS Security Hub ユーザーガイドの「セキュリティチェックの実行スケジュール」を参
照してください。

AWS CloudTrail からのユーザーアクティビティログ
Note

以下は、データソースとしてAWS CloudTrailユーザーアクティビティログを使用する標準コント
ロールとカスタムコントロールの両方に適用されます。

CloudTrail からのアクティビティログを使用するコントロールについての証拠収集の頻度を変更すること
はできません。Audit Manager は、 CloudTrail この証拠タイプをから継続的に収集します。この頻度は継
続的です。これは、ユーザーアクティビティが 1 日のうち、いつでも発生する可能性があるためです。

自動証拠についてサポートされているコントロール
のデータソース

AWS Audit Manager でカスタムコントロールを設定する場合、そのコントロールについて自動証拠を収集
することを選択できます。自動証拠用に、次の 4 つのデータソースタイプからいずれかを選択できます。

• AWS CloudTrail
• AWS Security Hub
• AWS Config
• AWS API コール

以下のトピックでは、Audit ManagerAWS Security Hub がサポートするコントロール、AWS Configルー
ル、およびAWS API 呼び出しの一覧を示します。

トピック
• AWS Audit Manager でサポートされる AWS Config Rules (p. 204)
• AWS Security Hub対応しているコントロールAWS Audit Manager (p. 212)
• AWS Audit Manager によってサポートされる API コール (p. 214)
• AWS Audit Manager によってサポートされる AWS CloudTrail イベント名 (p. 217)

AWS Audit Manager でサポートされる AWS Config 
Rules
Audit Manager を使用して、監査の証拠としてAWS Config評価を取り込むことができます。カスタムコン
トロールを作成または編集するときに、証拠収集のデータソースマッピングとして 1AWS Config つ以上の
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AWS Config

ルールを指定できます。 AWS Configこれらのルールに基づいてコンプライアンスチェックを行い、Audit 
Manager はその結果をコンプライアンスチェックの証拠として報告します。

マネージドルールに加えて、カスタムルールをコントロールデータソースにマップすることもできます。

Note

• Audit Manager は、コンフォーマンスパックとコンフォーマンスパックからのサービスに
リンクされたルールを除き、サービスにリンクされたルールから証拠を収集しませんAWS 
Organizations。AWS Config詳細については、このガイドの「トラブルシューティング」セク
ションを参照してください。

• Audit ManagerAWS Config はあなたに代わってルールを管理しません。証拠収集を開始する前
に、AWS Config現在のルールパラメータを確認することをお勧めします。次に、選択したフ
レームワークの要件に照らしてそれらのパラメーターを検証します。必要に応じて、フレーム
ワークの要件に合わせてルールのパラメータを更新できます。AWS Configこれにより、評価時
にそのフレームワークに適したコンプライアンスチェックの証拠が確実に収集されます。

たとえば、CIS v1.2.0 の評価を作成しているとします。このフレームワークには、1.9という名
前のコントロールがあります。IAM パスワードポリシーで 14 文字以上の長さが要求されてい
ることを確認する ではAWS Config、iam-password-policyMinimumPasswordLengthルールに
はパスワードの長さをチェックするパラメータがあります。このパラメータのデフォルト値は 
14 文字です。その結果、ルールは統制要件と一致します。デフォルトのパラメータ値を使用し
ていない場合は、使用している値が CIS v1.2.0 の 14 文字の要件と同じかそれ以上であること
を確認してください。各マネージドルールのデフォルトパラメータの詳細は、AWS Configド
キュメントに記載されています。

トピック
• Audit ManagerAWS Config でのマネージドルールの使用 (p. 205)
• Audit ManagerAWS Config でのカスタムルールの使用 (p. 211)
• Audit ManagerAWS Config との統合に関するトラブルシューティング (p. 212)

Audit ManagerAWS Config でのマネージドルールの使用
現在、Audit ManagerAWS Config は263のマネージドルールをサポートしています。カスタムコントロー
ルのデータソースを設定する際には、以下のマネージドルール識別子キーワードのいずれかを使用できま
す。以下にリストされているマネージドルールの詳細については、リストから項目を選択するか、AWS 
Configユーザーガイドの「AWS Configマネージドルール」を参照してください。

Tip

カスタムコントロールの作成中に Audit Manager コンソールでマネージドルールを選択すると
きは、ルール名ではなく、必ず次のルール識別子キーワードのいずれかを探してください。ルー
ル名とルール識別子の違い、およびマネージドルールの識別子を見つける方法については、この
ユーザーガイドの「トラブルシューティング」セクションを参照してください。

AWS Configサポートされているマネージドルールキーワード

• ACCESS_KEYS_ROTATED
• ACCOUNT_PART_OF_ORGANIZATIONS
• ACM_CERTIFICATE_EXPIRATION_CHECK
• CHECK
• ALB_HTTP_DROP_INVALID_HEADER_ENABLED
• ALB_HTTP_TO_HTTPS_REDIRECTION_CHECK
• ALB_WAF_ENABLED
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/account-part-of-organizations.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/acm-certificate-expiration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-desync-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-drop-invalid-header-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-http-to-https-redirection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/alb-waf-enabled.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
AWS Config

AWS Configサポートされているマネージドルールキーワード
• WAF に関連付けられた API
• API_GW_CACHE_ENABLED_AND_ENCRYPTED
• API_GW_ENDPOINT_TYPE_CHECK
• API_GW_EXECUTION_LOGGING_ENABLED
• API_GW_SSL
• XRAY_ENABLED
• APPROVED_AMIS_BY_ID
• APPROVED_AMIS_BY_TAG
• AURORA_MYSQL_バックトラッキング_有効
• AURORA _RESOURCES_PROTECTED_BACKUP _PLAN
• オートスケーリング_キャパシティ_リバランシング
• AUTOSCALING_GROUP_ELB_HEALTHCHECK_REQUIRED
• 自動スケーリング_起動_構成_PUBLIC_IP_DISABLED
• オートスケーリング_起動_設定_必要_IMDSV2
• オートスケーリング_マルチプル_AZ
• 自動スケーリング_複数_インスタンスタイプ
• バックアッププラン_最小頻度_と_最小_リテンション_チェック
• バックアップ_リカバリ_ポイント_暗号化
• バックアップ_リカバリ_ポイント_手動_削除_無効
• バックアップ_リカバリポイント_最小_リテンション_チェック
• BEANSTALK_ENHANCE_ヘルス_レポート_有効
• CLB _DESYNC_MODE_CHECK
• LB_MULTIPLE_AZ
• CLOUD_TRAIL_CLOUD_WATCH_LOGS_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_ENCRYPTION_ENABLED
• CLOUD_TRAIL_LOG_FILE_VALIDATION_ENABLED
• CLOUDFORMATION_STACK_DRIFT_DETECTION_CHECK
• CLOUDFORMATION_STACK_NOTIFICATION_CHECK
• クラウドフロント_アクセスログ_有効
• WAF に関連付けられたクラウドフロント
• クラウドフロント_カスタム_SSL_証明書
• CLOUDFRONT_DEFAULT_ROOT_OBJECT_CONFIGURED
• クラウドフロント_非推奨_SSL_プロトコル_なし
• CLOUDFRONT_ORIGIN_ACCESS_IDENTITY_ENABLED
• CLOUDFRONT_ORIGIN_FAILOVER_ENABLED
• CLOUDFRONT_SNI_ENABLED
• CLOUDFRONT_オリジンへの_トラフィック_暗号化
• CLOUDFRONT_VIEWER_POLICY_HTTPS
• CLOUDTRAIL_S3_DATAEVENTS_ENABLED
• CLOUDWATCH _アラーム_アクション_有効_チェック
• CLOUDTRAIL_SECURITY_TRAIL_ENABLED
• CLOUDWATCH_ALARM_ACTION_CHECK
• CLOUDWATCH_ALARM_RESOURCE_CHECK
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-cache-enabled-and-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-endpoint-type-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-execution-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-ssl-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/api-gw-xray-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/approved-amis-by-id.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/approved-amis-by-tag.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-mysql-backtracking-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/aurora-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-capacity-rebalancing.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-group-elb-healthcheck-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launch-config-public-ip-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-launchconfig-requires-imdsv2.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-multiple-az.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/autoscaling-multiple-instance-types.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-plan-min-frequency-and-min-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-manual-deletion-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/backup-recovery-point-minimum-retention-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/beanstalk-enhanced-health-reporting-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/clb-desync-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/clb-multiple-az.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloud-trail-log-file-validation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudformation-stack-drift-detection-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudformation-stack-notification-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-accesslogs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-associated-with-waf.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-custom-ssl-certificate.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-default-root-object-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-no-deprecated-ssl-protocols.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-origin-access-identity-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-origin-failover-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-sni-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-traffic-to-origin-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudfront-viewer-policy-https.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-s3-dataevents-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudtrail-security-trail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-action-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-resource-check.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
AWS Config

AWS Configサポートされているマネージドルールキーワード
• CLOUDWATCH_ALARM_SETTINGS_CHECK
• CLOUDWATCH_LOG_GROUP_ENCRYPTED
• CMK_BACKING_KEY_ROTATION_ENABLED
• コードビルド_プロジェクト_アーティファクト_暗号化
• コードビルド_プロジェクト_環境_権限_チェック
• コードビルド_プロジェクト_ENVVAR_AWSCRED_CHECK
• コードビルド_プロジェクト_ロギング_有効
• CODEBUILD_PROJECT_S3_LOGS_暗号化済み
• CODEBUILD_PROJECT_SOURCE_REPO_URL_CHECK
• CODEPLOY_AUTO_ROLLBACK_MONITOR_ENABLED
• コードデプロイ_EC2_最小_正常_ホスト_設定済み
• CODEPLOY_LAMBDA _ALLATONCE_TRAFFIC_SHIFT_DISABLED
• CODEPIPELINE_DEPLOYMENT_COUNT_CHECK
• CODEPIPELINE_REGION_FANOUT_CHECK
• CW_LOGGROUP_RETENTION_PERIOD_CHECK
• DAX_ENCRYPTION_ENABLED
• DB_INSTANCE_BACKUP_ENABLED
• DESIRED_INSTANCE_TENANCY
• DESIRED_INSTANCE_TYPE
• DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC
• DYNAMODB_AUTOSCALING_ENABLED
• DYNAMODB_IN_BACKUP_PLAN
• DYNAMODB_PITR_ENABLED
• DYNAMODB リソースはバックアッププランにより保護されています
• DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTED_KMS
• DYNAMODB_TABLE_ENCRYPTION_ENABLED
• DYNAMODB_THROUGHPUT_LIMIT_CHECK
• EBS_IN_BACKUP_PLAN
• EBS_OPTIMIZED_INSTANCE
• EBS_RESOURCES_PROTECTED_BACKUP_PLAN
• EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK
• EC2_EBS_ENCRYPTION_BY_DEFAULT
• EC2_IMDSV2_CHECK
• EC2_INSTANCE_DETAILED_MONITORING_ENABLED
• EC2_INSTANCE_MANAGED_BY_SSM
• EC2 _インスタンス_複数_ENI_CHECK
• EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP
• EC2 _インスタンス_プロファイル_アタッチ済み
• VPC 内の EC2 インスタンス
• EC2_MANAGEDINSTANCE_APPLICATIONS_BLACKLISTED
• EC2_MANAGEDINSTANCE_APPLICATIONS_REQUIRED
• EC2_MANAGEDINSTANCE_ASSOCIATION_COMPLIANCE_STATUS_CHECK
• EC2_MANAGEDINSTANCE_INVENTORY_BLACKLISTED
• EC2_MANAGEDINSTANCE_PATCH_COMPLIANCE_STATUS_CHECK
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-alarm-settings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cloudwatch-log-group-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cmk-backing-key-rotation-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-artifact-encryption.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-environment-privileged-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-envvar-awscred-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-s3-logs-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codebuild-project-source-repo-url-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codedeploy-auto-rollback-monitor-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codedeploy-ec2-minimum-healthy-hosts-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codedeploy-lambda-allatonce-traffic-shift-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codepipeline-deployment-count-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/codepipeline-region-fanout-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/cw-loggroup-retention-period-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dax-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/db-instance-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/desired-instance-tenancy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/desired-instance-type.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dms-replication-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-autoscaling-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-pitr-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-table-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/dynamodb-throughput-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-optimized-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ebs-snapshot-public-restorable-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-ebs-encryption-by-default.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-imdsv2-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-detailed-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-managed-by-systems-manager.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-multiple-eni-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instance-profile-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-instances-in-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-applications-blacklisted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-applications-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-association-compliance-status-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-inventory-blacklisted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
AWS Config

AWS Configサポートされているマネージドルールキーワード
• EC2_MANAGEDINSTANCE_PLATFORM_CHECK
• EC2 _AMAZON _キー_ペア_なし
• EC2_PARA_VIRTUAL_INSTANCE_CHECK
• EC2_リソース_バックアップ_プラン_によって_保護_されている
• ENI にアタッチされた EC2 セキュリティグループ
• EC2 _セキュリティグループ_ENI_PERIODIC
• EC2_STOPPED_INSTANCE
• EC2 トークン・ホップ・リミット・チェック
• EC2 _トランジット_ゲートウェイ_自動_VPC_アタッチ_無効
• EC2_VOLUME_INUSE_CHECK
• ECR_PRIVATE_ライフサイクル_ポリシー_設定済み
• ECS_CONTAINER_INSIGHTS_ENABLED
• ECS_CONTAINERS_NONPRIVEGED
• ECS_CONTAINERS_READONLY_ACCESS
• ECS_FARGATE_最新_プラットフォーム_バージョン
• ECS _環境_秘密_なし
• ECS_タスク_定義_メモリ_ハード_リミット
• ECS _タスク_定義_非ルート_ユーザ
• ECS _タスク_定義_PID_モード_チェック
• ECS_タスク定義_ユーザー_FOR_ホスト_モード_チェック
• EFS_ACCESS _POINT_ENFORCE_ROOT_DIRECTORY
• EFS_ACCESS _POINT_ENFORCE_USER_IDENTITY
• EFS_ENCRYPTED_CHECK
• EFS_IN_BACKUP_PLAN
• EFS_RESOURCES_PROTECTED_BACKUP_PLAN
• EIP_ATTACHED
• EKS_CLUSTER _最も古い_サポート対象_バージョン
• EKS_CLUSTER_サポート対象_バージョン
• EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS
• EKS_SECRETS_ENCRYPTED
• ELASTIC_BEANSTALK_マネージド_アップデート_有効
• ELASTICACHE_REDIS_CLUSTER_AUTOMATIC_BACKUP_CHECK
• ELASTICSEARCH_ENCRYPTED_AT_REST
• ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY
• ELASTICSEARCH _LOG_TO_CLOUDWATCH
• ELASTICSEARCH_NODE_TO_NODE_ENCRYPTION_CHECK
• ELB_ACM_CERTIFICATE_REQUIRED
• ELB_CROSS_ZONE_LOAD_BALANCING_ENABLED
• ELB_CUSTOM_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK
• ELB_DELETION_PROTECTION_ENABLED
• ELB_LOGGING_ENABLED
• ELB_PREDEFINED_SECURITY_POLICY_SSL_CHECK
• ELB_TLS_HTTPS_LISTENERS_ONLY
• ELBV2_ACM _証明書_必須
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-managedinstance-platform-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-no-amazon-key-pair.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-paravirtual-instance-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-security-group-attached-to-eni-periodic.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-stopped-instance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-token-hop-limit-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-transit-gateway-auto-vpc-attach-disabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ec2-volume-inuse-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecr-private-lifecycle-policy-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-container-insights-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-nonprivileged.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-containers-readonly-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-fargate-latest-platform-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-no-environment-secrets.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-memory-hard-limit.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-nonroot-user.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-pid-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ecs-task-definition-user-for-host-mode-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-root-directory.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-access-point-enforce-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-encrypted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/efs-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eip-attached.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eks-cluster-oldest-supported-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eks-cluster-supported-version.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eks-endpoint-no-public-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/eks-secrets-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elastic-beanstalk-managed-updates-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elasticsearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-acm-certificate-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-cross-zone-load-balancing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-custom-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-predefined-security-policy-ssl-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elb-tls-https-listeners-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-acm-certificate-required.html
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AWS Config

AWS Configサポートされているマネージドルールキーワード
• ELBV2_MULTIPLE_AZ
• EMR_KERBEROS_ENABLED
• EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP
• ENCRYPTED_VOLUMES
• FMS_SHIELD_RESOURCE_POLICY_CHECK
• FMS_WEBACL_RESOURCE_POLICY_CHECK
• FMS_WEBACL_RULEGROUP_ASSOCIATION_CHECK
• FSX_RESOURCES_PROTECTED_BACKUP_PLAN
• GUARDDUTY_ENABLED_CENTRALIZED
• GUARDDUTY_NON_ARCHIVED_FINDINGS
• IAM_CUSTOMER_POLICY_BLOCKED_KMS_ACTIONS
• IAM_GROUP_HAS_USERS_CHECK
• IAM_INLINE_POLICY_BLOCKED_KMS_ACTIONS
• IAM_NO_INLINE_POLICY_CHECK
• IAM_PASSWORD_POLICY
• IAM_POLICY_BLACKLISTED_CHECK
• IAM_POLICY_IN_USE
• IAM_POLICY_NO_STATEMENTS_WITH_ADMIN_ACCESS
• IAM _POLICY_NO_ステートメント_フルアクセス_付き
• IAM_ROLE_MANAGED_POLICY_CHECK
• IAM_ROOT_ACCESS_KEY_CHECK
• IAM_USER_GROUP_MEMBERSHIP_CHECK
• IAM_USER_MFA_ENABLED
• IAM_USER_NO_POLICIES_CHECK
• IAM_USER_UNUSED_CREDENTIALS_CHECK
• INCOMING_SSH_DISABLED
• KINESIS ストリーム_暗号化
• INTERNET_GATEWAY_AUTHORIZED_VPC_ONLY
• KMS_CMK_NOT_SCHEDULED_FOR_DELETION
• LAMBDA_CONCURRENCY_CHECK
• LAMBDA_DLQ_CHECK
• LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED
• LAMBDA_FUNCTION_SETTINGS_CHECK
• LAMBDA_INSIDE_VPC
• LAMBDA
• MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS
• MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED
• NACL _NO_UNRESTRICTED_SSH_RDP
• NETFW_POLICY_DEFAULT_アクション_フラグメント_パケット
• NETFW_POLICY_DEFAULT_ACTION_FULL_PACKETS
• NETFW_POLICY_RULE_GROUP_ASSOCIATED
• NETFW_STATELESS_RULE_GROUP_が空でない
• IGW への無制限ルートなし
• 検索_アクセス制御_ENABLED_を開く
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/elbv2-multiple-az.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-kerberos-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/emr-master-no-public-ip.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/encrypted-volumes.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fms-shield-resource-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fms-webacl-resource-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fms-webacl-rulegroup-association-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/fsx-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-enabled-centralized.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/guardduty-non-archived-findings.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-group-has-users-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-inline-policy-blocked-kms-actions.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-no-inline-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-password-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-blacklisted-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-in-use.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-admin-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-policy-no-statements-with-full-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-role-managed-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-root-access-key-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-group-membership-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-no-policies-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/iam-user-unused-credentials-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-ssh.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kinesis-stream-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/internet-gateway-authorized-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/kms-cmk-not-scheduled-for-deletion.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-concurrency-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-dlq-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-function-settings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-inside-vpc.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/lambda-vpc-multi-az-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/mfa-enabled-for-iam-console-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/multi-region-cloudtrail-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/nacl-no-unrestricted-ssh-rdp.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-default-action-fragment-packets.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-default-action-full-packets.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-policy-rule-group-associated.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/netfw-stateless-rule-group-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/no-unrestricted-route-to-igw.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-access-control-enabled.html
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AWS Config

AWS Configサポートされているマネージドルールキーワード
• オープンサーチ_監査_ログ_有効
• 検索データノード障害許容値を開く
• オープンサーチ_暗号化_保存時
• 検索を開く_HTTPS_必須
• VPC 内検索のみを開く
• CLOUDWATCH への検索ログを開く
• 検索ノード間の暗号化チェックを開く
• RDS 自動マイナーバージョンアップグレード有効
• CRUSTER
• RDS_CLUSTER_DELETION_PROTECTION_ENABLED
• RDS _クラスタ_IAM_認証_有効
• RDS _クラスタ_マルチ _AZ _ENABLED
• RDS _DB _セキュリティ_グループ_は_許可されていません
• RDS_ENHANCED_MONITORING_ENABLED
• RDS_IN_BACKUP_PLAN
• RDS _INSTANCE_DEFAULT_ADMIN
• RDS_INSTANCE_DELETION_PROTECTION_ENABLED
• RDS_INSTANCE_IAM_AUTHENTICATION_ENABLED
• RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK
• RDS_LOGGING_ENABLED
• RDS_MULTI_AZ_SUPPORT
• RDS _RESOURCES_PROTECTED_BACKUP_PLAN
• RDS_SNAPSHOT_ENCRYPTED
• RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED
• RDS_STORAGE_ENCRYPTED
• REDSHIFT_BACKUP_ENABLED
• REDSHIFT_REQUIRE_TLS_SSL
• REDSHIFT_CLUSTER_CONFIGURATION_CHECK
• REDSHIFT_CLUSTER_MAINTENANCESETTINGS_CHECK
• REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK
• REDSHIFT _監査_ロギング_有効
• REDSHIFT_CLUSTER_KMS_ENABLED
• REDSHIFT_DEFAULT_ADMIN
• REDSHIFT_DEFAULT_DB_NAME_CHECK
• REDSHIFT_拡張_VPC_ルーティング_有効
• REQUIRED_TAGS
• RESTRICTED_INCOMING_TRAFFIC
• ROOT_ACCOUNT_HARDWARE_MFA_ENABLED
• ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED
• S3_アカウント_レベル_パブリック_アクセス_ブロック_定期的
• S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS
• BUCKET ACL
• S3_BUCKET_BLACKLISTED_ACTIONS_PROHIBITED
• S3_BUCKET_DEFAULT_LOCK_ENABLED

210

https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-data-node-fault-tolerance.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-encrypted-at-rest.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-https-required.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-in-vpc-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-logs-to-cloudwatch.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/opensearch-node-to-node-encryption-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-automatic-minor-version-upgrade-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-iam-authentication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-cluster-multi-az-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-db-security-group-not-allowed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-enhanced-monitoring-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-in-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-deletion-protection-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-iam-authentication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-instance-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-multi-az-support.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshot-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-snapshots-public-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/rds-storage-encrypted.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-backup-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-require-tls-ssl.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-configuration-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-maintenancesettings-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-public-access-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-audit-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-cluster-kms-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-admin-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-default-db-name-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/redshift-enhanced-vpc-routing-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/required-tags.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/restricted-common-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-hardware-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/root-account-mfa-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-account-level-public-access-blocks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-acl-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-blacklisted-actions-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-default-lock-enabled.html
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AWS Configサポートされているマネージドルールキーワード
• S3_バケット_レベル_パブリックアクセス_禁止
• S3_BUCKET_LOGGING_ENABLED
• S3_BUCKET_POLICY_GRANTEE_CHECK
• S3_BUCKET_POLICY_NOT_MORE_PERMISSIVE
• S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED
• S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED
• S3_BUCKET_REPLICATION_ENABLED
• S3_BUCKET_SERVER_SIDE_ENCRYPTION_ENABLED
• S3_BUCKET_SSL_REQUESTS_ONLY
• S3_BUCKET_VERSIONING_ENABLED
• S3_DEFAULT_ENCRYPTION_KMS
• S3_イベント_通知_有効
• S3_ライフサイクル_ポリシー_チェック
• S3_RESOURCES_PROTECTED_BACKUP_PLAN
• S3_バージョン_ライフサイクル_ポリシー_チェック
• SAGEMAKER_ENDPOINT_CONFIGURATION_KMS_KEY_CONFIGURED
• SAGEMAKER_NOTEBOOK_INSTANCE_KMS_KEY_CONFIGURED
• SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS
• SECRETSMANAGER_ROTATION_ENABLED_CHECK
• SECRETSMANAGER_SCHEDULED_ROTATION_SUCCESS_CHECK
• シークレットマネージャー_シークレット_定期_ローテーション
• シークレットマネージャー_シークレット_未使用
• シークレットマネージャー_USING_CMK
• SECURITYHUB_ENABLED
• SERVICE_VPC_ENDPOINT_ENABLED
• SHIELD_ADVANCED_ENABLED_AUTORENEW
• SHIELD_DRT_ACCESS
• SNS_ENCRYPTED_KMS
• SSM _DOCUMENT _PUBLIC
• VPC_DEFAULT_SECURITY_GROUP_CLOSED
• VPC_FLOW_LOGS_ENABLED
• VPC_SG_OPEN_ONLY_TO_AUTHORIZED_PORTS
• VPC_VPN_2_TUNNELS_UP
• WAF_CLASSIC_LOGGING_ENABLED
• WAF _REGIONAL_WEBACL_が空ではありません
• WAFV2_LOGGING_ENABLED

Audit ManagerAWS Config でのカスタムルールの使用
AWS Configカスタムルールを監査レポートのデータソースとして使用できるようになりました。AWS 
Configコントロールにルールにマップされたデータソースがある場合、Audit ManagerAWS Config はルー
ルによって作成された評価を追加します。
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https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-level-public-access-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-grantee-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-policy-not-more-permissive.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-read-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-public-write-prohibited.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-replication-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-server-side-encryption-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-ssl-requests-only.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-bucket-versioning-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-default-encryption-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-event-notifications-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-resources-protected-by-backup-plan.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/s3-version-lifecycle-policy-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sagemaker-notebook-no-direct-internet-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-rotation-enabled-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-scheduled-rotation-success-check.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-periodic-rotation.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-secret-unused.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/secretsmanager-using-cmk.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/securityhub-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/service-vpc-endpoint-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/shield-advanced-enabled-autorenew.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/shield-drt-access.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/sns-encrypted-kms.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/ssm-document-not-public.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-default-security-group-closed.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-flow-logs-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-sg-open-only-to-authorized-ports.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/vpc-vpn-2-tunnels-up.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-classic-logging-enabled.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/waf-regional-webacl-not-empty.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/wafv2-logging-enabled.html
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使用できるカスタムルールは、Audit Manager へのサインイン方法によって異なります。AWS アカウント
でカスタムルールにアクセスできる場合はAWS Config、そのルールを Audit Manager のデータソースマッ
ピングとして使用できます。

• 個人用AWS アカウント — アカウントで作成した任意のカスタムルールを使用できます。
• 組織に属するアカウントの場合 — どちらでも、メンバーレベルのカスタムルールを使用できます。また

は、で利用できる組織レベルのカスタムルールをどれでも使用できますAWS Config。

カスタムルールをデータソースとして使用するコントロールを作成する方法については、「新しいコント
ロールを最初から作成する」および「既存のコントロールをカスタマイズする」を参照してください。

Tip

マネージドルールは Audit Manager のカスタムルールのドロップダウンリストには表示されない
ことに注意してください。
AWS Configルールがマネージドルールかカスタムルールかを確認したい場合は、AWS Configコ
ンソールを使用して確認できます。左のナビゲーションメニューから [ルール] を選択し、表から
ルールを探します。マネージドルールの場合、[タイプ] 列には [AWSマネージド] と表示されま
す。

マネージドルールをデータソースとしてマップするには、マネージドルールのドロップダウンリ
ストにあるAudit Manager のマネージドルール識別子キーワードを探します。詳細については、
このガイドの「トラブルシューティング」セクションを参照してください。

カスタムルールをコントロールのデータソースとしてマッピングすると、そのコントロールを Audit 
Manager のカスタムフレームワークに関連付けることができます。カスタムコントロールを使用するカ
スタムフレームワークを作成する方法については、「新しいフレームワークを最初から作成する」と「既
存のフレームワークをカスタマイズする」を参照してください。コントロールを既存のカスタムフレーム
ワークに追加する方法については、「既存のフレームワークの編集」を参照してください。

でのカスタムルールの作成についてはAWS Config、『AWS Config開発者ガイド』の「AWS Configのカス
タムルールの開発」を参照してください。

Audit ManagerAWS Config との統合に関するトラブルシュー
ティング
よくある質問や問題への回答については、このガイドの「トラブルシューティング」セクションの「AWS 
Config統合」を参照してください。

AWS Security Hub対応しているコントロールAWS 
Audit Manager
Audit Manager では、コンプライアンスチェックの結果をSecurity Hub から直接報告できます。そのため
には、Audit Manager でカスタムコントロールを設定するときに、データソースマッピングとして 1 つ以
上の Security Hub コントロールを指定します。

Note

• Audit Manager は、Security HubAWS Config によって作成されたサービスにリンクされたルー
ルから証拠を収集しません。詳細については、このガイドの「トラブルシューティング」セク
ションを参照してください。

• SecurityControlsこの新機能では、Audit Manager がSecurity Hub から証拠を収集する方法に
変更はありません。この機能の使用を開始し、評価対象の統制がデータソースタイプとして 
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https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-existing.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/customize-control-from-scratch.html
https://console.aws.amazon.com/config/
https://console.aws.amazon.com/config/
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/control-issues.html#custom-rule-missing
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-custom-frameworks-from-existing.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-custom-frameworks-from-scratch.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-custom-frameworks-from-existing.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/create-custom-frameworks-from-scratch.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/edit-custom-frameworks.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_develop-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config_develop-rules.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/control-issues.html#config-rule-integration
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/control-issues.html#config-rule-integration
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-awsconfigrules.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-awsconfigrules.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/evidence-collection-issues.html#no-evidence-from-security-hub
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/prepare-upcoming-features.html
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Security Hub を使用している場合、Audit Manager は以前と同じ方法で引き続きコンプライア
ンスチェックの証拠を収集します。さらに、Security Hub から報告された証拠と調査結果の形
式に変更はありません。

• 2022 年 11 月 9 日、Security Hub は、インターネットセキュリティセンター (CIS)AWS 財団
ベンチマークバージョン 1.4.0 要件、レベル 1 および 2 (CIS v1.4.0) に合わせた自動セキュリ
ティチェックを開始しました。Security Hub では、CIS v1.2.0標準に加えて、CIS v1.4.0標準が
サポートされています。現時点では、Audit Manager は、Security Hub が CIS v1.4.0 に対して
提供するセキュリティチェックをサポートしていません。

Audit Manager は、以下のSecurity Hub コントロールをサポートしています。

次の Security Hub コントロールについて詳しくは、表から項目を選択するか、AWS Security Hubユーザー
ガイドの「のセキュリティ標準とコントロール」を参照してください。AWS Security Hub

CIS Foundations 
Benchmark v.1.2.0

PCI DSS AWS Foundational Security Best Practices

• 1.1
• 1.2
• 1.3
• 1.4
• 1.5
• 1.6
• 1.7
• 1.8
• 1.9
• 1.10
• 1.11
• 1.12
• 1.13
• 1.14
• 1.16
• 1.20
• 1.22
• 2.1
• 2.2
• 2.3
• 2.4
• 2.5
• 2.6
• 2.7
• 2.8
• 2.9
• 3.1
• 3.2
• 3.3
• 3.4
• 3.5

• PCI。 AutoScaling1。
• PCI。 CloudTrail1。
• PCI。 CloudTrail2。
• PCI。 CloudTrail3.
• PCI。 CloudTrail4。
• PCI。 CodeBuild1。
• PCI。 CodeBuild2。
• PCI.Config.1
• PCI.CW.1
• PCI.DMS.1
• PCI.EC2.1
• PCI.EC2.2
• PCI.EC2.3
• PCI.EC2.4
• PCI.EC2.5
• PCI.EC2.6
• PCI.ELBV2.1
• PCI.ES.1
• PCI.ES.2
• PCI。 GuardDuty1。
• PCI.IAM.1
• PCI.IAM.2
• PCI.IAM.3
• PCI.IAM.4
• PCI.IAM.5
• PCI.IAM.6
• PCI.IAM.7
• PCI.IAM.8
• PCI.KMS.1
• PCI.Lambda.1
• PCI.Lambda.2

• ACM.1
• AutoScaling1。
• CloudTrail1。
• CloudTrail2。
• CodeBuild1。
• CodeBuild2。
• Config.1
• DMS.1
• EC2.1
• EC2.2
• EC2.3
• EC2.4
• EC2.6
• EC2.7
• EC2.8
• EFS.1
• ELBv2.1
• EMR.1
• ES.1
• GuardDuty1。
• IAM.1
• IAM.2
• IAM.3
• IAM.4
• IAM.5
• IAM.6
• IAM.7
• IAM.8
• KMS.1
• KMS.2
• Lambda.1
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CIS Foundations 
Benchmark v.1.2.0

PCI DSS AWS Foundational Security Best Practices

• 3.6
• 3.7
• 3.8
• 3.9
• 3.10
• 3.11
• 3.12
• 3.13
• 3.14
• 4.1
• 4.2
• 4.3

• PCI.RDS.1
• PCI.RDS.2
• PCI.Redshift.1
• PCI.S3.1
• PCI.S3.2
• PCI.S3.3
• PCI.S3.4
• PCI.S3.5
• PCI.S3.6
• PCI。 SageMaker1。
• PCI.SSM.1
• PCI.SSM.2
• PCI.SSM.3

• Lambda.2
• RDS.1
• RDS.2
• RDS.3
• RDS.4
• RDS.5
• RDS.6
• RDS.7
• RDS.8
• S3.1
• S3.2
• S3.3
• S3.4
• S3.5
• S3.6
• SageMaker1。
• SecretsManager1。
• SecretsManager2。
• SSM.1
• SSM.2
• SSM.3

AWS Audit Manager によってサポートされる API 
コール
Audit Manager は、APIAWS のサービス コールを実行して、AWSリソースの設定の詳細のスナップショッ
トを収集します。Audit Manager でカスタムコントロールを設定する際に、これらの API コールをデータ
ソースマッピングとして指定できます。

Audit Manager は、API コールの範囲内にあるすべてのリソースについて、は設定スナップショットを
キャプチャし、それを証拠に変換します。これにより、(API コールではなく) リソースごとに 1 つの証拠
が得られます。

例えば、ec2_DescribeRouteTables API コールが 5 つのルートテーブルから設定スナップショットを
キャプチャすると、1 回の API コールについて合計で 5 つの証拠が得られます。各証拠は、個々のルート
テーブルの設定のスナップショットです。

このページでは
• カスタムコントロールデータソースの API 呼び出しをサポート (p. 214)
• ページ分割された API コール (p. 216)
• AWS License Manager標準フレームワークで使用される API 呼び出し (p. 217)

カスタムコントロールデータソースの API 呼び出しをサポート
カスタムコントロールでは、次の 29 個の API コールのいずれかをデータソースとして使用できます。
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API コールのサポート メモ

設定
_DescribeConfigRules

 

設定
_DescribeDeliveryChannels

 

クラウドウォッチ
_DescribeAlarms

 

クラウドトレイル
_DescribeTrails

 

dynamodb_DescribeTable この API をデータソースとして使用する場合、特定の DynamoDB 
テーブルの名前を指定する必要はありません。代わりに、Audit 
ManagerListTables はオペレーションを使用してすべてのテーブルを一
覧表示します。次に、Audit Manager は、リストされているテーブルごと
に、DescribeTableそのリソースのエビデンスを生成する操作を実行しま
す。

dynamodb_ListTables  

ec2_DescribeFlowLogs  

ec2_DescribeInstances  

ec2_DescribeNetworkAcls  

ec2_DescribeRouteTables  

ec2_DescribeSecurityGroups 

ec2_DescribeVolumes  

ec2_DescribeVpcs  

ec2_DescribeVpcEndpoints 

エラスティック
ファイルシステム 
_DescribeFileSystems

 

kms_GetKeyPolicy この API をデータソースとして使用する場合、特定の名前を指定する必要
はありませんAWS KMS key。代わりに、Audit ManagerListKeys はオペ
レーションを使用してすべての KMS キーを一覧表示します。続いて、Audit 
Manager は、リストされている KMS キーごとに、GetKeyPolicyそのリ
ソースの証拠を生成する操作を実行します。

kms_GetKeyRotationStatusこの API をデータソースとして使用する場合、特定の名前を指定する
必要はありませんAWS KMS key。代わりに、Audit ManagerListKeys
はオペレーションを使用してすべての KMS キーを一覧表示しま
す。続いて、Audit Manager は、リストされている KMS キーごと
に、GetKeyRotationStatusそのリソースの証拠を生成する操作を実行し
ます。

kms_ListKeys  

iam_GenerateCredentialReport 
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API コールのサポート メモ

iam_GetAccountPasswordPolicy 

iam_GetAccountSummary  

iam_ListGroups  

iam_ListPolicies  

iam_ListRoles  

iam_ListUsers  

DESCRIBEDBINSTANCES 

赤方偏移
_DescribeClusters

 

s3_GetBucketEncryption この API をデータソースとして使用する場合、特定の S3 バケットの名前を
指定する必要はありません。代わりに、Audit Manager は、ListBucketsオ
ペレーションを使用してすべてのバケットを一覧表示します。次に、Audit 
Manager は、リストされているバケットごとに、GetBucketEncryptionそ
のリソースのエビデンスを生成する操作を実行します。

Audit Manager は、評価時に作成されたバケットの暗号化ステータスのみ
を提供できます。AWS リージョン複数のバケットにわたるすべての S3 
バケットの暗号化ステータスを確認する必要がある場合はAWS リージョ
ン、S3AWS リージョン バケットがある各バケットで評価を作成することを
お勧めします。

s3_ListBuckets  

ページ分割された API コール
AWS のサービス多くは大量のデータを収集して保存します。その結果、listdescribe、またはget API 
呼び出しがデータを返そうとすると、多くの結果が出る可能性があります。1 つの応答で返すデータ量が
多すぎる場合は、ページ分割を使用して、より管理しやすい大きさに結果を分割することができます。こ
れにより、結果がデータの「ページ」に分割され、回答の処理が容易になります。

Audit Manager がサポートする API 呼び出しの一部はページ分割されています。つまり、最初は部分的な
結果を返し、それ以降のリクエストでは結果セット全体を返す必要があります。たとえば、Amazon RDS
DDescribeDBInstances オペレーションは一度に最大 100 個のインスタンスを返し、それ以降のリクエス
トでは次のページの結果を返す必要があります。

2023 年 3 月 8 日現在、Audit Manager はエビデンス収集のデータソースとしてページ分割された API 呼
び出しをサポートしています。以前は、ページ分割された API 呼び出しをデータソースとして使用した
場合、API レスポンスではリソースのサブセットのみが返されていました（最大 100 件の結果）。これ
で、Audit Manager はページ分割された API オペレーションを複数回呼び出し、すべてのリソースが返さ
れるまで結果の各ページを取得します。次に、Audit Manager はリソースごとに構成スナップショットを
キャプチャし、それを証拠として保存します。リソース一式が API レスポンスに取り込まれるようになっ
たため、収集される証拠の量が増えていることに気付くでしょう。

Audit Manager は API 呼び出しのページ分割を自動的に処理します。ページ分割された API 呼び出しを
データソースとして使用するカスタムコントロールを作成する場合、ページ分割パラメータを指定する必
要はありません。

216

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_GetAccountPasswordPolicy.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_GetAccountSummary.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_ListGroups.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_ListPolicies.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_ListRoles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/APIReference/API_ListUsers.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/APIReference/API_DescribeDBInstances.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/APIReference/API_DescribeClusters.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/APIReference/API_DescribeClusters.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/API_GetBucketEncryption.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/API/API_ListBuckets.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/control-data-sources-api.html#apis-for-custom-control-data-sources
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/APIReference/API_DescribeDBInstances.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
AWS CloudTrail

AWS License Manager標準フレームワークで使用される API 呼
び出し
AWS License Manager 標準フレームワークにおいて、Audit Manager は、証拠を収集するために
GetLicenseManagerSummary と呼ばれるカスタムアクティビティを使用します。このアクティビティ
では、次の 3 つのLicense Manager API を呼び出します。

• ListLicenseConfigurations
• ListAssociationsForLicenseConfiguration
• ListUsageForLicenseConfiguration

返されたデータは証拠に変換され、評価の関連するコントロールにアタッチされます。

例

2 つのライセンス製品 (SQL Service 2017 と Oracle Database Enterprise Edition) を使用していると
します。最初に、GetLicenseManagerSummaryアクティビティは、ListLicenseConfigurationsAPI 
を呼び出します。これは、アカウントのライセンス設定の詳細を提供します。次
に、ListUsageForLicenseConfigurationおよびを呼び出して、ListAssociationsForLicenseConfigurationライ
センス設定ごとにコンテキストデータを追加します。最後に、ライセンス設定データを証拠に変換し、フ
レームワークのそれぞれのコントロールにアタッチします (4.5 - SQL Server 2017 のカスタマーマネージ
ドライセンスおよび 3.0.4 - Oracle Database Enterprise Edition のカスタマーマネージドライセンス)。

フレームワークのどのコントロールによってもカバーされていないライセンス製品を使用している場合、
そのライセンス設定データは、次のコントロールの証拠としてアタッチされます: 5.0 - 他のライセンスの
カスタマーマネージドライセンス。

AWS Audit Manager によってサポートされる AWS 
CloudTrail イベント名
AWS CloudTrail管理イベントとグローバルサービスイベントを証拠として Audit Manager に取り込むこ
とができます。そのためには、カスタムコントロールを作成するときに、 CloudTrail イベント名をデータ
ソースマッピングとして指定します。

上記の例外として、 CloudTrail 以下のイベントは Audit Manager ではサポートされていません。

• kms_GenerateDataKey
• kms_Decrypt
• sts_AssumeRole
• キネシスビデオ_GetDataEndpoint
• キネシスビデオ_GetSignalingChannelEndpoint
• キネシスビデオ_DescribeSignalingChannel
• キネシスビデオ_DescribeStream

Note

Audit Manager は、管理イベントとグローバルサービスイベントのみをキャプチャします。デー
タイベントとインサイトイベントは証拠としては入手できません。 CloudTrail さまざまなタイプ
のイベントの詳細については、AWS CloudTrailユーザーガイドの「CloudTrail 概念」を参照して
ください。

CloudTrail イベントを表示する方法については、AWS CloudTrailユーザーガイドの「 CloudTrailイベント
履歴を含むイベントの表示」を参照してください。
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AWS Audit Manager の設定
AWS Audit Manager 設定はいつでも確認および設定できます。

設定にアクセスするには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。

次の設定を使用できます。

• 全般設定 (p. 218)
• 許可 (p. 218)
• データ暗号化 (p. 219)
• 委任管理者 (オプション)  (p. 220)
• AWS Config (オプション) (p. 225)
• Security Hub (オプション) (p. 225)
• AWS Audit Manager を無効にする (p. 225)

• 評価の設定 (p. 227)
• デフォルトの監査所有者 (オプション) (p. 227)
• 評価レポートの宛先 (オプション) (p. 228)
• 通知 (オプション) (p. 228)

• 証拠ファインダーの設定 (p. 229)
• 証拠ファインダー (オプション) (p. 229)

全般設定
「一般設定」タブは、Audit Manager コンソールの設定ページのデフォルトビューです。このタブを使用
して、一般的な Audit Manager 設定を確認および更新します。

トピック
• 許可 (p. 218)
• データ暗号化 (p. 219)
• 委任管理者 (オプション)  (p. 220)
• AWS Config (オプション) (p. 225)
• Security Hub (オプション) (p. 225)
• AWS Audit Manager を無効にする (p. 225)

許可
AWS Audit Manager は、サービスにリンクされたロールを使用して、ユーザーに代わってデー
タソースに接続します。詳細については、「 のサービスにリンクされたロールの使用AWS Audit 
Manager (p. 308)」を参照してください。
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Audit Manager が使用する、サービスにリンクされたロールの詳細を確認するには、[View IAM service-
linked role permission] (IAM サービスにリンクされたロールの許可を表示) を選択します。

サービスリンクロールの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスリンクロールの使用」を
参照してください。

データ暗号化
Audit Manager は、AWS マネージドキーデータを安全に保管するための独自のデータを自動的に作成しま
す。デフォルトでは、Audit Manager データは、この KMS キーで暗号化されます。または、データ暗号
化設定をカスタマイズする場合は、独自の対称暗号化カスタマー管理キーを指定できます。独自の KMS 
キーを使用することにより、キーの作成、ローテーション、無効化ができるなど、より高い柔軟性が得ら
れます。

Important

評価レポートを正常に生成するには、カスタマーマネージドキー (提供する場合) が評価と同じ、
カスタマーマネージドキー (提供する場合)AWS リージョン が評価と同じ。Audit Manager リー
ジョンのリストについては、Amazon Web Services 全般のリファレンスの「AWS Audit Manager
エンドポイントとクォータ」を参照してください。

データ暗号化設定は、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、またはAudit 
Manager API を使用して更新できます。

Audit Manager console

データ暗号化設定を更新するには (コンソール)

1. [一般設定] タブから、[データ暗号化] セクションに移動します。
2. Audit Manager によって提供されるデフォルトの KMS キーを使用するには、[Customize 

encryption settings (advanced)] (暗号化設定をカスタマイズ (詳細) チェックボックスをオフにし
ます。

3. カスタマーマネージドキーを使用するには、[Customize encryption settings (advanced)] チェック
ボックスをオンにします。その後、既存の KMS キーを選択するか、新しい KMS キーを作成でき
ます。

AWS CLI

データ暗号化設定を更新するには (AWS CLI)

update-settings コマンドを実行し、--kms-keyパラメーターを使用して独自のカスタマー管理キーを
指定します。

次の例では、########################。

aws auditmanager update-settings --kms-key arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

Audit Manager API

データ暗号化設定 (API) を更新するには

UpdateSettingsオペレーションを呼び出し、KMSKey パラメータを使用して独自のカスタマー管理
キーを指定します。

詳細については、以前のリンクを選択して、Audit Manager API リファレンスをご覧ください。言語
固有のAWS SDK のいずれかでこの API API やパラメーターを使用する方法に関する情報が含まれま
す。
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Note

Audit Manager のデータ暗号化の設定を変更した場合、これらの変更は、作成する新しい評価に
適用されます。ここで言う新しい評価には、新しい評価から作成する評価レポートが含まれま
す。
この変更は、暗号化の設定を変更する前に作成した既存の評価には適用されません。ここで言う
既存の評価には、既存の評価レポートに加え、既存の評価から作成する新しい評価レポートも含
まれます。既存の評価とそのすべての評価レポートでは、引き続き古い KMS キーが使用されま
す。
評価レポートを生成する IAM アイデンティティが、古い KMS キーを使用できない場合は、キー
ポリシーレベルで許可を付与します。手順については、『AWS Key Management Service開発者
ガイド』の「他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する」を参照してください。

キーの作成方法については、AWS Key Management Serviceユーザーガイドの「キーの作成」を参照して
ください。

委任管理者 (オプション)
Audit ManagerAWS Organizations を使用しており、のマルチアカウントサポートを有効にしたい場合は、
組織内のメンバーアカウントを Audit Manager の委任された管理者として指定できます。

前提条件

• アカウントは組織に属している必要があります。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイ
ド」の「組織の作成と管理」を参照してください。

• 委任された管理者を指定する前に、組織のすべての機能を有効にする必要があります。また、組織の 
Security Hub の設定を行う必要があります。これにより、Audit Manager は、メンバーアカウントから 
Security Hub の証拠を収集できます。

• 委任された管理者アカウントには、Audit Manager の設定時に指定した KMS キーにアクセスできる必要
があります。暗号化の設定を確認および変更するには、「データ暗号化 (p. 219)」を参照してくださ
い。

Audit Manager の委任管理者に関する重要な考慮事項
Audit Manager の委任された管理者が行う操作方法を定義する、次の要素に注意してください。

管理アカウントの使用量

AWS Organizations 管理アカウントを Audit Manager の委任された管理者として使用することはでき
ません。

委任管理者を複数人で使うAWS リージョン

複数の Audit Manager を有効にする場合はAWS リージョン、委任された管理者アカウントを各リー
ジョンで個別に指定する必要があります。Audit Manager の設定で、すべてのリージョンで同じ委任
された管理者アカウントを使用する必要があります。

エビデンスファインダーのクリーンアップタスク

管理アカウントを使用して委任管理者を削除または変更する前に、現在の委任管理者アカウントが 
Audit Manager にサインインし、エビデンスファインダーを無効にしていることを確認してくださ
い。エビデンスファインダーを無効にすると、エビデンスファインダーが有効になったときにアカウ
ントで作成されたイベントデータストアが自動的に削除されます。

このタスクが完了しない場合、イベントデータストアはアカウントに残ります。この場合、元の委任
管理者が CloudTrail Lake を使用してイベントデータストアを手動で削除することをお勧めします。

このクリーンアップタスクは、複数のイベントデータストアになってしまわないようにするために必
要です。委任された管理者アカウントを削除または変更すると、Audit Manager は未使用のイベント
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データストアを無視します。ただし、未使用のイベントデータストアを削除しないと、イベントデー
タストアには CloudTrail Lake のストレージコストが引き続き発生します。

データ削除

Audit Manager の委任管理者アカウントを削除しても、そのアカウントのデータは削除されません。
委任管理者アカウントのリソースデータを削除する場合は、アカウントを削除する前にそのタスクを
個別に実行する必要があります。または、Audit Manager コンソールで登録できます。または、Audit 
Manager によって提供されている削除 API オペレーションのいずれかを使用することもできます。実
行可能な削除操作のリストについては、「Audit Manager データの削除」を参照してください。

現時点では、Audit Manager には、特定の委任管理者の証拠を削除するオプションはありません。代
わりに、管理アカウントが Audit Manager の登録を解除すると、登録解除時に現在の委任管理者アカ
ウントのクリーンアップが実行されます。

Audit Manager の一般的なOrganizations と委任管理者に関する問題の解決方法については、を参照してく
ださいAWS Organizations委任された管理者のトラブルシューティングと問題 (p. 252)。

Audit Manager 用の委任管理者アカウントの管理
委任された管理者アカウントの設定は、次のように確認および変更できます。

委任管理者を追加する

委任された管理者を追加するには、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS 
CLI)、またはAudit Manager API を使用しており、委任された管理者を追加できます。

Note

委任された管理者を Audit Manager の設定に追加すると、管理アカウントは Audit Manager で追
加の評価を作成できなくなります。さらに、管理アカウントによって作成された既存の評価の証
拠収集は停止します。Audit Manager は、証拠を収集し、組織の評価を管理するための主要アカ
ウントである委任された管理者アカウントにアタッチします。

Audit Manager console

代理管理者を追加するには (コンソール)

1. 「一般設定」タブから、「委任管理者」セクションに移動します。
2. [委任管理者アカウント ID] に、委任管理者のアカウント ID を入力します。
3. [Delegate] (委任) を選択します。

AWS CLI

委任された管理者を追加するには (AWS CLI)

register-organization-admin-accountコマンドを実行し、--admin-account-idパラメータを使用し
て委任された管理者のアカウント ID を指定します。

次の例では、############################。

aws auditmanager register-organization-admin-account --admin-account-id 111122223333

Audit Manager API

現在の委任管理者 (API) を追加するには

RegisterOrganizationAdminAccountオペレーションを呼び出し、adminAccountIdパラメータを使用し
て委任管理者のアカウント ID を指定します。
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詳細については、以前のリンクを選択して、Audit Manager API リファレンスをご覧ください。言語
固有のAWS SDK のいずれかでこの API API やパラメーターを使用する方法に関する情報が含まれま
す。

委任された管理者を変更する

委任管理者を変更するには、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、また
はAudit Manager API を使用します。

Warning

委任された管理者を変更しても、委任された管理者アカウントで以前に収集した証拠に引き続き
アクセスできます。ただし、Audit Manager は、証拠の収集とその委任された管理者アカウント
へのアタッチを停止します。

Audit Manager console

現在委任されている管理者を変更するには (コンソール)

1. （オプション）現在の委任管理者（アカウントA）がエビデンスファインダーを有効にしている
場合は、次のクリーンアップタスクを実行します。

• アカウント B を新しい委任管理者として割り当てる前に、アカウント A が Audit Manager に
サインインし、エビデンスファインダーを無効にしていることを確認してください。

エビデンスファインダーを無効にすると、アカウント A がエビデンスファインダーを有効に
したときに作成されたイベントデータストアが自動的に削除されます。このステップを完了
しない場合、アカウント A は CloudTrail Lake にアクセスしてイベントデータストアを手動
で削除する必要があります。そうしないと、イベントデータストアはアカウント A に残り、
引き続き CloudTrail Lake ストレージ料金が発生します。

2. 「一般設定」タブから、「委任管理者」セクションに移動し、「削除」を選択します。
3. 表示されるポップアップウィンドウで、[Remove] (削除) を選択して確認します。
4. [Delegated administrator account ID] (委任された管理者のアカウント ID) で、新しく委任された

管理者アカウントの ID を入力します。
5. [Delegate] (委任) を選択します。

AWS CLI

開始する前に

現在の委任管理者（アカウントA）がエビデンスファインダーを有効にしている場合は、次のクリー
ンアップタスクを実行します。

アカウント B を新しい委任管理者として割り当てる前に、アカウント A が Audit Manager にサインイ
ンし、エビデンスファインダーを無効にしていることを確認してください。

エビデンスファインダーを無効にすると、アカウント A がエビデンスファインダーを有効にしたと
きに作成されたイベントデータストアが自動的に削除されます。このステップを完了しない場合、
アカウント A は CloudTrail Lake にアクセスしてイベントデータストアを手動で削除する必要があり
ます。そうしないと、イベントデータストアはアカウント A に残り、引き続き CloudTrail Lake スト
レージ料金が発生します。

現在委任されている管理者を変更するには (AWS CLI)

まず、deregister-organization-admin-account--admin-account-idパラメータを使用してコマンド
を実行し、現在の委任された管理者のアカウント ID を指定します。

次の例では、############################。
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aws auditmanager deregister-organization-admin-account --admin-account-id 111122223333

次に、register-organization-admin-account--admin-account-idパラメーターを使用してコマンド
を実行し、新しい委任された管理者のアカウント ID を指定します。

次の例では、############################。

aws auditmanager register-organization-admin-account --admin-account-id 444455556666

Audit Manager API

開始する前に

現在の委任管理者（アカウントA）がエビデンスファインダーを有効にしている場合は、次のクリー
ンアップタスクを実行します。

アカウント B を新しい委任管理者として割り当てる前に、アカウント A が Audit Manager にサインイ
ンし、エビデンスファインダーを無効にしていることを確認してください。

エビデンスファインダーを無効にすると、アカウント A がエビデンスファインダーを有効にしたと
きに作成されたイベントデータストアが自動的に削除されます。このステップを完了しない場合、
アカウント A は CloudTrail Lake にアクセスしてイベントデータストアを手動で削除する必要があり
ます。そうしないと、イベントデータストアはアカウント A に残り、引き続き CloudTrail Lake スト
レージ料金が発生します。

現在委任されている管理者を変更するには (API)

まず、DeregisterOrganizationAdminAccountオペレーションを呼び出し、adminAccountIdパラメータ
を使用して現在の委任管理者のアカウント ID を指定します。

次に、RegisterOrganizationAdminAccountオペレーションを呼び出し、adminAccountIdパラメーター
を使用して新しい委任管理者のアカウント ID を指定します。

詳細については、以前のリンクを選択して、Audit Manager API リファレンスをご覧ください。言語
固有のAWS SDK のいずれかでこの API API やパラメーターを使用する方法に関する情報が含まれま
す。

委任された管理者を削除する

委任管理者を削除するには、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、また
はAudit Manager API を使用します。

Warning

委任された管理者を削除しても、その委任された管理者アカウントで以前に収集した証拠に引き
続きアクセスできます。ただし、Audit Manager は、証拠の収集とその委任された管理者アカウ
ントへのアタッチを停止します。

Audit Manager console

現在委任されている管理者を削除するには (コンソール)

1. (オプション) 現在の委任管理者がエビデンスファインダーを有効にしている場合は、次のクリー
ンアップタスクを実行します。

• 現在の委任管理者アカウントが Audit Manager にサインインし、エビデンスファインダーを
無効にしていることを確認してください。
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エビデンスファインダーを無効にすると、エビデンスファインダーを有効にしたときにアカ
ウントで作成されたイベントデータストアが自動的に削除されます。このステップが完了し
ない場合、委任された管理者アカウントは CloudTrail Lake を使用してイベントデータストア
を手動で削除する必要があります。そうしないと、イベントデータストアはアカウントに残
り、引き続き CloudTrail Lake ストレージ料金が発生します。

2. 「一般設定」タブから、「委任管理者」セクションに移動し、「削除」を選択します。
3. 表示されるポップアップウィンドウで、[Remove] (削除) を選択して確認します。

AWS CLI

開始する前に

現在の委任管理者がエビデンスファインダーを有効にしている場合は、次のクリーンアップタスクを
実行してください。

現在の委任管理者アカウントが Audit Manager にサインインし、エビデンスファインダーを無効にし
ていることを確認してください。

エビデンスファインダーを無効にすると、エビデンスファインダーを有効にしたときにアカウントで
作成されたイベントデータストアが自動的に削除されます。このステップが完了しない場合、委任さ
れた管理者アカウントは CloudTrail Lake を使用してイベントデータストアを手動で削除する必要が
あります。そうしないと、イベントデータストアはアカウントに残り、引き続き CloudTrail Lake スト
レージ料金が発生します。

現在委任されている管理者を削除するには (AWS CLI)

deregister-organization-admin-accountコマンドを実行し、--admin-account-idパラメータを使用
して委任された管理者のアカウント ID を指定します。

次の例では、############################。

aws auditmanager deregister-organization-admin-account --admin-account-id 111122223333

Audit Manager API

開始する前に

現在の委任管理者がエビデンスファインダーを有効にしている場合は、次のクリーンアップタスクを
実行してください。

現在の委任管理者アカウントが Audit Manager にサインインし、エビデンスファインダーを無効にし
ていることを確認してください。

エビデンスファインダーを無効にすると、エビデンスファインダーを有効にしたときにアカウントで
作成されたイベントデータストアが自動的に削除されます。このステップが完了しない場合、委任さ
れた管理者アカウントは CloudTrail Lake を使用してイベントデータストアを手動で削除する必要が
あります。そうしないと、イベントデータストアはアカウントに残り、引き続き CloudTrail Lake スト
レージ料金が発生します。

現在委任されている管理者を削除するには (API)

DeregisterOrganizationAdminAccountオペレーションを呼び出し、adminAccountIdパラメータを使用
して委任管理者のアカウント ID を指定します。

詳細については、以前のリンクを選択して、Audit Manager API リファレンスをご覧ください。言語
固有のAWS SDK のいずれかでこの API API やパラメーターを使用する方法に関する情報が含まれま
す。
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AWS Config (オプション)
Audit Manager が調査結果を収集できるようにすることができますAWS Config。を有効にすると、Audit 
ManagerAWS Config はルールチェックの結果をから直接報告することで、リソースセキュリティ態勢の
スナップショットをキャプチャできますAWS Config。Audit Manager で最適なエクスペリエンスを実現す
るために、AWS Config を有効にすることをお勧めします。

有効にするにはAWS Config、[有効にするAWS Config] を選択してそのサービスにアクセスします。有効
化する方法についてはAWS Config、『AWS Config開発者ガイド』AWS Configの「設定」を参照してくだ
さい。

Security Hub (オプション)
Audit Manager が、AWS Security Hubサポートされているコンプライアンス基準の結果をインポートで
きるようにすることができます。Security Hub を有効にすると、Audit Manager はセキュリティチェック
の結果からリソースのセキュリティ状況のスナップショットをSecurity Hub から直接キャプチャできま
す。Audit Manager で最適なエクスペリエンスを実現するために、Security Hub を有効にすることをお勧
めします。

Security Hub を有効にするには、[Security Hub を有効にする] を選択してそのサービスにアクセスしま
す。Security Hub を有効にする方法については、Security HubAWS Security Hub ユーザーガイドの「設
定」を参照してください。

AWS Audit Manager を無効にする
サービスを使用しない場合は、Audit Manager を無効にすることができます。Audit Manager を無効にする
と、すべてのデータを削除することもできます。

デフォルトでは、Audit Manager を無効化してもデータは削除されません。エビデンスデータは、作成時
から2年間保持されます。その他の Audit Manager リソース (評価、カスタムコントロール、カスタムフ
レームワークを含む) は無期限に保持され、future Audit Manager を再度有効にした場合に利用できるよう
になります。データ保持の詳細については、このガイドの「データ保護」を参照してください。

データを削除することを選択した場合、Audit Manager はすべての証拠データと、作成したすべてのAudit 
Manager リソース（評価、カスタムコントロール、カスタムフレームワークを含む）を削除します。Audit 
Manager を無効にしてから 7 日以内にすべてのデータが削除されます。

Warning

• Audit Manager を無効にすると、アクセスが取り消され、サービスは既存の評価の証拠を収集
しなくなります。Audit Manager を再有効化しない限り、サービスの内容にアクセスすること
はできません。

• すべてのデータを削除することは永久的なアクションです。future Audit Manager を再度有効に
すると、データを回復できなくなります。

Audit Manager は、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、またはAudit 
Manager API を使用して無効にできます。

Audit Manager console

Audit Manager を無効にするには (コンソール)

1. [一般設定] タブから、[無効にする]AWS Audit Manager セクションに移動します。
2. [Disable] (無効化) を選択します。
3. ポップアップウィンドウで、現在のデータ保持設定を確認します。
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a. 現在の選択を続けるには、「Audit Manager を無効にする」を選択します。
b. 現在選択されている内容を変更するには、次のステップを実行します。

i. [キャンセル] を選択して設定ページに戻ります。
ii. デフォルトのデータ保持設定を使用するには、[すべてのデータを削除] をオフにしま

す。この選択により、エビデンスデータは作成時から 2 年間保持され、その他のAudit 
Manager リソースは無期限に保持されます。

iii. データを削除するには、[すべてのデータを削除] をオンにします。
iv. [無効化] を選択し、次に [Audit Manager を無効にする] を選択して選択を確定します。

AWS CLI

開始する前に

Audit Manager を無効にする前に、update-settings コマンドを実行して希望のデータ保持ポリシーを
設定できます。デフォルトでは、Audit Manager はデータを保持します。データの削除をリクエスト
する場合は、--deregistration-policydeleteResources値をに設定したパラメータを使用し
てくださいALL。

aws auditmanager update-settings --deregistration-policy deleteResources=ALL

Audit Manager (AWS CLI) を無効にするには

Audit Manager を無効にする準備ができたら、deregister-account コマンドを実行します。

aws auditmanager deregister-account 

Audit Manager API

開始する前に

Audit Manager を無効にする前に、UpdateSettingsAPI オペレーションを使用して希望のデータ保持ポ
リシーを設定できます。デフォルトでは、Audit Manager はデータを保持します。データを削除した
い場合は、DeregistrationPolicy属性を使用してデータの削除をリクエストできます。

Audit Manager (API) を無効にするには

Audit Manager を無効にする準備ができたら、DeregisterAccountオペレーションを呼び出します。

詳細については、以前のリンクを選択して、Audit Manager API リファレンスをご覧ください。言語
固有のAWS SDK のいずれかでこれらのオペレーションやパラメータを使用する方法に関する情報が
含まれます。

Audit Manager を無効にした後で再度有効にするには

Audit Manager サービスのホームページに移動し、手順に従って、Audit Manager を新規ユーザーとして設
定します。詳細については、「AWS Audit Manager の設定 (p. 23)」を参照してください。

Tip

Audit Manager を無効にしたときにデータを削除することを選択した場合は、データが削除され
るまで待ってからサービスを再度有効にする必要があります。データの量によっては、最大 7 日
かかる場合があります。ただし、その前に Audit Manager を再度有効にしてみてください。多く
の場合、データはわずか 1 時間で削除されます。
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評価の設定
このタブを使用して、評価設定を確認および更新します。

トピック
• デフォルトの監査所有者 (オプション) (p. 227)
• 評価レポートの宛先 (オプション) (p. 228)
• 通知 (オプション) (p. 228)

デフォルトの監査所有者 (オプション)
Audit Manager で評価にプライマリアクセスできるデフォルトの監査所有者を指定できます。

この設定は、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、またはAudit 
Manager API を使用して更新できます。

Audit Manager console

AWS アカウント表にリストされている、または検索バーを使用しており、他の情報も検索できます
AWS アカウント。

Audit Manager の設定を更新するには (コンソール)

1. 評価設定タブから、デフォルト監査所有者セクションに移動し、編集を選択します。
2. デフォルトの監査所有者を追加するには、[Audit owner] (監査所有者) の下のアカウント名の横に

あるチェックボックスをオンします。
3. デフォルトの監査所有者を削除するには、[Audit owner] (監査所有者) の下のアカウント名の横に

あるチェックボックスをオフにします。
4. 処理が完了したら、[Save] を選択します。

AWS CLI

監査責任者のデフォルト設定を更新するには (AWS CLI)

update-settings コマンドを実行し、--default-process-ownersパラメーターを使用して監査所有
者を指定します。

次の例では、############################。roleTypeできるのはそれだけであることに注意
してくださいPROCESS_OWNER。

aws auditmanager update-settings --default-process-owners 
 roleType=PROCESS_OWNER,roleArn=arn:aws:iam::111122223333:role/Administrator 

Audit Manager API

デフォルトの監査所有者設定 (API) を更新するには

UpdateSettingsオペレーションを呼び出し、defaultProcessOwnersパラメータを使用してデフォ
ルトの監査所有者を指定します。roleTypeできるのはそれだけであることに注意してくださ
いPROCESS_OWNER。

監査責任者の詳細については、このガイドの「概念と用語」セクションの「監査責任者」を参照してくだ
さい。
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評価レポートの宛先 (オプション)
Audit Manager が評価レポートを保存する Amazon S3 バケットを選択できます。ベストプラクティスとし
て、評価と同じAWS リージョン S3 バケットを使用することをお勧めします。

この設定は、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、またはAudit 
Manager API を使用して更新できます。

Audit Manager console

評価レポートの送信先設定を更新するには (コンソール)

1. 評価設定タブから、評価レポートの宛先セクションに移動します。
2. 既存の Amazon S3 バケットを使用するには、ドロップダウンメニューからバケット名を選択し

ます。
3. 新しい Amazon S3 バケットを作成するには、[新しいバケットの作成] を選択します。
4. 処理が完了したら、[Save] を選択します。

AWS CLI

評価レポートの送信先設定を更新するには (AWS CLI)

update-settings コマンドを実行し、--default-assessment-reports-destinationパラメータ
を使用して S3 バケットを指定します。

##############################。

aws auditmanager update-settings --default-assessment-reports-destination 
 destinationType=S3,destination=s3://my-assessment-report-destination

Audit Manager API

評価レポートの送信先設定 (API) を更新するには

UpdateSettingsオペレーションを呼び出し、defaultAssessmentReportsDestination パラメータを使用
して S3 バケットを指定します。

S3 バケットの作成方法については、Amazon S3 ユーザーガイドの「バケットの作成」を参照してくださ
い。

通知 (オプション)
Audit Manager は、この設定で指定した Amazon SNS トピックに通知を送信できます。その SNS トピッ
クにサブスクライブしている場合は、Audit Manager にサインインしたときに通知を受け取ります。

この設定は、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、またはAudit 
Manager API を使用して更新できます。

Audit Manager console

通知設定を更新するには (コンソール)

1. 評価設定タブから、通知セクションに移動します。
2. 既存の SNS トピックを使用するには、ドロップダウンメニューからトピック名を選択します。
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3. 新しい SNS トピックを作成するには、[新しいトピックの作成] を選択します。
4. 処理が完了したら、[Save] を選択します。

AWS CLI

通知設定を更新するには (AWS CLI)

update-settings コマンドを実行し、--sns-topicパラメーターを使用して SNS トピックを指定しま
す。

##############################。

aws auditmanager update-settings --sns-topic arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:my-
assessment-topic

Audit Manager API

通知設定 (API) を更新するには

UpdateSettingsオペレーションを呼び出し、SNSTopic パラメータを使用して snsTopic を指定しま
す。

Note

標準の SNS トピックまたは FIFO (first-in-first-out) SNS トピックのいずれかを使用できま
す。Audit Manager は FIFO トピックへの通知送信をサポートしていますが、メッセージが送信さ
れる順序は保証されません。
自分が所有していない Amazon SNS トピックを使用する場合は、そのためにAWS Identity and 
Access Management (IAM) ポリシーを設定してください。より具体的には、トピックの Amazon 
リソースネーム (ARN) からの発行を許可するように設定する必要があります。IAM に関する詳細
については、「AWS Audit Manager の Identity and Access Management」を参照してください。

Audit Manager で通知を呼び出すアクションのリストの詳細については、「」を参照してくださいAWS 
Audit Manager の通知 (p. 234)。

Amazon SNS トピックを作成する方法については、Amazon SNS ユーザーガイドの「Amazon SNS ト
ピックの作成」を参照してください。

証拠ファインダーの設定
このタブを使用して、エビデンスファインダーの設定を確認および更新します。

トピック
• 証拠ファインダー (オプション) (p. 229)

証拠ファインダー (オプション)
証拠ファインダーを有効にすることが強く推奨されます。証拠に対して検索クエリを実行する場合は、こ
の機能を有効にする必要があります。

次の手順に従って、エビデンスファインダーの有効化、無効化、またはステータスの確認を行います。
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証拠ファインダーを有効にする

AWS リージョンエビデンスを検索する各場所でエビデンスファインダーを有効にする必要がありま
す。Audit Manager の委任管理者の場合は、エビデンスファインダーを有効にして、組織内のすべてのメ
ンバーアカウントのエビデンスを検索できます。

エビデンスファインダーを有効にするために必要な権限

エビデンスファインダーを有効にするには、 CloudTrail Lake でイベントデータストアを作成および管理す
る権限が必要です。この機能を使用するには、 CloudTrail Lake クエリを実行する権限が必要です。使用で
きる権限ポリシーの例については、「管理者へのフルアクセスを許可する」を参照してください。

許可について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。AWS管理者の場合は、必要
な権限ステートメントをコピーして IAM ポリシーに添付できます。

エビデンスファインダーの有効化のリクエスト

このタスクは、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、またはAudit 
Manager API を使用して実行できます。

Audit Manager console

エビデンスファインダーの有効化をリクエストするには (コンソール)

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きま
す。

2. エビデンスファインダー設定タブから、エビデンスファインダーセクションに移動します。
3. [必要な権限ポリシー] を選択し、次に [ CloudTrail Lake 権限を表示] を選択すると、必要なエビ

デンスファインダーの権限が表示されます。これらの権限をまだ持っていない場合は、このポリ
シーステートメントをコピーして IAM ポリシーにアタッチできます。

4. [有効化] を選択します。
5. ポップアップウィンドウで、[リクエストする] を選択します。

AWS CLI

エビデンスファインダーの有効化をリクエストするには (AWS CLI)

--evidence-finder-enabledパラメータを指定して update-settings コマンドを実行します。

aws auditmanager update-settings --evidence-finder-enabled 

Audit Manager API

エビデンスファインダー (API) の有効化をリクエストするには

UpdateSettingsオペレーションを呼び出し、evidenceFinderEnabledパラメータを使用します。

詳細については、以前のリンクを選択して、Audit Manager API リファレンスをご覧ください。言語
固有のAWS SDK のいずれかでこの API API やパラメーターを使用する方法に関する情報が含まれま
す。

エビデンスファインダーの状況を確認する

リクエストを送信した後、エビデンスファインダーを有効にしてイベントデータストアを作成するまでに
最大10分かかります。イベントデータストアが作成されるとすぐに、すべての新しいエビデンスがイベン
トデータストアに取り込まれます。
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エビデンスファインダーを有効にしてイベントデータストアを作成すると、新しく作成されたイベント
データストアに最大 2 年分の過去のエビデンスがバックフィルされます。このプロセスは自動的に行わ
れ、完了するまでに最大7日かかります。

Audit Manager コンソール、、またはAudit Manager API を使用して、エビデンスファインダーの現在のス
テータスを確認できます。AWS CLI

Audit Manager console

証拠ファインダー (コンソール) の現在のステータスを見るには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きま
す。

2. 左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
3. [エビデンスファインダーを有効にする (オプション)] で、現在のステータスを確認します。

各ステータスは次のように定義されています。

• エビデンスファインダーが有効になっていません — エビデンスファインダーはまだ正常に有効
化されていません。

• エビデンスファインダーの有効化をリクエストしました — リクエストはイベントデータストア
の作成を待っています。

• エビデンスファインダーが有効になっています — イベントデータストアが作成されました。証
拠ファインダーを使用できるようになりました。

証拠の量にもよりますが、新しいイベントデータストアに過去の証拠データを埋め戻すのに最
大7日かかります。青色の情報パネルは、データのバックフィルが進行中であることを示しま
す。それまでの間、エビデンスファインダーの探索を自由に始めてください。ただし、バック
フィルが完了するまですべてのデータが使用できるわけではないことに注意してください。

• エビデンスファインダーの無効化をリクエストしました — リクエストはイベントデータストア
が削除されるのを保留中です。

• エビデンスファインダーが無効になりました — エビデンスファインダーは完全に無効になり、
イベントデータストアは削除されました。

AWS CLI

証拠ファインダーの現在のステータスを見るには (AWS CLI)

--attributeパラメーターをに設定して get-settings コマンドを実行しま
すEVIDENCE_FINDER_ENABLEMENT。

aws auditmanager get-settings --attribute EVIDENCE_FINDER_ENABLEMENT 

次のような情報が返されます。

有効化ステータス

この属性は、エビデンスファインダーの現在の状態を示します。

• ENABLE_IN_PROGRESS— エビデンスファインダーの有効化をリクエストしました。エビデンス
ファインダーのクエリをサポートするために、イベントデータストアが現在作成されています。

• ENABLED— イベントデータストアが作成され、エビデンスファインダーが有効になっています。イ
ベントデータストアに過去のエビデンスデータがバックフィルされるまで 7 日間待つことをお勧め
します。それまでの間はエビデンスファインダーを使用できますが、バックフィルが完了するまで
すべてのデータが使用できるわけではありません。
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• DISABLE_IN_PROGRESS— エビデンスファインダーの無効化をリクエストしましたが、リクエス
トはイベントデータストアの削除が保留中です。

• DISABLED— エビデンスファインダーを完全に無効にし、イベントデータストアが削除されまし
た。この時点以降は、エビデンスファインダーを再度有効にすることはできません。

バックフィルのステータス

この属性は、証拠データのバックフィルの現在のステータスを表示します。

• NOT_STARTED— バックフィルはまだ開始されていません。
• IN_PROGRESS— バックフィルが進行中です。証拠データの量にもよりますが、完了するまでに最

大7日かかります。
• COMPLETED— バックフィルが完了しました。過去の証拠はすべてクエリ可能になりました。

Audit Manager API

証拠ファインダー (API) の現在のステータスを見るには

GetSettingsattributeパラメータをに設定して操作を呼び出しま
すEVIDENCE_FINDER_ENABLEMENT。次のような情報が返されます。

有効化ステータス

この属性は、エビデンスファインダーの現在の状態を示します。

• ENABLE_IN_PROGRESS-エビデンスファインダーの有効化をリクエストしました。エビデンスファ
インダーのクエリをサポートするために、イベントデータストアが現在作成されています。

• ENABLED-イベントデータストアが作成され、エビデンスファインダーが有効になっています。イベ
ントデータストアに過去のエビデンスデータがバックフィルされるまで 7 日間待つことをお勧めし
ます。それまでの間はエビデンスファインダーを使用できますが、バックフィルが完了するまです
べてのデータが使用できるわけではありません。

• DISABLE_IN_PROGRESS-エビデンスファインダーの無効化をリクエストしましたが、リクエスト
はイベントデータストアの削除が保留中です。

• DISABLED-エビデンスファインダーを完全に無効にし、イベントデータストアが削除されました。
この時点以降は、エビデンスファインダーを再度有効にすることはできません。

バックフィルのステータス

この属性は、証拠データのバックフィルの現在のステータスを表示します。

• NOT_STARTEDバックフィルがまだ開始されていないことを意味します。
• IN_PROGRESSバックフィルが進行中であることを意味します。証拠データの量にもよりますが、完

了するまでに最大7日かかります。
• COMPLETEDバックフィルが完了したことを意味します。過去の証拠はすべてクエリ可能になりまし

た。

詳細については、Audit Manager API evidenceFinderEnablementリファレンスのを参照してくださ
い。

証拠ファインダーを無効にする

証拠ファインダーを使用しない場合は、いつでもこの機能を無効にできます。
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Warning

エビデンスファインダーを無効にすると、Audit Manager が作成した CloudTrail Lake イベント
データストアが削除されます。そのため、この機能を再有効化することはできません。エビデン
スファインダーを無効にした後で再利用するにはAWS Audit Manager、サービスを完全に無効に
してから再度有効にする必要があります。

エビデンスファインダーを無効にするために必要な権限

エビデンスファインダーを無効にするには、 CloudTrail Lake のイベントデータストアを削除する権限が必
要です。使用できるポリシーの例については、「エビデンスファインダーを無効にする権限」を参照して
ください。

許可について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。AWS管理者の場合は、必要
な権限ステートメントを IAM ポリシーに添付できます。

証拠ファインダーの無効化

このタスクは、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、またはAudit 
Manager API を使用して実行できます。

Audit Manager console

証拠ファインダー (コンソール) を無効にするには (コンソール)

1. Audit Manager 設定ページのエビデンスファインダーセクションで、「無効」を選択します。
2. 表示されるポップアップウィンドウで、Yesを入力して決定を確認します。
3. [リクエストする] を選択して無効にします。

AWS CLI

エビデンスファインダーを無効にするには (AWS CLI)

--no-evidence-finder-enabledパラメータを指定して update-settings コマンドを実行します。

aws auditmanager update-settings --no-evidence-finder-enabled 

Audit Manager API

エビデンスファインダー (API) を無効にするには

UpdateSettingsオペレーションを呼び出し、evidenceFinderEnabledパラメータを使用します。

詳細については、以前のリンクを選択して、Audit Manager API リファレンスをご覧ください。言語
固有のAWS SDK のいずれかでこの API API やパラメーターを使用する方法に関する情報が含まれま
す。
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AWS Audit Manager の通知
AWS Audit Manager は、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を介してユーザーアクション
について通知できます。

Audit Manager は、次のいずれかのイベントが発生したときに通知を送信します。

• 監査所有者がレビューのためにコントロールセットを委任したとき。
• 受任者がレビュー済みコントロールセットを監査所有者に送信したとき。
• 監査所有者がコントロールセットのレビューを完了したとき。

前提条件
Audit Manager で Amazon SNS 通知を設定する前に、必ず次の手順を実行してください。

1. トピックがまだない場合は、Amazon SNS で作成します。詳細については、Amazon Simple 
Notification Service デベロッパーガイドのAmazon SNS トピックの作成を参照してください。

2. 少なくとも 1 つのエンドポイントをトピックにサブスクライブします。たとえば、テキストメッセージ
で通知を受け取る場合は、トピックに SMS エンドポイントをサブスクライブします。SMS エンドポイ
ントは携帯電話番号です。E メールで通知を受信するには、E メールエンドポイントをトピックにサブ
スクライブします。E メールエンドポイントはE メールアドレスです。

詳細については、Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドの「作業スタート」を参照し
てください。

3. (オプション) トピックでサーバー側の暗号化AWS Key Management Service (AWS KMSSSE) に () を
使用する場合は、AWS KMS keyポリシーにアクセス許可を追加する必要があります。使用できるポリ
シーの例については、「SNS トピックに添付されている KMS キーの権限」を参照してください。

AWS Audit Manager での通知の設定
次の手順に従って、AWS Audit Manager で通知を設定します。

AWS Audit Manager で通知を設定するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 左のナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
3. [Notifications - optional] (通知 - オプション) で、通知の受信に使用する SNS トピックを指定します。

• 既存のトピックを使用するには、ドロップダウンメニューからトピック名を選択します。
• 新しいトピックを作成するには、[Create new topic] (新しいトピックを作成) を選択します。これに

より、Amazon SNS コンソールに移動して、トピックを作成できます。
4. 完了したら、[Save ] を選択します。

メモ

• 標準 SNS トピックまたは FIFO (first-in-first-out) SNS トピックのいずれかを使用できま
す。Audit Manager は FIFO トピックへの通知の送信をサポートしています。ただし、メッセー
ジが送信される順序は保証されません。

234

http://aws.amazon.com/sns/
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-create-topic.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-create-topic.html
https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/security_iam_id-based-policy-examples.html#sns-key-permissions
https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home


AWS Audit Manager ユーザーガイド
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• 自分が所有していない Amazon SNS トピックを使用する場合は、AWS Identity and Access 
Management (IAM) ポリシーを設定する必要があります。より具体的には、トピックの 
Amazon リソースネーム (ARN) からの発行を許可するようにポリシーを設定する必要があ
ります。詳細については、Identity and Access Management を参照してくださいAWS Audit 
Manager。

トラブルシューティング
よくある質問や問題への回答については、このガイドの「トラブルシューティング」セクションにある
「通知の問題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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評価と証拠収集

AWS Audit Manager のトラブル
シューティング

次の情報を使用して、AWS Audit Manager での作業中に発生する問題をトラブルシューティングできま
す。

発生した問題が次の情報の範囲外である場合、または解決を試みた後にも持続する場合は、お問い合わせ
くださいAWS Support。

トピック
• 評価と証拠収集の問題のトラブルシューティング (p. 236)
• 評価レポートの問題のトラブルシューティング (p. 241)
• コントロールとコントロールセットの問題のトラブルシューティング (p. 244)
• ダッシュボードに関する問題のトラブルシューティング (p. 250)
• AWS Organizations委任された管理者のトラブルシューティングと問題 (p. 252)
• 証拠検索の問題のトラブルシューティング (p. 254)
• フレームワークの共有に関する問題のトラブルシューティング (p. 260)
• 通知に関する問題のトラブルシューティング (p. 264)
• 許可とアクセスの問題のトラブルシューティング (p. 265)

評価と証拠収集の問題のトラブルシューティング
このページの情報を参照して、Audit Manager での一般的な評価と証拠収集の問題を解決できます。

トピック
• 評価を作成しましたが、まだ証拠が表示されません (p. 236)
• 私の評価では、からコンプライアンスチェックの証拠が収集されていませんAWS Security 

Hub (p. 237)
• 私の評価では、AWS Configルールからコンプライアンスチェックの証拠が収集されていませ

ん (p. 238)
• 私の評価では、別のの評価から証拠が収集されていませんAWS のサービス (p. 239)
• 私の証拠はさまざまな間隔で生成されており、収集頻度がわかりません (p. 239)
• 対象範囲内のアカウントを組織から削除するとどうなりますか? (p. 240)
• 評価の対象となるサービスを編集できない (p. 240)
• 対象範囲内のサービスとデータソースタイプの違いは何ですか? (p. 240)
• 評価の作成に失敗しました (p. 241)

評価を作成しましたが、まだ証拠が表示されません
証拠が表示されない場合は、評価を作成してから 24 時間が経過していなかったか、設定エラーが発生し
ている可能性があります。
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私の評価では、からコンプライアンスチェック
の証拠が収集されていませんAWS Security Hub

次を確認することをお勧めします。

1. 評価を作成してから 24 時間が経過していることを確認してください。自動証拠は、評価を作成してか
ら 24 時間後に利用可能になります。

2. AWS リージョン証拠が表示される予定と同じ方法で Audit Manager を使用していることを確認してく
ださい。AWS のサービス

3. AWS Config および AWS Security Hub からのコンプライアンスチェックの証拠が表示される予定であ
る場合は、AWS Config と Security Hub コンソールの両方にこれらのチェックの結果が表示されている
ことを確認します。AWS Configおよび Security Hub の結果は、Audit Manager を使用しているのと同
じAWS リージョン状態で表示されるはずです。

それでも評価に証拠が表示されず、原因がこれらの問題のいずれでもない場合は、このページに記載され
ている他の問題を確認することを検討してください。

私の評価では、からコンプライアンスチェックの証拠
が収集されていませんAWS Security Hub
まず、この問題は、設定で一部の設定手順が行われなかった場合に発生する可能性があります。AWS 
Security Hub

シングルを使用している場合はAWS アカウント、アカウントについて、AWS Configおよび PCI DSS セ
キュリティ標準を有効にする必要があります。

Organizations を使用している場合は、次のことを実行する必要があります。

• すべてのメンバーアカウントについて、AWS Config および PCI DSS セキュリティ標準を有効にしま
す。

• Security Hub と Audit Manager で同じ管理者アカウントを指定します。

Security Hub の設定を次のように構成していることを確認します。

シングルの Security Hub の設定の構成AWS アカウント

Security Hub でセキュリティ標準を有効にする前に、AWS Config を有効にしてリソース記録を設定した
ことを確認します。詳細については、AWS Security Hub ユーザーガイドの「AWS Config の有効化と設
定」を参照してください。その後、次の手順に従って、Audit Manager の Security Hub の設定を構成しま
す。

単一のアカウントの Security Hub の設定を構成するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/securityhub/AWS 
Security Hub でコンソールを開きます。

2. 左側のナビゲーションペインで、[Security standards] (セキュリティ標準) を選択します。
3. [PCI DSS v3.2.1] で、[Enable] (有効化) を選択して、ご利用のアカウントについて、PCI DSS セ

キュリティ標準を有効にします。デフォルトでは、AWS CIS Foundations Benchmark 標準と AWS 
Foundational Best Practices 標準は既に有効になっています。詳細については、AWS Security Hub 
ユーザーガイドの「セキュリティ標準の有効化」を参照してください。

組織の Security Hub の設定の構成

Security Hub でセキュリティ標準を有効にする前に、AWS Config を有効にして組織のためにリソース記
録を設定したことを確認します。詳細については、AWS Security Hub ユーザーガイドの「AWS Config の
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私の評価では、AWS Configルールからコンプラ
イアンスチェックの証拠が収集されていません

有効化と設定」を参照してください。その後、次の手順に従って、Audit Manager の Security Hub の設定
を構成します。

組織の Security Hub の設定を構成するには

1. AWS Management Consoleにログインし、https://console.aws.amazon.com/securityhub/AWS 
Security Hub でコンソールを開きます。

2. AWS Organizations 管理アカウントを使用して、Security Hub の委任された管理者としてアカウン
トを指定します。Security Hub で指定する委任された管理者アカウントが、Audit Manager で指定
したものと同じであることを確認します。詳細については、AWS Security Hub ユーザーガイドの
「Security Hub 管理者アカウントの指定」を参照してください。

3. Organizations の委任された管理者アカウントを使用して、[Settings] (設定)、[Accounts] (アカウント) 
の順にアクセスして、組織のアカウントを Security Hub メンバーアカウントとして有効にします。手
順については、AWS Security Hub ユーザーガイドの「組織からメンバーアカウントを有効にする」を
参照してください。

4. 組織のすべてのメンバーアカウントについて PCI DSS セキュリティ標準を有効にします。デフォルト
では、AWS CIS Foundations Benchmark 標準と AWS Foundational Best Practices 標準は既に有効に
なっています。詳細については、AWS Security Hub ユーザーガイドの「セキュリティ標準の有効化」
を参照してください。

次に、Audit Manager は Security HubAWS Config が作成したサービスにリンクされたルールから証拠を収
集しないことに注意してください。これは、Security HubAWS Config サービスによって有効化および制御
される特定の種類のマネージドルールです。Security Hub は、同じルールの他のインスタンスが既に存在
している場合も、AWSこれらのサービスにリンクされたルールのインスタンスをご利用の環境で作成しま
す。そのため、証拠の重複を防ぐために、Audit Manager はサービスにリンクされたルールからの証拠収
集をサポートしていません。

私の評価では、AWS Configルールからコンプライア
ンスチェックの証拠が収集されていません
AWS ConfigAWS Configマネージドルールとカスタムルールをエビデンス収集のデータソースマッピング
として使用できます。ただし、Audit Manager は、サービスにリンクされたほとんどの AWS Config ルー
ルから証拠を収集しません。

Audit Manager が証拠を収集するサービスにリンクされたルールには、次の 2 つのタイプしかありませ
ん。

• コンフォーマンスパックのサービスにリンクされたルール
• からのサービスにリンクされたルールAWS Organizations

Audit Manager は、他のサービスにリンクされたルール、特に次のプレフィックスを含む Amazon リ
ソースネーム (ARN) のルールから証拠を収集しません。arn:aws:config:*:*:config-rule/aws-
service-rule/...

Audit ManagerAWS Config がほとんどのサービス関連ルールから証拠を収集しない理由は、評価で証拠が
重複するのを防ぐためです。サービスにリンクされたルールは、マネージドルールの一意のタイプで、ア
カウントにAWS のサービスAWS Configルールを他のユーザーによって作成できるようにします。たとえ
ば、Security Hub コントロールの一部は、AWS Configサービスにリンクされたルールを使用してセキュリ
ティチェックを実行します。AWS Configサービスにリンクされたルールを使用するセキュリティハブコン
トロールごとに、Security HubAWS ConfigAWS は必要なルールのインスタンスを環境内に作成します。
これは、アカウントに元のルールがすでに存在する場合でも発生します。

そのため、同じルールから同じ証拠が 2 回収集されないように、Audit Manager はサービスにリンクされ
たルールを無視し、そこから証拠を収集しません。
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私の評価では、別のの評価から証拠が
収集されていませんAWS のサービス

私の評価では、別のの評価から証拠が収集されていま
せんAWS のサービス
評価の範囲として選択されていない場合、Audit Manager はそのサービスに関連するリソースから証拠を
収集しません。AWS のサービスこれは、選択されているが、AWS のサービスご利用の環境でその機能を
有効にしていない場合にも当てはまります。

カスタムフレームワークから評価を作成すると、評価の対象となっているサービスを編集できます。その
後、AWS のサービス証拠の収集元とする追加ののデータを指定できます。これらのサービスを追加してか
ら 24 時間後に証拠が利用可能になります。

Note

標準フレームワークから評価を作成した場合、AWS のサービス範囲内のリストは事前に選択さ
れており、編集できません。これは、標準フレームワークから評価を作成すると、Audit Manager 
が関連するデータソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。選択は、標準
フレームワークの要件に基づいて行われます。手動コントロールのみを含む標準フレームワーク
の場合、対象となるAWS のサービスはないことに留意してください。
標準フレームワークに基づいて評価を作成しながら、AWS のサービス範囲内を編集するための回
避策は、標準フレームワークをカスタマイズすることです。この回避策を使用することにより、
カスタマイズしたフレームワークを使用して新しい評価を作成できます。この評価では、対象の
AWS のサービスの評価で指定できます。

私の証拠はさまざまな間隔で生成されており、収集頻
度がわかりません
Audit Manager の評価のコントロールは、データソースの組み合わせにマッピングされます。データソー
スごとに、証拠収集の頻度が異なります。その結果、 one-size-fits-all 証拠収集の頻度について答えはあり
ません。コンプライアンスを評価するデータソースもあれば、リソースの状態をキャプチャし、コンプラ
イアンスに関して判断することなくデータを変更するだけのデータソースもあります。

さまざまなデータソースタイプとそれらの証拠収集の頻度の概要を次に示します。

[Data 
source 
type]

説明 証拠収集の頻
度

このコントロールが評価でアクティブになってい
る場合

AWS 
CloudTrail

監査で必要な特定の
ユーザーアクティビ
ティを追跡します。

継続的 Audit Manager は、 CloudTrail 選択したキーワー
ドに基づいてログをフィルタリングします。処理
されたログは、ユーザーアクティビティの証拠と
してインポートされます。

AWS 
Security 
Hub

Security Hub からの
セキュリティチェッ
クの結果を報告する
ことにより、リソー
スのセキュリティ体
制のスナップショッ
トをキャプチャしま
す。

Security Hub 
チェックのス
ケジュールに
基づく (通常
は約 12 時間
ごと)

Audit Manager は、セキュリティチェックの結果
をSecurity Hub から直接取得します。結果はコン
プライアンスチェックの証拠としてインポートさ
れます。

AWS 
Config

からの結果をレポー
トすることによ
り、AWS Configリ
ソースのセキュリ

AWS Config
ルールで定義
された設定に
基づく

Audit Manager は、AWS Configこのルールの結果
をから直接取得します。結果はコンプライアンス
チェックの証拠としてインポートされます。
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から削除するとどうなりますか?

[Data 
source 
type]

説明 証拠収集の頻
度

このコントロールが評価でアクティブになってい
る場合

ティ体制のスナッ
プショットをキャプ
チャします。

AWSAPI 
コール

指定されたに対する 
API コールを介して、
リソース設定のス
ナップショットを直
接取得しますAWS の
サービス。

毎日、毎週、
または毎月

Audit Manager は、指定された頻度に基づいて 
API コールを実行します。レスポンスは構成デー
タの証拠としてインポートされます。

証拠収集の頻度にかかわらず、評価がアクティブである限り、新しい証拠が自動的に収集されます。詳細
については、「証拠収集の頻度」を参照してください。

コントロールデータソースの詳細については、「自動証拠についてサポートされているコントロールデー
タソース」および「コントロールの証拠収集の頻度の変更」を参照してください。

対象範囲内のアカウントを組織から削除するとどうな
りますか?
範囲内のアカウントが組織から削除されると、AWS Audit Manager は、それ以降、そのアカウントの証拠
を収集しなくなります。ただし、アカウントは引き続き [] (」を参照してください) AWS アカウントの評価
に表示されます。範囲内のアカウントのリストからアカウントを削除するには、評価を編集できます。削
除されたアカウントは編集中にリストに表示されなくなります。また、そのアカウントが範囲に含まれて
いなくても変更を保存できます。

評価の対象となるサービスを編集できない
Audit Manager コンソールを使用して標準フレームワークから評価を作成する場合、AWS のサービス範囲
内のリストはデフォルトで選択されます。このリストは編集できません。これは、Audit Manager がデー
タソースとサービスを自動的にマッピングして選択するためです。この選択は、標準フレームワークの要
件に従って行われます。選択した標準フレームワークに手動コントロールのみが含まれている場合、評価
の範囲に含まれるAWS のサービスのサービスはなく、評価にサービスを追加することもできません。

範囲内のサービスのリストを編集する必要がある場合は、Audit Manager によって提供される
CreateAssessmentAPI オペレーションを使用して編集できます。または、標準フレームワークをカスタマ
イズしてから、カスタムフレームワークから評価を作成することもできます。

対象範囲内のサービスとデータソースタイプの違いは
何ですか?
対象サービスとは、AWS のサービス評価の一部として指定されるサービスです。サービスが対象範囲内に
ある場合、Audit Manager はそのサービスのリソースを評価し、調査結果を証拠として収集します。

データソースタイプは、評価における特定の統制に関するエビデンスの正確な出所を示します。独自の
証拠をアップロードする場合、データソースタイプは「手動」です。Audit Manager が証拠を収集する場
合、データソースは 4 つのタイプのいずれかになります。

1. AWS Security Hub— Security Hub からの結果をレポートすることにより、リソースのセキュリティ体
制のスナップショットをキャプチャします。
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2. AWS Config— からの結果をレポートすることにより、AWS Configリソースのセキュリティ体制のス
ナップショットをキャプチャします。

3. AWS CloudTrail— リソースの特定のユーザーアクティビティを追跡します。
4. AWSAPI コール — 特定の API コールを介して、AWS のサービスリソース設定のスナップショットを

直接取得します。

次に、対象範囲内のサービスとデータソースタイプの違いを説明する 2 つの例を示します。

例 1

4.1.2-Disallow public write access to S3 buckets という名前のコントロールの証拠を収集するとします。こ
のコントロールは、S3 バケットポリシーのアクセスレベルがの過度に寛容でないかどうかを確認します。
このコントロールでは、Audit ManagerAWS Config は特定のルール (s3-bucket-public-write-prohibited) を
使用して S3 バケットの評価を探します。この例では、以下のことが当てはまります。

• 対象とするサービスは Amazon S3 です。
• 評価対象のリソースは S3 バケットです
• データソースタイプはAWS Config
• データソースマッピングはs3-bucket-public-write-prohibited

例 2

164.308 (5) (5) (5) (5) (5) (C) という名前のHIPAAコントロールの証拠を収集するとします。このコント
ロールは、不適切なサインインを検出するためのモニタリング手順を要求します。この制御のため、Audit 
Manager CloudTrail はログを使用して AWS マネジメントコンソールのすべてのサインインイベントを探
します。この例では、以下のことが当てはまります。

• 対象サービスはIAMです
• 評価対象のリソースはユーザーです
• データソースタイプは CloudTrail
• データソースマッピングはConsoleLogin

評価の作成に失敗しました
評価の作成に失敗した場合は、評価の範囲内で選択したサービスが多すぎることが原因である可能性があ
ります。を使用している場合AWS Organizations、Audit Manager は、1 回の評価の範囲内で最大 150 のメ
ンバーアカウントをサポートできます。この数を超えた場合、評価の作成に失敗する可能性があります。
回避策として、評価ごとに範囲が異なるアカウントで複数の評価を実行できます。

評価レポートの問題のトラブルシューティング
このページの情報を参照して、Audit Manager での一般的な評価レポートに関する問題を解決できます。

トピック
• 評価レポートの生成が失敗しました (p. 242)
• 上記のチェックリストに従いましたが、評価レポートを生成できませんでした (p. 242)
• レポートを生成しようとすると、アクセス拒否エラーが発生します (p. 242)
• 評価レポートを展開できません (p. 243)
• レポートでエビデンス名を選択しても、エビデンスの詳細にリダイレクトされない (p. 243)
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• 評価レポートの生成が [In progress] (進行中) のステータスのままであり、これが請求にどのように影
響するかわかりません (p. 244)

評価レポートの生成が失敗しました
評価レポートの生成が失敗した場合、いくつかの理由が考えられます。この問題のトラブルシューティン
グは、最もよく生じる原因を確認することから開始できます。開始するには、次のチェックリストに従い
ます。

1. AWS リージョン以下の事項に当てはまらないものがないかどうかを確認します。
a. AWS リージョンAWS リージョンカスタマーマネージドキーと評価のキーは一致していますか? デー

タ暗号化用にカスタマーマネージドキーを提供した場合、AWS リージョンそれは評価と同じである
必要があります。KMS キーを変更する方法については、「AWS Audit Manager 設定、データ暗号
化」を参照してください。

2. 評価レポートの宛先として使用している S3 バケットの許可を確認します。
a. 評価レポートを生成している IAM エンティティには、S3 バケットについての必要な許可があります

か? IAM エンティティには、そのバケットでレポートを発行するために必要な S3 バケットの許可が
付与されている必要があります。ご利用いただけるサンプルポリシーが用意されています。別の S3 
バケットを指定する方法については、「AWS Audit Manager 設定、評価レポートの宛先」を参照し
てください。

b. S3 バケットには、SSE-KMS を使用したサーバー側の暗号化 (SSE) を必要とするバケットポリシー
がありますか? 「はい」の場合、そのバケットポリシーで使用される KMS キーは、Audit Manager 
のデータ暗号化設定で指定されている KMS キーと一致する必要があります。Audit Manager の設定
で KMS キーを設定しておらず、S3 バケットポリシーで SSE が必要な場合は、バケットポリシーで
SSE-S3 が許可されているようにしてください。評価レポートの宛先とデータ暗号化に使用される 
KMS キーを設定する方法については、「AWS Audit Manager 設定」を参照してください。

それでも評価レポートを正常に生成できない場合は、このページで次の問題を確認してください。

上記のチェックリストに従いましたが、評価レポート
を生成できませんでした
Audit Manager は、評価レポートに追加できる証拠の量を制限します。上限は、評価内容、評価レポート
の送信先として使用される S3 バケットのリージョン、評価でカスタマーマネージドを使用するかどうか
によって異なりますAWS KMS key。AWS リージョン

1. 同じリージョンのレポート（S3 バケットと評価が同じ場合AWS リージョン）の制限は 22,000 です。
2. クロスリージョンレポート（S3 バケットと評価が異なる場合AWS リージョン）の上限は 3,500 です。
3. 評価で顧客管理の KMS キーを使用する場合、上限は 3,500 です。

これよりも多くの証拠を含むレポートを生成しようとすると、操作が失敗する可能性があります。

回避策として、1 つの大きな評価レポートではなく、複数の評価レポートを生成することが考えられま
す。このようにすることで、評価の証拠をより管理しやすいサイズのバッチにエクスポートできます。

レポートを生成しようとすると、アクセス拒否エ
ラーが発生します
Audit Manager の設定で指定された KMS キーが属していない委任された管理者アカウントによって評価が
作成された場合、access denied エラーが発生します。このエラーを回避するには、Audit Manager の
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委任された管理者を指定するときに、委任された管理者アカウントが Audit Manager の設定時に指定した 
KMS キーにアクセスできることを確認してください。

評価レポートの宛先として使用している S3 バケットの書き込み許可がない場合にも、access denied
エラーが発生する可能性があります。

access denied エラーが発生したら、以下の前提条件を満たしていることを確認してください。

• Audit Manager の設定の KMS キーが、委任された管理者に許可を付与していること。これを設定する
には、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの他のアカウントのユーザーに KMS キーの
使用を許可するの手順に従います。Audit Manager で暗号化の設定を確認および変更する方法について
は、「データ暗号化」を参照してください。

• 評価レポートの宛先として使用している S3 バケットへの書き込みアクセス権を付与する許可ポリシー
が付与されていること。より具体的には、許可ポリシーが s3:PutObject アクションを含み、S3 バ
ケットの ARN を指定し、評価レポートの暗号化に使用される KMS キーを含んでいること。使用できる
ポリシーの例については、「AWS Audit Manager のアイデンティティベースのポリシーの例」を参照し
てください。

Note

Audit Manager のデータ暗号化の設定を変更した場合、これらの変更は、今後作成する新しい評
価に適用されます。ここで言う新しい評価には、新しい評価から作成する評価レポートが含まれ
ます。
この変更は、暗号化の設定を変更する前に作成した既存の評価には適用されません。ここで言う
既存の評価には、既存の評価レポートに加え、既存の評価から作成する新しい評価レポートも含
まれます。既存の評価 (およびそれらのすべての評価レポート) は、引き続き古い KMS キーを使
用します。評価レポートを生成する IAM アイデンティティに、古い KMS キーを使用するための
許可が付与されていない場合は、キーポリシーレベルで許可を付与できます。

評価レポートを展開できません
Windows で評価レポートを展開できない場合、ファイルパスにいくつかのネストされたフォルダまたは
長い名前が含まれているため、Windows エクスプローラーで評価レポートを抽出できない可能性があり
ます。これは、Windows のファイル命名システムでは、フォルダパス、ファイル名、およびファイル拡張
子が 259 文字を超えることができないためです。このルールから逸脱すると、Destination Path Too 
Long エラーが発生します。

この問題を解決するには、zip ファイルを現在の場所の親フォルダに移動してみてください。その後、そこ
から再度展開を試みてください。または、zip ファイルの名前を短くするか、ファイルパスが短い別の場所
にファイルを抽出することもできます。

レポートでエビデンス名を選択しても、エビデンスの
詳細にリダイレクトされない
この問題は、ブラウザで評価レポートを操作している場合や、オペレーティングシステムにインストール
されているデフォルトの PDF リーダーを使用している場合に発生する可能性があります。ブラウザやシス
テムのデフォルトの PDF リーダーの中には、相対リンクを開くことができないものがあります。つまり、
評価レポートの概要 PDF 内ではハイパーリンク（目次にあるハイパーリンクされた統制名など）でも機能
しますが、評価概要 PDF から別のエビデンス詳細 PDF に移動しようとしても、ハイパーリンクは無視さ
れます。

この問題が発生した場合は、専用の PDF リーダーを使用して評価レポートを操作することをお勧めしま
す。安心してご利用いただくために、Adobe Acrobat Reader をインストールして使用することをおすすめ
します。アドビシステムズ社の Web サイトからダウンロードできます。他のPDFリーダーも使用できます
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が、Adobe Acrobat ReaderはAudit Manager の評価レポートと一貫して確実に機能することが証明されて
います。

評価レポートの生成が [In progress] (進行中) のステー
タスのままであり、これが請求にどのように影響する
かわかりません
評価レポートの生成は請求に影響しません。評価が収集した証拠に基づいてのみ請求されます。料金の詳
細については、「AWS Audit Manager 料金表」を参照してください。

コントロールとコントロールセットの問題のトラブ
ルシューティング

このページの情報を参照して、Audit Manager での一般的なコントロールに関する問題を解決できます。

一般的な問題

• 評価にコントロールまたはコントロールセットが表示されません (p. 244)
• コントロールに手動証拠をアップロードできません (p. 245)

AWS Config統合に関する問題

• 1AWS Config つのコントロールのデータソースとして複数のルールを使用する必要がありま
す (p. 245)

• コントロールデータソースを設定しているときは、カスタムルールオプションを使用できませ
ん (p. 245)

• カスタムルールオプションは利用可能ですが、ドロップダウンリストにルールが表示されませ
ん (p. 245)

• カスタムルールがいくつか用意されているのに、使いたいルールが見当たらない (p. 246)
• 使用したいマネージドルールが表示されません (p. 247)
• カスタムフレームワークを共有したいのですが、AWS Configそのフレームワークにはカスタムルール

をデータソースとして使用するコントロールがあります。受領者はこれらの統制の証拠を収集できます
か？ (p. 249)

• カスタムルールが更新されるとどうなりますかAWS Config? Audit Manager で何らかのアクションを実
行する必要がありますか? (p. 249)

評価にコントロールまたはコントロールセットが表示
されません
簡単に述べると、評価のコントロールを表示するには、ユーザーは、その評価の監査所有者として指定さ
れる必要があります。さらに、関連する Audit Manager リソースを表示および管理するために必要な IAM 
許可が必要です。

評価のコントロールにアクセスする必要がある場合は、その評価について、自分を監査所有者として指定
するよういずれかの監査所有者に依頼します。評価を作成または編集するときに、監査所有者を指定でき
ます。
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また、評価を管理するために必要な許可が付与されていることも確認してください。監査所有者
が、AWSAuditManagerAdministratorAccessこのポリシーを使用することをお勧めします。IAM 許可に
ついてサポートが必要な場合は、管理者または AWS Support までお問い合わせください。IAM アイデン
ティティにポリシーをアタッチする方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ユーザーへの許可の
追加」および「IAM アイデンティティ許可の追加と削除」を参照してください。

コントロールに手動証拠をアップロードできません
コントロールに証拠を手動でアップロードできない場合は、コントロールのステータスが [inactive] (非ア
クティブ) であることが原因である可能性があります。

手動証拠をコントロールにアップロードするには、最初にコントロールのステータスを [Under review] (レ
ビュー中) または [Reviewed] (レビュー済み) に変更する必要があります。詳細については、「コントロー
ルステータスの更新」を参照してください。

Important

AWS アカウントそれぞれがコントロールに手動でアップロードできるのは、1 日あたり最大 100 
個の証拠ファイルをコントロールに手動でアップロードすることだけです。この 1 日あたりの
クォータを超えると、そのコントロールについては追加の手動アップロードが失敗します。単一
のコントロールに手動証拠を大量にアップロードする必要がある場合は、証拠を数日にわたって
バッチでアップロードします。

1AWS Config つのコントロールのデータソースとして
複数のルールを使用する必要があります
マネージドルールとカスタムルールを組み合わせて 1 つのコントロールに使用できます。そのためには、
コントロールに複数のデータソースを設定し、それぞれに適したルールタイプを選択します。単一のカス
タムコントロールに対して最大 10 個のデータソースを定義することができます。

コントロールデータソースを設定しているときは、カ
スタムルールオプションを使用できません
これは、自分のAWS アカウントまたは組織のカスタムルールを表示するアクセス許可がないことを意味し
ます。具体的には、Audit Manager DescribeConfigRulesコンソールで操作を実行する権限がないというこ
とです。

この問題を解決するには、AWS管理者に問い合わせてください。AWS管理者の場合は、IAM ポリシーを管
理することでユーザーまたはグループにアクセス許可を与えることができます。

カスタムルールオプションは利用可能ですが、ドロッ
プダウンリストにルールが表示されません
つまり、カスタムルールは有効になっておらず、AWS アカウントユーザーや組織で使用できないというこ
とです。

カスタムルールがまだない場合はAWS Config、作成できます。手順については、『AWS Config開発者ガ
イド』の「AWS Configカスタムルール」を参照してください。

カスタムルールが表示されることが予想される場合は、次のトラブルシューティング項目を確認してくだ
さい。
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使用したいカスタムルールが表示されません

カスタムルールがいくつか用意されているのに、使い
たいルールが見当たらない
目的のカスタムルールが表示されない場合は、次のいずれかの問題が原因である可能性があります。

あなたのアカウントはルールから除外されています

使用している委任管理者アカウントがルールから除外されている可能性があります。

組織の管理アカウント (AWS Configまたは委任された管理者アカウントのいずれか) は、AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) を使用してカスタム組織ルールを作成できます。その際、ルー
ルから除外するアカウントのリストを指定できます。アカウントがこのリストに含まれている場合、
ルールは Audit Manager では使用できません。

この問題を解決するには、AWS Config管理者に問い合わせてください。AWS Config管理者の場合
は、put-organization-config-ruleコマンドを実行して除外されたアカウントのリストを更新できます。

ルールは正常に作成および有効化されませんでしたAWS Config

また、カスタムルールが正常に作成および有効化されなかった可能性もあります。ルールの作成時に
エラーが発生した場合、またはルールが有効になっていない場合、そのルールは Audit Manager で使
用可能なルールのリストに表示されません。

この問題を解決するには、AWS Config管理者に問い合わせることをお勧めします。
ルールはマネージドルールです

カスタムルールのドロップダウンリストで探しているルールが見つからない場合は、そのルールがマ
ネージドルールである可能性があります。

AWS Configコンソールを使用して、ルールがマネージドルールであるかどうかを確認できます。これ
を行うには、左側のナビゲーションメニューで [ルール] を選択し、表でルールを探します。ルールが
マネージドルールの場合、「タイプ」列には「AWS管理対象」と表示されます。

それがマネージドルールであることを確認したら、Audit Manager に戻り、ルールタイプとしてマ
ネージドルールを選択します。次に、マネージドルールのドロップダウンリストでマネージドルール
識別子キーワードを探します。
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使用したいマネージドルールが表示されません

使用したいマネージドルールが表示されません
Audit Manager コンソールのドロップダウンリストからルールを選択する前に、ルールタイプとしてマ
ネージドルールを選択していることを確認してください。

それでも目的のマネージドルールが表示されない場合は、ルール名を探している可能性があります。代わ
りに、ルール識別子を探す必要があります。

デフォルトのマネージドルールを使用している場合、名前と識別子は似ています。名前は小文字で、
ダッシュを使用します (例:iam-policy-in-use)。識別子は大文字で、アンダースコアを使用します 
(例:IAM_POLICY_IN_USE)。デフォルトのマネージドルールの識別子を見つけるには、AWS Configサポー
トされているマネージドルールキーワードのリストを確認し、使用するルールのリンクをクリックしてく
ださい。これにより、AWS Configそのマネージドルールのドキュメントが表示されます。このタブから、
名前と ID の両方を確認できます。Audit Manager のドロップダウンリストで識別子キーワードを探してく
ださい。

カスタマイズされたマネージドルールを使用している場合は、AWS Configコンソールを使用してルール識
別子を見つけることができます。例えば、customized-iam-policy-in-useという名前のマネージド
ルールを使用するとします。このルールの識別子を見つけるには、AWS Configコンソールに移動し、左側
のナビゲーションメニューで [ルール] を選択し、テーブルからルールを選択します。
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使用したいマネージドルールが表示されません

[編集] を選択して、マネージドルールの詳細を開きます。

「詳細」セクションには、マネージドルールの作成元となったソース識別子 (IAM_POLICY_IN_USE) が表
示されます。

これで、Audit Manager コンソールに戻り、ドロップダウンリストから同じ識別子キーワードを選択でき
ます。
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カスタムフレームワークを共有したいのですが、AWS 

Configそのフレームワークにはカスタムルールを
データソースとして使用するコントロールがあります

カスタムフレームワークを共有したいのですが、AWS 
Configそのフレームワークにはカスタムルールをデー
タソースとして使用するコントロールがあります。受
領者はこれらの統制の証拠を収集できますか？
はい、受領者はこれらの統制の証拠を収集できますが、そのためにはいくつかの手順が必要です。

Audit ManagerAWS Config がルールをデータソースマッピングとして使用して証拠を収集するには、次の
条件を満たす必要があります。これは、マネージルールとカスタムルールの両方に当てはまります。

1. AWSルールは受信者の環境に存在する必要があります
2. AWSルールは受信者の環境で有効にする必要があります

AWS Configアカウントのカスタムルールは、AWS受信者の環境にはまだ存在しない可能性が高いことに
注意してください。さらに、受信者が共有リクエストを受け入れると、Audit Manager はユーザーのアカ
ウントにカスタムルールを再作成しません。受信者がカスタムルールをデータソースマッピングとして使
用して証拠を収集するには、受信者は自分のインスタンスで同じカスタムルールを作成する必要がありま
すAWS Config。受信者がルールを作成して有効にすると、Audit Manager はそのデータソースから証拠を
収集できます。

受信者と連絡を取り、受信者のインスタンスでカスタムルールを作成する必要があるかどうかを知らせる
ことをお勧めしますAWS Config。

カスタムルールが更新されるとどうなりますかAWS 
Config? Audit Manager で何らかのアクションを実行
する必要がありますか?
AWS環境内のルール更新用

AWS環境内でカスタムルールを更新する場合、Audit Manager でアクションを実行する必要はありませ
ん。Audit Manager は、次の表で説明されているように、ルールの更新を検出して処理します。Audit 
Manager は、ルールの更新が検出されても通知しません。

シナリオ Audit Manager の業務 必要な作業

カスタムルールは、のインス
タンスで更新されますAWS 
Config。

Audit Manager は、更新された
ルール定義を使用して、引き続
きそのルールの結果を報告しま
す。

ご自身では特に何もする必要は
ありません。

カスタムルールは、のインス
タンスで削除されますAWS 
Config。

Audit Manager は、削除された
ルールの結果の報告を停止しま
す。

ご自身では特に何もする必要は
ありません。

必要に応じて、削除されたルー
ルをデータソースマッピング
として使用したカスタムコント
ロールを編集できます。そうす
ることで、削除されたルールを
削除してデータソース設定をク
リーンアップするのに役立ちま
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ダッシュボード

シナリオ Audit Manager の業務 必要な作業
す。そうしないと、削除された
ルール名は未使用のデータソー
スマッピングとして残ります。

AWS環境外でのルール更新用

AWSカスタムルールが環境外で更新された場合、Audit Manager はルールの更新を検出しません。これ
は、共有カスタムフレームワークを使用する場合に考慮すべき点です。これは、このシナリオでは、AWS
送信者と受信者がそれぞれ別々の環境で作業するためです。次の表は、このシナリオで推奨されるアク
ションを示しています。

あなた
の役割

シナリオ 推奨されるアクション

送信者 • データソースマッピングとしてカスタムルール
を使用するフレームワークを共有しました。

• フレームワークを共有した後、でそれらの
ルールの 1 つを更新または削除しましたAWS 
Config。

受信者に更新について知らせてください。
そうすれば、同じ更新を適用し、最新の
ルール定義と同期を保つことができます。

受取人 • データソースマッピングとしてカスタムルール
を使用する共有フレームワークを受け入れまし
た。

• のインスタンスでカスタムルールを再作成した
後AWS Config、送信者はそれらのルールの 1 
つを更新または削除しました。

独自のインスタンスで対応するルールを更
新してくださいAWS Config。

ダッシュボードに関する問題のトラブルシューティ
ング

このページの情報を参照して、Audit Manager での一般的なダッシュボードの問題を解決できます。

トピック
• ダッシュボードにデータがありません (p. 250)
• .csv のダウンロードオプションが使用できません (p. 251)
• .csv ファイルのダウンロードを試みても、ダウンロードしたファイルが表示されません (p. 251)
• 特定のコントロールまたはコントロールドメインがダッシュボードにありません (p. 251)
• 毎日のスナップショットには、日によって異なる量の証拠が示されます。これは正常です

か? (p. 251)

ダッシュボードにデータがありません
日次スナップショットウィジェットの数値にハイフン (-) が表示されている場合、これは利用できるデータ
がないことを示しています。ダッシュボードにデータを表示するには、少なくとも 1 つのアクティブな評
価が必要です。使用を開始するには、評価を作成します。24 時間後から、評価データがダッシュボードに
表示され始めます。
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.csv のダウンロードオプションが使用できません

Note

日次スナップショットウィジェットの数値にゼロ (0) が表示されている場合、これは、アクティ
ブな評価 (または選択した評価) に非準拠の証拠がないことを示しています。

.csv のダウンロードオプションが使用できません
このオプションは、個別の評価でのみ使用できます。ダッシュボードに the section called “評価フィル
ター” (p. 42) を適用したことを確認してから、再試行してください。一度にダウンロードできる .csv ファ
イルは 1 つだけであることに留意してください。

.csv ファイルのダウンロードを試みても、ダウンロー
ドしたファイルが表示されません
コントロールドメインに多数のコントロールが含まれている場合、Audit Manager が .csv ファイルを生
成するまでに少し時間がかかることがあります。ファイルが生成されると、自動的にダウンロードされま
す。

それでもダウンロードしたファイルが表示されない場合は、インターネット接続が正常に機能しており、
最新バージョンのウェブブラウザを使用していることを確認してください。さらに、最近のダウンロード
フォルダを確認します。ファイルは、ブラウザによって決定されるデフォルトの場所にダウンロードされ
ます。それでも問題が解決しない場合は、別のブラウザを使用してファイルのダウンロードを試みてくだ
さい。

特定のコントロールまたはコントロールドメインが
ダッシュボードにありません
これは、アクティブな評価 (または指定された評価) に、そのコントロールまたはコントロールドメインに
関連するデータがないことを意味している可能性があります。

コントロールドメインは、次の 2 つの基準の両方が満たされた場合にのみダッシュボードに表示されま
す。

• アクティブな評価 (または指定された評価) に、そのドメインに関連するコントロールが少なくとも 1 つ
含まれています

• そのドメイン内の少なくとも 1 つのコントロールが、ダッシュボードの上部に表示されている日付に証
拠を収集しました

コントロールは、ダッシュボードの上部にある日付に証拠を収集した場合にのみ、ドメイン内に表示され
ます。

毎日のスナップショットには、日によって異なる量の
証拠が示されます。これは正常ですか?
すべての証拠が毎日収集されるわけではありません。Audit Manager の評価のコントロールは、さまざま
なデータソースにマッピングされており、それぞれの証拠収集スケジュールが異なっていることがありま
す。その結果、日々のスナップショットの証拠の量は、各日において異なることが想定されます。証拠収
集の頻度の詳細については、「AWS Audit Manager による証拠の収集方法」を参照してください。
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委任管理者とAWS Organizations

AWS Organizations委任された管理者のトラブル
シューティングと問題

このページの情報を参照して、Audit Manager での委任された管理者に関する問題を解決できます。

トピック
• 委任された管理者アカウントで Audit Manager を設定できません (p. 252)
• 評価を作成しても、[Accounts in scope] (対象アカウント) の下に組織のアカウントが表示されませ

ん (p. 252)
• 委任された管理者アカウントを使用して評価レポートを生成しようとすると、アクセス拒否エラーが

発生します (p. 253)
• メンバーアカウントを組織からリンク解除すると、Audit Manager はどうなりますか? (p. 253)
• メンバーアカウントを自分の組織に再リンクするとどうなりますか? (p. 254)
• メンバーアカウントをある組織から別の組織に移行するとどうなりますか? (p. 254)

委任された管理者アカウントで Audit Manager を設定
できません
AWS Organizations では複数の委任された管理者がサポートされていますが、Audit Manager では 1 人
の委任された管理者しか許可されません。Audit Manager で複数の委任された管理者を指定しようとする
と、次のエラーメッセージが表示されます。

• コンソール: You have exceeded the allowed number of delegated administrators for 
the delegated service

• CLI: An error occurred (ValidationException) when calling the RegisterAccount 
operation: Cannot change delegated Admin for an active account 11111111111 
from 2222222222222 to 333333333333

Audit Manager で委任された管理者として使用する個別のアカウントを 1 つ選択します。委任された管理
者アカウントを最初に Organizations に登録してから、Audit Manager で委任された管理者と同じアカウン
トを追加してください。

評価を作成しても、[Accounts in scope] (対象アカウン
ト) の下に組織のアカウントが表示されません
Audit Manager の評価に組織の複数のアカウントを含める場合は、委任された管理者を指定する必要があ
ります。

Audit Manager の委任された管理者アカウントを設定したことを確認してください。手順については、
「設定、委任された管理者」を参照してください。

留意すべきいくつかの問題:

• AWS Organizations 管理アカウントを Audit Manager の委任された管理者として使用することはできま
せん。

• 複数の Audit Manager を有効にする場合はAWS リージョン、委任された管理者アカウントを各リージョ
ンで個別に指定する必要があります。Audit Manager の設定で、すべてのリージョンで同じ委任された
管理者アカウントを指定します。
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委任された管理者アカウントを使用して評価レポートを
生成しようとすると、アクセス拒否エラーが発生します

• 委任された管理者を指定する際には、委任された管理者アカウントが、Audit Manager の設定時に指定
した KMS キーにアクセスできることを確認してください。暗号化の設定を確認および変更する方法に
ついては、「データ暗号化」を参照してください。

委任された管理者アカウントを使用して評価レポート
を生成しようとすると、アクセス拒否エラーが発生し
ます
Audit Manager の設定で指定された KMS キーが属していない委任された管理者アカウントによって評価が
作成された場合、access denied エラーが発生します。このエラーを回避するには、Audit Manager の
委任された管理者を指定するときに、委任された管理者アカウントが Audit Manager の設定時に指定した 
KMS キーにアクセスできることを確認してください。

評価レポートの宛先として使用している S3 バケットの書き込み許可がない場合にも、access denied
エラーが発生する可能性があります。

access denied エラーが発生したら、以下の前提条件を満たしていることを確認してください。

• Audit Manager の設定の KMS キーが、委任された管理者に許可を付与していること。これを設定する
には、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの他のアカウントのユーザーに KMS キーの
使用を許可するの手順に従います。Audit Manager で暗号化の設定を確認および変更する方法について
は、「データ暗号化」を参照してください。

• 評価レポートの宛先への書き込みアクセス権を付与する許可ポリシーがあること。より具体的には、
許可ポリシーが s3:PutObject アクションを含み、S3 バケットの ARN を指定し、評価レポートの
暗号化に使用される KMS キーを含んでいること。使用できるポリシーの例については、「AWS Audit 
Manager のアイデンティティベースのポリシーの例」を参照してください。

Note

Audit Manager のデータ暗号化の設定を変更した場合、これらの変更は、今後作成する新しい評
価に適用されます。ここで言う新しい評価には、新しい評価から作成する評価レポートが含まれ
ます。
この変更は、暗号化の設定を変更する前に作成した既存の評価には適用されません。ここで言う
既存の評価には、既存の評価レポートに加え、既存の評価から作成する新しい評価レポートも含
まれます。既存の評価 (およびそれらのすべての評価レポート) は、引き続き古い KMS キーを使
用します。評価レポートを生成する IAM アイデンティティに、古い KMS キーを使用するための
許可が付与されていない場合は、キーポリシーレベルで許可を付与できます。

メンバーアカウントを組織からリンク解除する
と、Audit Manager はどうなりますか?
メンバーアカウントを組織からリンク解除すると、Audit Manager はこのイベントに関する通知を受け取
ります。その後、Audit ManagerAWS アカウント は既存の評価の範囲リストにあるアカウントからその項
目を自動的に削除します。今後新しい評価の範囲を指定すると、リンク解除されたアカウントは対象のリ
ストに表示されなくなりますAWS アカウント。

Audit Manager がリンクされていないメンバーアカウントを評価の範囲リスト内のアカウントから削除し
ても、この変更は通知されません。さらに、リンクされていないメンバーアカウントには、そのアカウン
トで Audit Manager が有効になっていないことは通知されません。
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メンバーアカウントを自分の組織に再リンクするとど
うなりますか?
メンバーアカウントを組織に再リンクしても、そのアカウントは既存のAudit Manager 評価の範囲に自動
的に追加されません。ただし、AWS アカウント評価の対象となるアカウントを指定すると、再リンクされ
たメンバーアカウントが対象として表示されるようになりました。

• 既存の評価では、評価範囲を手動で編集して、再リンクされたメンバーアカウントを追加できます。手
順については、「AWS アカウント範囲内の編集」を参照してください。

• 新しい評価の場合は、評価の設定中に再リンクされたアカウントを追加できます。手順については、
「AWS アカウント範囲内での指定」を参照してください。

メンバーアカウントをある組織から別の組織に移行す
るとどうなりますか?
メンバーアカウントの組織1でAudit Manager が有効になっていて、その後組織2に移行すると、結果的に
組織2のAudit Manager は有効になりません。

証拠検索の問題のトラブルシューティング
このページの情報を参照して、Audit Manager での一般的な証拠検索の問題を解決してください。

トピック
• 証拠検索を有効にできない (p. 254)
• エビデンスファインダーを有効にしましたが、検索結果に過去のエビデンスが表示されませ

ん (p. 255)
• 証拠検索を無効にできない (p. 255)
• 検索クエリが失敗する (p. 255)
• 検索結果から複数の評価レポートを生成できない (p. 257)
• 個別の検索結果を評価レポートに追加できない (p. 257)
• 私のエビデンスファインダーの結果のすべてが評価レポートに含まれているわけではありませ

ん (p. 257)
• 検索結果から評価レポートを生成したいのですが、クエリステートメントが失敗します (p. 258)

証拠検索を有効にできない
証拠検索を有効にすることができない一般的な理由には、次のような状況があります。

権限がありません

エビデンスファインダーを初めて有効にする場合は、必要な権限があることを確認してください。こ
れらの権限により、 CloudTrail エビデンスファインダーの検索クエリをサポートするために必要なイ
ベントデータストアをレイクで作成および管理できます。権限により、エビデンスファインダーで検
索クエリを実行することもできます。

許可について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。AWS管理者の場合は、
必要な権限ステートメントをコピーして IAM ポリシーに添付できます。
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Organizations の管理アカウントを使用しています

管理アカウントを使用して証拠検索を有効にすることはできないことに注意してください。委任管理
者アカウントでサインインしてから再試行してください。

以前にエビデンスファインダーを無効にしました

現在、証拠検索の再有効化はサポートされていません。以前に証拠検索を無効にしていた場合、再度
有効にすることはできません。

エビデンスファインダーを有効にしましたが、検索結
果に過去のエビデンスが表示されません
エビデンスファインダーを有効にすると、過去のエビデンスデータがすべて利用可能になるまでに最大7日
かかります。

この 7 日間で、イベントデータストアには過去 2 年分のエビデンスデータが埋め込まれます。つまり、エ
ビデンスファインダーを有効にした直後に使用した場合、バックフィルが完了するまですべての結果が表
示されないということです。

データバックフィルのステータスを確認する方法については、「エビデンスファインダーのステータスの
確認」を参照してください。

証拠検索を無効にできない
これは、次のいずれかの原因で発生する可能性があります。

権限がありません

証拠検索を無効にする場合は、必要な許可があることを確認します。これらの権限により、 
CloudTrail エビデンスファインダーを無効にするために必要なLakeのイベントデータストアを更新お
よび削除できます。

許可について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。AWS管理者の場合は、
必要な権限ステートメントをコピーして IAM ポリシーに添付できます。

エビデンスファインダーを有効にするリクエストはまだ進行中です

エビデンスファインダーの有効化をリクエストすると、エビデンスファインダーのクエリをサポート
するイベントデータストアが作成されます。イベントデータストアの作成中は、エビデンスファイン
ダーを無効にすることはできません。

続行するには、イベントデータストアが作成されるまで待ってから、もう一度試してください。詳細
については、「エビデンスファインダーのステータスの確認」を参照してください。

エビデンスファインダーの無効化はすでにリクエストされています

エビデンスファインダーの無効化をリクエストすると、エビデンスファインダーのクエリに使用され
たイベントデータストアが削除されます。イベントデータストアの削除中にエビデンスファインダー
を再度無効にしようとすると、エラーメッセージが表示されます。

この場合、何もする必要はありません。イベントデータストアが削除されるまでお待ちください。こ
れが完了するとすぐに、証拠検索は無効になります。詳細については、「エビデンスファインダーの
ステータスの確認」を参照してください。

検索クエリが失敗する
検索クエリの失敗は、次のいずれかの原因で発生する可能性があります。
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権限がありません

ユーザーが検索クエリを実行し、検索結果にアクセスするために必要な権限を持っていることを確認
します。具体的には、 CloudTrail 次のアクションには許可が必要です。
• StartQuery
• DescribeQuery
• CancelQuery
• GetQueryResults

許可について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。AWS管理者の場合は、
必要な権限ステートメントをコピーして IAM ポリシーに添付できます。

実行しているクエリの数が最大数に達しています

一度に最大 5 つのクエリを実行できます。同時に実行するクエリの数が最大数に達する
と、MaxConcurrentQueriesExceptionエラーになります。このエラーメッセージが表示された
ら、一部のクエリが終了するまでしばらく待ってから、クエリを再実行してください。

クエリステートメントに検証エラーがあります

API または CLI を使用して CloudTrail Lake StartQuery操作を実行する場合は、queryStatementが
有効であることを確認してください。クエリステートメントに検証エラー、構文の誤り、またはサ
ポートされていないキーワードがある場合は、InvalidQueryStatementExceptionという結果に
なります。

クエリの作成の詳細については、AWS CloudTrailユーザーガイドの「クエリを作成または編集する」
を参照してください。

有効な構文の例については、Audit Manager イベントデータストアのクエリに使用できる次のクエリ
ステートメントの例を確認してください。

例1: 証拠とその遵守状況を調査する

この例では、指定された日付範囲内で、アカウント内のすべての評価について、コンプライアンスス
テータスが任意の証拠を検索します。

SELECT eventData.evidenceId, eventData.resourceArn, eventData.resourceComplianceCheck 
 FROM $EDS_ID WHERE eventTime > '2022-11-02 00:00:00.000' AND eventTime < '2022-11-03 
 00:00:00.000'

例2: 統制の不適合証拠の判定

この例では、特定の評価と管理について、指定された日付範囲内の非準拠の証拠をすべて検索しま
す。

SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-
ff22gg44hh66' AND eventTime > '2022-10-27 22:05:00.000' AND eventTime 
 < '2022-11-03 22:05:00.000' AND eventData.resourceComplianceCheck IN 
 ('NON_COMPLIANT','FAILED','WARNING') AND eventData.controlId IN ('aa11bb22-cc33-dd44-
ee55-ff66gg77hh88')

例3: 証拠を名前で数える

この例では、指定された日付範囲における評価の証拠総数が、名前別にグループ化され、証拠数順に
一覧表示されます。

SELECT eventData.eventName as eventName, COUNT(*) as totalEvidence FROM  $EDS_ID 
 WHERE eventData.assessmentId = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-ff22gg44hh66' AND eventTime 
 > '2022-10-27 22:05:00.000' AND eventTime < '2022-11-03 22:05:00.000' GROUP BY 
 eventData.eventName ORDER BY totalEvidence DESC
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例 4: データソースとサービスごとにエビデンスを探る

この例では、特定のデータソースとサービスについて、指定された日付範囲内の証拠がすべて検索さ
れます。

SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventTime > '2022-10-27 22:05:00.000' AND eventTime 
 < '2022-11-03 22:05:00.000' AND eventData.service IN ('dynamodb') AND 
 eventData.dataSource IN ('AWS API calls')

例 5: データソースとコントロールドメインごとに準拠しているエビデンスを探る

この例では、AWS Config 以外のデータソースから取得された特定のコントロールドメインについ
て、準拠している証拠を見つけます。

 SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventData.resourceComplianceCheck IN 
 ('PASSED','COMPLIANT') AND eventData.controlDomainName IN ('Logging and 
 monitoring','Data security and privacy') AND eventData.dataSource NOT IN ('AWS 
 Config')

その他の API 例外

StartQueryAPI は他にもいくつかの理由で失敗する可能性があります。発生する可能性のあるエラー
と説明の完全なリストについては、AWS CloudTrailAPI リファレンスの「StartQuery エラー」を参照
してください。

検索結果から複数の評価レポートを生成できない
このエラーは、 CloudTrail Lake クエリの同時実行数が多すぎることが原因です。

このエラーは、検索結果をグループ化し、グループ化された結果の各項目について評価レポートをすぐに
生成しようとした場合に発生する可能性があります。リクエストの間には十分な時間をとってください。
結果を取得したり、評価レポートを生成したりするたびに、各アクションがクエリを呼び出します。一度
に実行できるクエリは 5 つまでです。

このエラーを防ぐには、一度に生成する評価レポートが多すぎないようにしてくださ
い。MaxConcurrentQueriesException同時に実行するクエリの数が最大数に達すると、エラーが返さ
れます。このエラーメッセージが表示されたら、進行中の評価レポートが完了するまで数分お待ちくださ
い。

Audit Manager コンソールの評価レポートページからステータスを確認できます。レポートが完成した
ら、エビデンスファインダーのグループ化された結果に戻ります。その後、引き続き結果を取得し、各項
目の評価レポートを生成できます。

個別の検索結果を評価レポートに追加できない
評価レポートへの個別の検索結果の追加は、現在サポートされていません。すべての検索結果がレポート
に含まれます。

特定の検索結果だけをレポートに含めたい場合は、現在の検索フィルターを編集することをお勧めしま
す。これにより、レポートに追加したい証拠のみを対象とするように結果を絞り込むことができます。

私のエビデンスファインダーの結果のすべてが評価レ
ポートに含まれているわけではありません
評価レポートを生成する場合、追加できる証拠の量には制限があります。上限は、評価内容、評価レポー
トの送信先として使用される S3 バケットのリージョン、評価でカスタマーマネージドを使用するかどう
かによって異なりますAWS KMS key。AWS リージョン
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1. 同じリージョンのレポート（S3 バケットと評価が同じ場合AWS リージョン）の制限は 22,000 です。
2. クロスリージョンレポート（S3 バケットと評価が異なる場合AWS リージョン）の上限は 3,500 です。
3. 評価で顧客管理の KMS キーを使用する場合、上限は 3,500 です。

この制限を超えた場合、レポートは引き続き作成されます。ただし、Audit Manager がレポートに追加す
るのは、最初の3,500または22,000の証拠項目だけです。

この問題を防ぐには、現在の検索フィルターを編集することをお勧めします。この方法では、より少ない
量の証拠をターゲットにして検索結果を減らすことができます。必要に応じて、この方法を繰り返して、1 
つの大きなレポートの代わりに複数の評価レポートを生成できます。

検索結果から評価レポートを生成したいのですが、ク
エリステートメントが失敗します
CreateAssessmentReportAPI を使用していて、クエリステートメントが検証例外を返す場合は、以下の表
で修正方法を確認してください。

Note

クエリステートメントが機能していても CloudTrail、同じクエリが Audit Manager の評価レポー
ト生成には有効ではない場合があります。これは、2 つのサービスのクエリ検証にいくつか違い
があるためです。

条項 問題 解決策 メモ

SELECT SELECT句には列名が
含まれています

SELECT句を削除して、に置き換え
てくださいSELECT eventJson。

SELECT eventJson のみサ
ポートされています。

この検証はAudit Manager に
よって処理されます。

FROM FROM句に無効なイベン
トデータストア ID が
含まれています

or

指定されたイベント
データストア ID が 
Audit Manager 設定の
イベントデータストア 
ID と一致しません

FROM句を削除してに置き換えま
す。ここでFROM edsID、の値
が Audit Manager の設定で指定
されているイベントデータストア 
IDedsID と一致します。

イベントデータストアの ARN 
は、Audit Manager の設定から取得
できます。詳細については、AWS 
Audit Manager API リファレンスの
「GetSettings」を参照してくださ
い。

この検証はAudit Manager に
よって処理されます。

GROUP 
BY

GROUP BYクエリに句
があります

GROUP BY条項を削除してくださ
い。

この検証はAudit Manager に
よって処理されます。

HAVING HAVINGクエリに句が
あります

HAVING条項を削除してください。 この検証はAudit Manager に
よって処理されます。

LIMIT LIMIT条項には、最大
許容限度を超える値が
含まれています

LIMIT条項が存在する場合は、そ
の値がサポートされている最大制
限と同じかそれ以下であることを
確認してください。

コンソールでは、返されるエビ
デンス結果の数に制限はありま
せん。ただし、評価レポートを
生成する場合、含めることがで
きる証拠の量には制限が適用さ
れます。
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条項 問題 解決策 メモ
• 同じ地域のレポートの場合、上

限は 22,000 です
• クロスリージョンレポートの場

合、上限は 3,500 です
• 関連する評価で顧客管理を利用

するレポートの場合AWS KMS 
key、上限は3,500件です

LIMITクエリステートメントに
値を指定しない場合、デフォル
トの最大制限が適用されます。
この検証はAudit Manager に
よって処理されます。

ORDER 
BY

ORDER BY句に
は、SELECT句に含ま
れていない集計関数ま
たはエイリアスが含ま
れています。

ORDER BY集約関数やエイリアスを
使用する条件が句に含まれていな
いことを確認してください。

この検証は CloudTrail
StartQuery API によって処理さ
れます。

WHERE WHERE条項には
複数含まれていま
すassessmentId

or

WHERE条項
に、assessmentIdassessmentIdcreateAssessmentReportリ
クエストのと一致しな
いが含まれています

or

WHERE句にはサポート
されていない列名が含
まれています

評価 ID を 1 つだけ指定し、それ
がcreateAssessmentReport
API リクエストで指定した
AssessmentId パラメータと一致し
ていることを確認してください。

サポートされていない列名をすべ
て削除します。

この検証は CloudTrail
StartQuery API によって処理さ
れます。

例
次の例は、queryStatementCreateAssessmentReportオペレーションを呼び出すときにパラメーターを
使用する方法を示しています。これらのクエリを使用する前に、edsIdassessmentId##############
################。

例 1: レポートを作成する (同じ地域の制限が適用されます)

この例では、2022 年 1 月 22 日から 23 日の間に作成された S3 バケットの結果を含むレポートを作成し
ます。

SELECT eventJson FROM 12345678-abcd-1234-abcd-123456789012 WHERE eventData.assessmentId 
 = '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-ff22gg44hh66' AND eventTime > '2022-01-22 00:00:00.000' AND 
 eventTime < '2022-01-23 00:00:00.000' AND eventName='CreateBucket' LIMIT 22000

例 2: レポートを作成する (地域間の制限が適用されます)

この例では、日付範囲を指定せずに、指定されたイベントデータストアと評価のすべての結果を含むレ
ポートを作成します。

SELECT eventJson FROM 12345678-abcd-1234-abcd-123456789012 WHERE eventData.assessmentId = 
 '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-ff22gg44hh66' LIMIT 7000

例 3: レポートを作成する (デフォルトの制限内)
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フレームワークの共有

この例では、指定されたイベントデータストアと評価のすべての結果を含むレポートを作成します。制限
はデフォルトの最大値未満です。

SELECT eventJson FROM 12345678-abcd-1234-abcd-123456789012 WHERE eventData.assessmentId = 
 '11aa33bb-55cc-77dd-99ee-ff22gg44hh66' LIMIT 2000

フレームワークの共有に関する問題のトラブル
シューティング

このページの情報を参照して、Audit Manager での一般的なフレームワークの共有の問題を解決できま
す。

トピック
• 送信済みの共有リクエストのステータスは Failed と表示されます (p. 260)
• 共有リクエストの横に青いドットがあります。これは何を意味するのでしょうか?  (p. 260)
• 私の共有フレームワークには、AWS Configデータソースとしてカスタムルールを使用するコントロー

ルがあります。受領者はこれらの統制の証拠を収集できますか？ (p. 262)
• 共有フレームワークで使用されているカスタムルールを更新しました。ご自身では特に何もする必要

はありません。 (p. 263)

送信済みの共有リクエストのステータスは Failed と表
示されます
カスタムフレームワークを共有しようとして操作が失敗した場合は、次の事項を確認することをお勧めし
ます。

1. 受信者のAWS アカウントリージョンと指定されたリージョンで Audit Manager が有効になっているこ
とを確認します。AWS Audit Managerサポートされているリージョンのリストについては、Amazon 
Web Services 全般のリファレンスの「AWS リージョンおよびエンドポイント」を参照してください。

2. 受信者アカウントを指定するときに、正しいAWS アカウント ID を入力したことを確認してください。
3. 受信者として AWS Organizations 管理アカウントを指定していないことを確認してください。委任され

た管理者とカスタムフレームワークを共有できますが、管理アカウントとカスタムフレームワークを共
有しようとすると、操作は失敗します。

共有リクエストの横に青いドットがあります。これは
何を意味するのでしょうか?
青いドットの通知は、共有リクエストに注意が必要であることを示唆しています。

送信者向けの青いドットの通知

ステータスが [Expiring] (まもなく期限切れ) の送信済み共有リクエストの横に青い通知ドットが表示され
ます。Audit Manager は青いドットの通知を表示して、共有リクエストの有効期限が切れる前にアクショ
ンを実行するよう受信者に注意喚起できるようにします。

青い通知ドットが表示されないようにするには、受信者は、リクエストを承諾または辞退する必要があり
ます。共有リクエストを取り消すと、青いドットも表示されなくなります。
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共有リクエストの横に青いドットがあり
ます。これは何を意味するのでしょうか? 

次の手順を実行して、まもなく期限が切れる共有リクエストを確認し、アクションを実行するようオプ
ションのリマインダーを受信者に送信できます。

送信済みリクエストに関する通知を表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 共有リクエスト通知がある場合、Audit Manager は、ナビゲーションメニューのアイコンの横に赤い

ドットを表示します。

3. ナビゲーションペインを展開し、[Share requests] (共有リクエスト) の横を確認します。通知バッジ
は、注意が必要な共有リクエストの数を示します。

4. [Share requests] (共有リクエスト) を選択してから、[Sent requests] (送信済みリクエスト) のタブを選
択します。

5. 青いドットを探して、今後 30 日以内に期限切れになる共有リクエストを特定します。または、[All 
statuses] (すべてのステータス) フィルターのドロップダウンから [Expiring] (まもなく期限切れ) を選
択して、期限切れになりそうな共有リクエストを表示することもできます。

6. (オプション) 共有リクエストの有効期限が切れる前に、アクションを実行する必要があることを受信
者に通知します。共有リクエストがアクティブまたはまもなく期限切れになる場合、Audit Manager 
は、コンソールで通知を送信して受信者に知らせるため、この手順はオプションです。ただし、希望
する通信チャネルを使用して、受信者に独自のリマインダーを送信することもできます。

受信者向けの青いドットの通知

ステータスが [Active] (アクティブ) または [Expiring] (まもなく期限切れ) の受信済み共有リクエストの横に
青い通知ドットが表示されます。Audit Manager は青いドットの通知を表示して、共有リクエストの有効
期限が切れる前にアクションを実行するようユーザーに注意喚起します。青い通知ドットが表示されない
ようにするには、リクエストを承諾または辞退する必要があります。送信者が共有リクエストを取り消す
と、青いドットも表示されなくなります。
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私の共有フレームワークには、AWS Configデータソー

スとしてカスタムルールを使用するコントロールがあり
ます。受領者はこれらの統制の証拠を収集できますか？

次の手順を実行して、アクティブな共有リクエストやまもなく期限切れの共有リクエストを確認できま
す。

受信したリクエストに関する通知を表示するには

1. AWS Audit Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/auditmanager/home) を開きます。
2. 共有リクエスト通知がある場合、Audit Manager は、ナビゲーションメニューのアイコンの横に赤い

ドットを表示します。

3. ナビゲーションペインを展開し、[Share requests] (共有リクエスト) の横を確認します。通知バッジ
は、注意が必要な共有リクエストの数を示します。

4. [Share requests] (共有リクエスト) を選択します。デフォルトでは、このページは [Received 
requests] (受信したリクエスト) のタブで開きます。

5. 青いドットが表示されている項目を探して、アクションが必要な共有リクエストを特定します。

6. (オプション) 今後 30 日以内に期限切れになるリクエストのみを表示するには、[All statuses] (すべて
のステータス) ドロップダウンリストを見つけて、[Expiring] (まもなく期限切れ) を選択します。

私の共有フレームワークには、AWS Configデータ
ソースとしてカスタムルールを使用するコントロール
があります。受領者はこれらの統制の証拠を収集でき
ますか？
はい、受取人はこれらの統制の証拠を収集できますが、そのためにはいくつかの手順が必要です。
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共有フレームワークで使用されているカスタムルールを更
新しました。ご自身では特に何もする必要はありません。

Audit ManagerAWS Config がルールをデータソースマッピングとして使用して証拠を収集するには、次の
条件を満たす必要があります。これらの基準は、マネージドルールとカスタムルールの両方に適用されま
す。

• AWSルールは受信者の環境に存在する必要があります。
• AWSルールは受信者の環境で有効になっている必要があります。

AWS Configアカウントのルールは、AWS受信者の環境にはまだ存在しない可能性が高いことに注意して
ください。さらに、受信者が共有リクエストを受け入れると、Audit Manager はユーザーのアカウントに
カスタムルールを再作成しません。受信者がカスタムルールをデータソースマッピングとして使用して証
拠を収集するには、受信者は自分のインスタンスで同じカスタムルールを作成する必要がありますAWS 
Config。受信者がルールを作成して有効にするとAWS Config、Audit Manager はそのデータソースから証
拠を収集できます。

受信者に連絡して、AWS Configのインスタンスでカスタムルールを作成する必要があるかどうかを知らせ
ることをお勧めしますAWS Config。

共有フレームワークで使用されているカスタムルール
を更新しました。ご自身では特に何もする必要はあり
ません。
AWS環境内のルール更新用

AWS環境内のカスタムルールを更新する場合、Audit Manager でアクションを実行する必要はありま
せん。Audit Manager は、次の表で説明されている方法でルールの更新を検出して処理します。Audit 
Manager は、ルールの更新が検出されても通知しません。

シナリオ Audit Manager の業務 必要な作業

カスタムルールは、のインス
タンスで更新されますAWS 
Config。

Audit Manager は、更新された
ルール定義を使用して、引き続
きそのルールの結果を報告しま
す。

ご自身では特に何もする必要は
ありません。

カスタムルールは、のインス
タンスで削除されますAWS 
Config。

Audit Manager は、削除された
ルールの結果の報告を停止しま
す。

ご自身では特に何もする必要は
ありません。

必要に応じて、削除されたルー
ルをデータソースマッピング
として使用したカスタムコン
トロールを編集できます。そ
の後、削除したルールを削除し
て、コントロールのデータソー
ス設定をクリーンアップできま
す。そうしないと、削除された
ルール名は未使用のデータソー
スマッピングとして残ります。

AWS環境外でのルール更新用

AWS受信者の環境では、Audit Manager はルールの更新を検出しません。これは、AWS送信者と受信者が
それぞれ別々の環境で作業するためです。次の表は、このシナリオで推奨されるアクションを示していま
す。
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通知

あなた
の役割

シナリオ 推奨されるアクション

送信者 • データソースマッピングとしてカスタムルール
を使用するフレームワークを共有しました。

• フレームワークを共有した後、でそれらの
ルールの 1 つを更新または削除しましたAWS 
Config。

受信者に連絡して、更新について知らせて
ください。そうすれば、同じ更新を行い、
最新のルール定義と同期できます。

受取人 • データソースマッピングとしてカスタムルール
を使用する共有フレームワークを受け入れまし
た。

• のインスタンスでカスタムルールを再作成した
後AWS Config、送信者はそれらのルールの 1 
つを更新または削除しました。

独自のインスタンスで対応するルールを更
新してくださいAWS Config。

通知に関する問題のトラブルシューティング
このページの情報を参照して、Audit Manager での一般的な通知の問題を解決できます。

トピック
• Audit Manager で Amazon SNS トピックを指定しましたが、通知が届きません (p. 264)
• FIFO トピックを指定しましたが、期待された順序で通知が届きません (p. 264)

Audit Manager で Amazon SNS トピックを指定しまし
たが、通知が届きません
Amazon SNS トピックがサーバー側の暗号化 (SSE) のために AWS KMS を使用する場合、AWS KMS 
キーポリシーに必要な許可が不足している可能性があります。エンドポイントをトピックにサブスクライ
ブしなかった場合も、通知を受信できない可能性があります。

通知を受信していない場合は、次の事項を実行したことを確認してください。

• 必要な許可ポリシーを KMS キーにアタッチしたこと。ポリシーの例は、このガイドの通知のページに
あります。

• 通知が送信されるトピックにエンドポイントをサブスクライブしていること。E メールエンドポイン
トをトピックにサブスクライブすると、サブスクリプションの確認を求める E メールが届きます。E 
メール通知の受信を開始するには、サブスクリプションを確認する必要があります。詳細について
は、Amazon SNS 開発者ガイドの「開始方法」を参照してください。

FIFO トピックを指定しましたが、期待された順序で
通知が届きません
Audit Manager は FIFO SNS トピックへの通知送信をサポートしています。ただし、Audit Manager が 
FIFO トピックに通知を送信する順序は保証されません。
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許可とアクセス

許可とアクセスの問題のトラブルシューティング
このページの情報を参照して、Audit Manager での一般的な許可の問題を解決できます。

トピック
• Audit Manager の設定手順に従いましたが、十分な IAM 権限が付与されていません (p. 265)
• あるユーザーを監査所有者として指定しましたが、そのユーザーは評価に完全にアクセスすることが

できません。これはなぜですか? (p. 265)
• Audit Manager でアクションを実行できません (p. 265)
• 自分の以外のユーザーに Audit ManagerAWS アカウント リソースへのアクセスを許可した

い (p. 266)

Audit Manager の設定手順に従いましたが、十分な 
IAM 権限が付与されていません
Audit Manager へのアクセスに使用するユーザー、ロール、またはグループには、必要な許可が必要で
す。さらに、アイデンティティベースのポリシーは制限が厳しすぎないようにする必要があります。そう
しないと、コンソールが意図したとおりに機能しません。このガイドの設定手順は、Audit Manager の設
定に必要な最小限の許可を付与するポリシーを提供します。ユースケースによっては、より広く、より
制限的でない許可が必要になる場合があります。例えば、監査所有者には、管理者アクセス権を付与する
ことが推奨されます。これは、Audit Manager の設定を変更し、評価、フレームワーク、コントロール、
評価レポートなどのリソースを管理できるようにするためです。受任者などの他のユーザーに必要なの
は、管理アクセスまたは読み取り専用アクセスのみである場合があります。

ユーザー、ロール、またはグループに適切な権限を追加してください。監査所有者については、推奨され
るポリシーですAWSAuditManagerAdministratorAccess。受任者については、IAM ポリシーの例のページ
で提供されているこの例を使用できます。これらのサンプルポリシーを開始点として使用し、要件に合う
ように必要に応じて変更を加えることができます。

特定の要件を満たせるよう、時間を設けて許可をカスタマイズすることをお勧めします。IAM 許可につい
てサポートが必要な場合は、管理者または AWS Support までお問い合わせください。

あるユーザーを監査所有者として指定しましたが、そ
のユーザーは評価に完全にアクセスすることができま
せん。これはなぜですか?
あるユーザーを監査所有者として指定するだけでは、評価への完全なアクセス権は提供されません。監査
所有者には、Audit Manager のリソースにアクセスして管理するために必要な IAM 許可も付与されている
必要があります。つまり、ユーザーを監査所有者として指定することに加えて、必要な IAM ポリシーをそ
のユーザーにアタッチする必要もあります。この背後には、両方を要求することにより、Audit Manager 
が、各評価のすべての詳細を完全に制御できるようにするという考え方があります。

Note

監査所有者については、AWSAuditManagerAdministratorAccessこのポリシーを使用することをお
勧めします。詳細については、「Audit Manager のユーザーペルソナの推奨ポリシー」を参照し
てください。

Audit Manager でアクションを実行できません
AWS Audit Manager コンソールまたは Audit Manager API 操作を使用するために必要な許可がない場合
は、AccessDeniedException エラーが発生する可能性があります。
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自分の以外のユーザーに Audit ManagerAWS ア

カウント リソースへのアクセスを許可したい

この問題を解決するには、管理者に問い合わせてサポートを依頼してください。管理者は、サインイン認
証情報を提供した担当者です。

自分の以外のユーザーに Audit ManagerAWS アカウン
ト 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 Audit Manager でサポートされるかどうかを確認するには、を参照してくださいAWS 
Audit Manager と IAM の連携について (p. 277)。

• 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。
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AWS Audit Manager のクォータと制
限

AWS アカウントには、それぞれのクォータ（以前は制限と呼ばれていました）がありますAWS のサービ
ス。特に明記されていない限り、クォータはリージョンごとに存在します。一部のクォータについては引
き上げをリクエストできますが、その他のクォータについてはリクエストできません。

ほとんどの Audit Manager クォータは、Service Quotas コンソールの AWS Audit Manager 名前空間の下
に一覧表示されます。クォータの引き上げをリクエストする方法については、「Audit Manager のクォー
タの管理 (p. 268)」を参照してください。

デフォルトの Audit Manager クォータ
AWS Audit ManagerAWS アカウント以下のクォータはリージョンごとのものです。

評価

• アカウントあたりのアクティブな評価の数: 100

評価レポート

• 評価レポートに追加できる証拠項目の数:
• 同じリージョンのレポート (評価と評価レポートの送信先の S3 バケットが同じ場合AWS リージョン): 

22,000
• クロスリージョンレポート (評価と評価レポートの送信先 S3 バケットが異なる場合AWS リージョン): 

3,500
• 関連する評価で顧客管理を利用するレポートの場合AWS KMS key:3,500

コントロール

• アカウントあたりのカスタムコントロールの数: 500

証拠

• 1 つのマニュアルファイルの最大サイズ用語 Au用語用語 Au用語 Au用語 Au用語 Au
• 各コントロールあたりの 1 日の手動証拠アップロードの数: 100

Tip

単一のコントロールに手動証拠を大量にアップロードする必要がある場合は、証拠を数日にわ
たってバッチでアップロードすることをお勧めします。

フレームワーク

• アカウントあたりのカスタムフレームワークの数: 100

267



AWS Audit Manager ユーザーガイド
クォータの管理

Note

フレームワークのクォータは、フレームワークの作成者にかかわらず、フレームワークライブ
ラリ内のすべての共有カスタムフレームワークに適用されます。

共有されたカスタムフレームワークの受信者

• アクティブな受信者アカウントの数: 100

API アクセス

• すべての API での 1 秒あたりのトランザクション数 (TPS): 20 TPS

Audit Manager のクォータの管理
AWS Audit Managerは、Service Quotas と統合されています。Service Quotas は、クォータを一元的な
場所から表示および管理できるサービスです。AWS のサービス詳細については、「Service Quotas ユー
ザーガイド」の「Service Quotas とは」を参照してください。Serager クォータ Auの用用用用語 Auの用
語 Auの用語 Auの用語 Auの用語 Auの用語 Auの用語 Auの用語 Au

コンソールを使用して Audit Manager のサービスクォータを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/servicequotas/ で Service Quotas コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[AWS のサービス] を選択します。
3. AWS のサービスリストから、を検索して選択しますAWS Audit Manager。
4. [Service quotas] (サービスクォータ) の一覧には、サービスクォータ名、適用されたクォータ値 (使用

可能な場合)、AWS デフォルトのクォータ値、クォータが調整可能かどうかが表示されます。
5. 説明など、Service Quotasに関する追加情報を表示するには、クォータ名を選択します。
6. (オプション) クォータの引き上げをリクエストするには、引き上げるクォータを選択し、[クォータ引

き上げリクエスト] を選択します。必要な情報を入力または選択して、[リクエスト] を選択します。

詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータ引き上げのリクエスト」を参照してく
ださい。
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データ保護

AWS Audit Manager でのセキュリ
ティ

AWS では、クラウドセキュリティを最優先事項としています。AWS のユーザーは、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を利用でき
ます。

セキュリティは、AWS とユーザーの間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。AWS Audit Manager に適用するコンプライアンスプログラムの詳細について
は、コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービスをご参照ください。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、お客様は、データの機密性、お客様の会社の要件、および適用される法律および規制など、その他
の要因についても責任を負います。

このドキュメントは、AWS Audit Manager を使用する際に責任共有モデルを適用する方法を理解するのに
役立ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために Audit 
Manager を設定する方法を示します。また、Audit Manager リソースのモニタリングや保護に役立つ他の 
AWS のサービスの使用方法についても説明します。

トピック
• AWS Audit Manager でのデータ保護 (p. 269)
• AWS Audit Manager のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 272)
• AWS Audit Manager のコンプライアンス検証 (p. 312)
• AWS Audit Manager での耐障害性 (p. 313)
• AWS Audit Manager 内のインフラストラクチャセキュリティ (p. 313)
• AWS Audit Manager とインターフェース VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) (p. 314)
• AWS Audit Managerでのログ記録とモニタリング (p. 315)
• AWS Audit Manager での構成と脆弱性の分析 (p. 317)

AWS Audit Manager でのデータ保護
AWS責任共有モデルは、AWS Audit Manager 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
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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。

• 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 Audit 
Manager または他のAWS のサービスを操作する場合が含まれます。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
バーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含め
ないことを強くお勧めします。

上記の推奨事項に加えて、Audit Manager のお客様は、評価、カスタムコントロール、カスタムフレーム
ワーク、および評価、カスタムフレームワーク、および評価、カスタムフレームワーク、および評価、カ
スタムフレームワーク、および評価、カスタムフレームワーク、および委任コメントを作成する際に、自
由形式のフィールドに機密性の高い識別情報を含めないことを明示的に推奨します。

Audit Manager のデータの削除
Audit Manager のデータを削除する方法は複数あります。

Audit Manager を無効にする際のデータ削除

Audit Manager を無効にすると、Audit Manager のデータをすべて削除するかどうかを決定できます。デー
タを削除することを選択した場合、そのデータは Audit Manager を無効にしてから 7 日以内に削除されま
す。データを削除すると、元に戻すことはできません。

自動データ削除

一部のAudit Manager データは、特定の期間が経過すると自動的に削除されます。Audit Manager は以下の
ように顧客データを保持します。

データ型 データ保存期間 メモ

証拠 データは作成時か
ら 2 年間保持され
ます。

自動エビデンスと手動エビデンスが含まれます

顧客が作成したリソー
ス

データは無期限に
保持されます

評価、評価レポート、カスタムコントロール、カスタム
フレームワークが含まれます

手動データ削除

個々のAudit Manager リソースはいつでも削除できます。手順については、以下を参照してください。
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• 評価を削除する
• AWS Audit ManagerAPI DeleteAssessmentリファレンスの以下も参照してください。

• カスタムフレームワークの削除
• AWS Audit ManagerAPI DeleteAssessmentFrameworkリファレンスの以下も参照してください。

• 共有リクエストを削除する
• AWS Audit ManagerAPI DeleteAssessmentFrameworkShareリファレンスの以下も参照してくださ

い。
• 評価レポートの削除

• AWS Audit ManagerAPI DeleteAssessmentReportリファレンスの以下も参照してください。
• カスタムコントロールを削除する

• AWS Audit ManagerAPI DeleteControlリファレンスの以下も参照してください。

Audit Manager の使用時に作成した可能性のある他のリソースデータを削除するには、以下を参照してく
ださい。

• AWS CloudTrailユーザーガイドのイベントデータストアを削除する
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ユーザーガイドのバケットを削除する

保管中の暗号化
保管中のデータを暗号化するために、Audit Manager は、AWS マネージドキーすべてのデータストアとロ
グについて、でサーバー側の暗号化を使用します。

お客様のデータは、選択した設定に応じて、カスタマーマネージドキーまたは AWS 所有のキー で暗号化
されます。カスタマーマネージドキーを提供しない場合、Audit Manager は、AWS 所有のキーを使用して
コンテンツを暗号化します。Audit Manager の DynamoDB と Amazon S3 のすべてのサービスメタデータ
は、AWS 所有のキー を使用して暗号化されます。

Audit Manager は以下のようにデータを暗号化します。

• Amazon S3 に保存されているサービスメタデータは、SSE-KMS を使用して AWS 所有のキー で暗号化
されます。

• DynamoDB に保存されているサービスメタデータは、KMS と AWS 所有のキー を使用してサーバー側
で暗号化されています。

• DynamoDB に保存されているコンテンツは、カスタマーマネージドキーまたは AWS 所有のキー を使用
してクライアント側で暗号化されます。KMS キーは、選択した設定に基づきます。

• Amazon S3 のAudit Manager に保存されているコンテンツは、SSE-KMS を使用して暗号化されま
す。KMS キーは選択に基づいており、カスタマーマネージドキーまたは AWS 所有のキー のいずれかで
す。

• S3 バケットに発行された評価レポートは、次のように暗号化されます。
• カスタマーマネージドキーを提供した場合、データは SSE-KMS を使用して暗号化されます。
• AWS 所有のキー を使用した場合、データは SSE-S3 を使用して暗号化されます。

転送中の暗号化
Audit Manager は、転送中のデータを暗号化するための安全なプライベートエンドポイントを提供しま
す。セキュアなプライベートエンドポイントにより、AWS は、Audit Manager に対する API リクエストの
完全性を保護できます。

サービス間トランジット
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デフォルトでは、すべてのサービス間通信は、Transport Layer Security (TLS) 暗号化を使用して保護され
ます。

キーの管理
Audit Manager は、すべての Audit Manager のリソース (アカウントの S3 バケットに保存された評価、コ
ントロール、フレームワーク、フレームワーク、フレームワーク、フレームワーク、フレームワーク、評
価レポート) を暗号化するために、AWS 所有のキー両方のキーをサポートします。

カスタマーマネージドキーを使用することをお勧めします。これにより、AWS CloudTrail での使用のログ
の表示など、データを保護する暗号化キーを表示および管理できます。カスタマーマネージドキーを選択
する際に、Audit Manager は、コンテンツの暗号化に使用できるように、KMS キーに許可を作成します。

Warning

Audit Manager リソースの暗号化に使用される KMS キーを削除または無効にすると、その KMS 
キーで暗号化されたリソースを復号できなくなります。つまり、データを回復できなくなりま
す。
AWS Key Management Service (AWS KMS) の KMS キーを削除することは破壊的であり、リスク
を伴います。KMS キーの削除の詳細については、AWS Key Management Service ユーザーガイ
ドの「AWS KMS keys の削除」を参照してください。

、Audit Manager API、またはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して Audit Manager を有
効にする際に、暗号化設定を指定できます。AWS Management Console手順については、「AWS Audit 
Manager の有効化 (p. 25)」を参照してください。

暗号化の設定はいつでも確認および変更できます。手順については、「データ暗号化 (p. 219)」を参照し
てください。

カスタマーマネージドキーの設定方法の詳細については、AWS Key Management Service ユーザーガイ
ドの「キーの作成」を参照してください。

AWS Audit Manager のためのアイデンティティお
よびアクセス管理

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 Audit Manager リ
ソースの使用を承認する (アクセス権限を持たせる) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる 
AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 273)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 273)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 275)
• AWS Audit Manager と IAM の連携について (p. 277)
• AWS Audit Manager のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 284)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 296)
• AWS Audit Manager の AWS マネージドポリシー (p. 297)
• AWS Audit Manager アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 307)
• のサービスにリンクされたロールの使用AWS Audit Manager (p. 308)
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対象者
AWS Identity and Access Management(IAM) の用途は、Audit Manager で行う作業によって異なります。

サービスユーザー — ジョブを実行するために Audit Manager サービスを使用する場合は、管理者から必
要なアクセス許可と認証情報が与えられます。さらに多くの Audit Manager 機能を使用して作業を行う
場合は、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。Audit Manager の機能にアクセスできない場合
は、を参照してくださいAWS Audit Manager アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティン
グ (p. 307)。

サービス管理者-社内の Audit Manager リソースを担当している場合は、通常、Audit Manager 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 Audit Manager 機能やリソースにアクセスするかを決める
のは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更す
る必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。お客様の会社で 
Audit Manager で IAM を利用する方法の詳細については、「」を参照してくださいAWS Audit Manager と 
IAM の連携について (p. 277)。

IAM 管理者 — 管理者は、Audit Manager へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について
確認する場合があります。IAM で使用できる Audit Manager アイデンティティベースのポリシーの例を
表示するには、「」を参照してくださいAWS Audit Manager のアイデンティティベースのポリシーの
例 (p. 284)。

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

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

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

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
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
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ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

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

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

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

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

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

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
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
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されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

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

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

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

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

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

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

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
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
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保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

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

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

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

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

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

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

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

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。
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• 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 Audit Manager と IAM の連携について
IAM を使用してAudit Manager へのアクセスを管理する前に、Audit Manager で利用できる IAM の機能に
ついて学びます。

AWS Audit Manager で使用できる IAM の機能

IAM 機能 Audit Manager のサポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 278) はい

リソースベースのポリシー (p. 279) いいえ

ポリシーアクション (p. 279) はい

ポリシーリソース (p. 280) はい

ポリシー条件キー (p. 281) 部分的

ACL (p. 282) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 282) はい

一時的な認証情報 (p. 283) はい

プリンシパル許可 (p. 283) はい
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IAM 機能 Audit Manager のサポート

サービスロール (p. 283) いいえ

サービスにリンクされたロール (p. 283) はい

AWS Audit Manager およびその他の AWS のサービスがほとんどの IAM 機能と連携する方法の概要を把握
するには、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。

AWS Audit Manager のアイデンティティベースポリシー

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。

AWS Audit Manager は、Audit Manager 管理者用に AWSAuditManagerAdministratorAccess という
名前のマネージドポリシーを作成します。このポリシーは、Audit Manager での完全な管理アクセスを許
可します。管理者は、このポリシーを既存のロールまたはユーザーにアタッチするか、このポリシーを使
用して新しいロールを作成できます。

AWS Audit Manager のユーザーペルソナに推奨されるポリシー

AWS Audit Manager では、さまざまな IAM ポリシーを使用して、さまざまなユーザー間およびさまざま
な監査の職務の分離を維持できます。Audit Manager の 2 つのペルソナとそれらの推奨ポリシーは、次の
ように定義されています。

ペルソナ 説明と推奨ポリシー

監査所有者 • このペルソナには、AWS Audit Manager で評価を管理するために必要な許可が付与さ
れている必要があります。

• このペルソナで使用が推奨されるポリシーは、という名前の管理ポリシーで
すAWSAuditManagerAdministratorAccess。このポリシーを開始点として使用し、要件
に合わせて必要に応じてこれらの許可をスコープダウンできます。

受任者 • このペルソナは、評価で委任されたコントロールセットにアクセスできます。このペ
ルソナは、コントロールステータスの更新、コメントの追加、レビューのためのコン
トロールセットの送信、および評価レポートへの証拠の追加を行うことができます。

• このペルソナで使用が推奨されるポリシーは、ポリシー例 例 2: ユーザーにへの完全な
管理者アクセスを許可するAWS Audit Manager (p. 286) です。このポリシーを開始点
として使用し、要件に合うように必要に応じて変更を加えることができます。

AWS Audit Manager のアイデンティティベースのポリシーの例
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Audit Manager でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「」を参照してくださいAWS Audit 
Manager のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 284)。

AWS Audit Manager 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

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。

AWS Audit Manager 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。

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

AWS Audit Manager のポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックス を使用します。

auditmanager

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。
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"Action": [ 
      "auditmanager:GetEvidenceDetails", 
      "auditmanager:GetEvidenceEventDetails" 
         ]

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。例えば、Get という単語で
始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

"Action": "auditmanager:Get*"

Audit Manager でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「」を参照してくださいAWS Audit 
Manager のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 284)。

AWS Audit Manager 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": "*"

AWS Audit Manager リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、サービス認証リファレン
スの「AWS Audit Manager で定義されるリソース」を参照してください。各リソースの ARN を指定でき
るアクションについては、「AWS Audit Manager で定義されるアクション」を参照してください。

Audit Manager の評価には、次の Amazon リソースネーム (ARN) 形式があります。

arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:${Account}:assessment/${assessmentId}

Audit Manager のコントロールセットの ARN 形式は次のとおりです。

arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:${Account}:assessment/${assessmentId}controlSet/
${controlSetId}

Audit Manager のコントロールの ARN 形式は次のとおりです。

arn:${Partition}:auditmanager:${Region}:${Account}:control/${controlId}

ARN の形式の詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN)」を参照してください。
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たとえば、ステートメントで i-1234567890abcdef0 評価を指定するには、次の ARN を使用します。

"Resource": "arn:aws:auditmanager:us-east-1:123456789012:assessment/i-1234567890abcdef0"

特定のアカウントに属するすべてのインスタンスを指定するには、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "arn:aws:auditmanager:us-east-1:123456789012:assessment/*"

リソースの作成など、一部の Audit Manager アクションは、特定のリソースで実行できません。このよう
な場合は、ワイルドカード (*) を使用する必要があります。

"Resource": "*"

Audit Manager API アクションの多くが複数のリソースと関連します。例えば、現在ログインしてい
るListAssessmentsユーザーがアクセスできる評価メタデータのリストを返しますAWS アカウント。し
たがって、ユーザーには、評価を表示するための許可が必要です。複数のリソースを単一のステートメン
トで指定するには、ARN をカンマで区切ります。

"Resource": [ 
      "resource1", 
      "resource2"

Audit Manager リソースタイプププププとその ARN のリストを表示するには、IAM ユーザーガイド
の「AWS Audit Managerで定義されるリソース」を参照してください。各リソースの ARN を指定できる
アクションについては、「によって定義されるアクション」を参照してくださいAWS Audit Manager。

複数のリソースをサポートする Audit Manager API アクションもあります。例えば、GetChangeLogs は
assessmentID、controlID、および controlSetId にアクセスするため、プリンシパルにはこれらの
各リソースにアクセスするための許可が必要です。複数のリソースを単一のステートメントで指定するに
は、ARN をカンマで区切ります。

"Resource": [ 
      "assessmentId", 
      "controlId", 
      "controlSetId"

AWS Audit Manager 向け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 部分的

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

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。
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AWSポリシーステートメントのプリンシパルがサービスプリンシパルである場合
は、aws:SourceArnaws:SourceAccountポリシーでまたはグローバル条件キーを使用することを強く
お勧めします。これらのグローバル条件コンテキストキーを使用すると、代理シナリオが混乱するのを防
ぐことができます。次の文書化されたポリシーは、Audit Manageraws:SourceArnaws:SourceAccount
でおよびグローバル条件コンテキストキーを使用して、混乱した代理問題を防ぐ方法を示しています。

• Audit Manager の通知に使用される SNS トピックのポリシー例
• SNS トピックで使用される KMS キーのポリシー例

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、ユーザー名でタグ付けされている場
合のみ、リソースにアクセスするユーザーアクセス許可を付与できます。詳細については、IAM ユーザー
ガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

Audit Manager にはサービス固有条件キーがありませんが、いくつかのグローバル条件キーの使用がサ
ポートされています。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。

AWS Audit Manager のアクセスコントロールリスト (ACL)

ACL のサポート いいえ

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

AWS Audit Manager での属性ベースのアクセスコントロール 
(ABAC)

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

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

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

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

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

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC を設定する
手順を示したチュートリアルを表示するには、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。

AWS Audit Manager リソースのタグ付けの詳細については、AWS Audit Manager リソースのタグ付
け (p. 318)を参照してください。
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AWS Audit Manager 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。

AWS Audit Manager 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

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

AWS Audit Manager 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。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、AWS Audit Manager の機能が破損する可能性がありま
す。Audit Manager が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

AWS Audit Manager のサービスリンクロール

サービスにリンクされたロールのサポート はい

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

AWS Audit Manager のサービスにリンクされたロールの詳細については、「 のサービスにリンクされた
ロールの使用AWS Audit Manager (p. 308)」を参照してください。

AWS Audit Manager のアイデンティティベースのポリ
シーの例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには Audit Manager リソースを作成または変更する許可はありま
せん。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS API を
使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行するた
めのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロールに IAM 
ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

リソースタイプごとの ARN の形式を含む、AWS Audit Manager 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「サービス認証リファレンス」の「サービス認証
リファレンス」の AWS Audit Manager のアクション、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. 284)
• 例 1: Audit Manager を有効にするために必要な最小限の許可 (p. 285)
• 例 2: ユーザーにへの完全な管理者アクセスを許可するAWS Audit Manager (p. 286)
• 例 3: ユーザーにへの管理アクセスを許可するAWS Audit Manager (p. 290)
• 例 4: ユーザーにへの読み取り専用アクセスを許可するAWS Audit Manager (p. 292)
• 例 5: ユーザー自身の許可を表示することをユーザーに許可する (p. 292)
• 例 6: AWS Audit Manager が Amazon SNS トピックに通知を送信することを許可する (p. 293)
• 例 7: エビデンスファインダーで検索クエリを実行する (p. 295)

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 Audit Manager 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 
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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。

例 1: Audit Manager を有効にするために必要な最小限の許可
この例は、管理者ロールのないアカウントを有効にできるようにする方法を示していますAWS Audit 
Manager。

Note

ここで提供するのは、Audit Manager を有効にするために必要な最小限の許可を付与する基本的
なポリシーです。次のポリシーのすべての権限が必要です。このポリシーのいずれかを省略する
と、Audit Manager を有効にできません。
特定のニーズを満たせるよう、時間を設けて許可をカスタマイズすることをお勧めします。サ
ポートが必要な場合は、管理者または AWS Support までお問い合わせください。

Audit Manager を有効にするために必要な最小限のアクセス権を付与するには、以下の権限を使用してく
ださい。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "auditmanager:*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "auditmanager.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "CreateEventsAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "events:PutRule" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
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                    "events:source": [ 
                        "aws.securityhub" 
                   ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "EventsAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "events:PutTargets" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kms:ListAliases", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "auditmanager.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

例 2: ユーザーにへの完全な管理者アクセスを許可するAWS 
Audit Manager
この例のポリシーは、AWS Audit Manager への完全な管理者アクセス権を付与します。

• ポリシー 1 — この例の最初のポリシーは、管理ポリシーで
すAWSAuditManagerAdministratorAccess。このポリシーには、Audit Manager を有効または無効
にする機能、Audit Manager の設定を変更する機能、評価、フレームワーク、評価レポートなどの Audit 
Manager のすべてのリソースを管理する機能が含まれます。

• ポリシー2 — この例の 2 番目のポリシーは、Audit Manager で評価レポートの宛先として使用する S3バ
ケットへのアクセス許可を提供します。

• ポリシー3 — この例の3番目のポリシーでは、Audit Managerのエビデンスファインダー機能を有効にし
て使用する権限を与えています。

• ポリシー 4 — この例の 4 番目のポリシーでは、Audit Manager のエビデンス検索機能を無効にする権限
を付与しています。

ポリシー 1 (マネージドポリシー AWSAuditManagerAdministratorAccess)

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AuditManagerAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "auditmanager:*" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "OrganizationsAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:ListAccountsForParent", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:ListParents", 
                "organizations:ListChildren" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowOnlyAuditManagerIntegration", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
                "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator", 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLikeIfExists": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": [ 
                        "auditmanager.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "IAMAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:ListRoles" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "IAMAccessCreateSLR", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "auditmanager.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "IAMAccessManageSLR", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
                "iam:UpdateRoleDescription", 
                "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*" 
        }, 
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        { 
            "Sid": "S3Access", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "KmsAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:ListKeys", 
                "kms:ListAliases" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "KmsCreateGrantAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:CreateGrant" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "kms:GrantIsForAWSResource": "true" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "kms:ViaService": "auditmanager.*.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "SNSAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:ListTopics" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CreateEventsAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "events:PutRule" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "events:detail-type": "Security Hub Findings - Imported" 
                }, 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "events:source": [ 
                        "aws.securityhub" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "EventsAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "events:DeleteRule", 
                "events:DescribeRule", 
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                "events:EnableRule", 
                "events:DisableRule", 
                "events:ListTargetsByRule", 
                "events:PutTargets", 
                "events:RemoveTargets" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver" 
        }, 
        { 
            "Sid": "TagAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "tag:GetResources" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ポリシー 2 (評価レポートの宛先の許可)

########を自分の情報に置き換えます。Audit Manager で評価レポートの宛先を作成したときに指定した 
S3バケットと、評価レポートの暗号化に使用されるキーを含める必要があります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
               "s3:PutObject", 
               "s3:GetObject", 
               "s3:ListBucket", 
               "s3:DeleteObject", 
               "s3:GetBucketLocation", 
               "s3:PutObjectAcl" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:s3:::assessment-reports-destination/*" 
        } 
    ]
},
{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:Encrypt", 
                "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:us-
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
        } 
    ]
}

ポリシー 3 (エビデンスファインダーを有効にする権限)

エビデンスファインダー機能を有効にして使用するには、次の権限ポリシーが必要です。このポリシース
テートメントにより、Audit Manager は CloudTrail Lake イベントデータストアを作成し、検索クエリを実
行できます。
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
           "Sid": "ManageCloudTrailLakeQueryAccess", 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
               "cloudtrail:StartQuery", 
               "cloudtrail:DescribeQuery", 
               "cloudtrail:GetQueryResults", 
               "cloudtrail:CancelQuery" 
           ], 
           "Resource": "arn:aws:cloudtrail:*:*:eventdatastore/*" 
        }, 
        { 
           "Sid": "ManageCloudTrailLakeAccess", 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
                "cloudtrail:CreateEventDataStore" 
           ], 
           "Resource": "arn:aws:cloudtrail:*:*:eventdatastore/*" 
         } 
    ]
}

ポリシー 4 (エビデンスファインダーを無効にする権限)

このポリシー例では、Audit Manager のエビデンス検索機能を無効にする権限を付与しています。これに
は、この機能を最初に有効にしたときに作成されたイベントデータストアを削除することが含まれます。

このポリシーを使用する前に、########################。エビデンスファインダーを有効にしたと
きに作成されたイベントデータストアの UUID を指定する必要があります。イベントデータストアの ARN 
は、Audit Manager の設定から取得できます。詳細については、AWS Audit Manager API リファレンスの
「GetSettings」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
               "cloudtrail:DeleteEventDataStore", 
               "cloudtrail:UpdateEventDataStore" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:cloudtrail:::event-data-store-UUID" 
        } 
    ]
}

例 3: ユーザーにへの管理アクセスを許可するAWS Audit 
Manager
この例は、管理者以外の AWS Audit Manager への管理アクセスを許可する方法を示しています。

このポリシーは、すべての Audit Manager のリソース (評価、フレームワーク、およびコントロール) を管
理できるようにしますが、Audit Manager を有効または無効にしたり、Audit Manager の設定を変更したり
できるようにするものではありません。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AuditManagerAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "auditmanager:GetAccountStatus", 
                "auditmanager:ListAssessmentFrameworks", 
                "auditmanager:CreateAssessmentFramework", 
                "auditmanager:GetAssessmentFramework", 
                "auditmanager:UpdateAssessmentFramework", 
                "auditmanager:DeleteAssessmentFramework", 
                "auditmanager:ListAssessmentReports", 
                "auditmanager:ListAssessments", 
                "auditmanager:CreateAssessment", 
                "auditmanager:ListControls", 
                "auditmanager:CreateControl", 
                "auditmanager:GetControl", 
                "auditmanager:UpdateControl", 
                "auditmanager:DeleteControl", 
                "auditmanager:ListKeywordsForDataSource", 
                "auditmanager:GetDelegations", 
                "auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity", 
                "auditmanager:ListNotifications", 
                "auditmanager:GetServicesInScope", 
                "auditmanager:GetSettings", 
                "auditmanager:ListTagsForResource", 
                "auditmanager:TagResource", 
                "auditmanager:UntagResource" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "OrganizationsAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:ListAccountsForParent", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:ListParents", 
                "organizations:ListChildren" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "IAMAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:ListRoles" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "S3Access", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [         
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "KmsAccess", 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:ListKeys", 
                "kms:ListAliases" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "SNSAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:ListTopics" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "TagAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "tag:GetResources" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

例 4: ユーザーにへの読み取り専用アクセスを許可するAWS 
Audit Manager
このポリシーは、評価、フレームワーク、コントロールなどの AWS Audit Manager リソースへの読み取り
専用アクセス権を付与します。

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

例 5: ユーザー自身の許可を表示することをユーザーに許可する
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
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            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

例 6: AWS Audit Manager が Amazon SNS トピックに通知を送
信することを許可する
この例のポリシーは、既存の Amazon SNS トピックに通知を送信するための Audit Manager アクセス許可
を付与します。

• ポリシー1 — Audit Manager から通知を受け取りたい場合は、この例を使用して SNS トピックアクセス
ポリシーに許可を追加します。

• ポリシー 2 — SNS トピックでサーバー側の暗号化AWS Key Management Service (AWS KMSSSE) に () 
を使用する場合は、この例を使用して KMS キーアクセスポリシーにアクセス許可を追加します。

次のポリシーでは、アクセス許可を取得するプリンシパルは Audit Manager のサービスプリンシ
パル、つまり Audit Manager サービスプリンシパルですauditmanager.amazonaws.com。AWS
ポリシーステートメントのプリンシパルがサービスプリンシパルである場合
は、aws:SourceArnaws:SourceAccountポリシーでまたはグローバル条件キーを使用することを強く
お勧めします。これらのグローバル条件コンテキストキーを使用すると、代理シナリオが混乱するのを防
ぐことができます。

ポリシー 1 (SNS トピックの権限)

このポリシーステートメントにより、Audit Manager は指定された SNS トピックにイベントを発行できま
す。指定された SNS トピックに発行するリクエストは、ポリシー条件を満たす必要があります。

このポリシーを使用する前に、########################。以下の情報を記録します。

• aws:SourceArnこのポリシーで条件キーを使用する場合、値は通知の送信元の Audit Manager リソー
スの ARN でなければなりません。以下の例では、リソース ID にワイルドカード (*)aws:SourceArn
を使用しています。これにより、Audit Manager からのすべてのリクエストがすべてのAudit Manager 
リソースで許可されます。aws:SourceArnグローバル条件キーでは、StringLikeArnLikeまた
は条件演算子のいずれかを使用できます。ベストプラクティスとして、を使用することをお勧めしま
すArnLike。

293

https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/security_iam_id-based-policy-examples.html#sns-topic-permissions
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/security_iam_id-based-policy-examples.html#sns-key-permissions
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_principal.html#principal-services
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_principal.html#principal-services
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_principal.html#principal-services
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html#condition-keys-sourceaccount
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_condition-keys.html#condition-keys-sourcearn
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/cross-service-confused-deputy-prevention.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/cross-service-confused-deputy-prevention.html


AWS Audit Manager ユーザーガイド
アイデンティティベースポリシーの例

• aws:SourceAccount条件キーを使用する場合は、StringEqualsStringLikeまたは条件演算子のい
ずれかを使用できます。ベストプラクティスとして、StringEqualsを使用して最小限の特権を実装す
ることをお勧めします。

• aws:SourceAccountとを両方を使用する場合aws:SourceArn、アカウント値に同じアカウント ID が
表示される必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
      "Sid": "AllowAuditManagerToUseSNSTopic", 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "auditmanager.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "SNS:Publish", 
      "Resource": "arn:aws:sns:region:accountID:topicName", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "accountID" 
        }, 
        "ArnLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:auditmanager:region:accountID:*" 
        } 
      } 
    }
}

次の代替例では、aws:SourceArnStringLike条件キーと条件演算子のみを使用しています。

      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:auditmanager:region:accountID:*" 
        } 
      }

次の代替例では、aws:SourceAccountStringLike条件キーと条件演算子のみを使用しています。

   "Condition": { 
     "StringLike": { 
       "aws:SourceAccount": "accountID" 
      } 
    }

ポリシー 2 (SNS トピックに添付されている KMS キーの権限)
このポリシーステートメントにより、Audit Manager が KMS キーを使用して、SNS トピックの暗号化に
利用するデータキーを生成できるようになります。指定されたオペレーションの KMS キーを使用するリ
クエストでは、ポリシー条件が満たされている必要があります。

このポリシーを使用する前に、########################。以下の情報を記録します。

• aws:SourceArnこのポリシーで条件キーを使用する場合、値は暗号化されているリソースの ARN で
なければなりません。たとえば、この場合は、アカウントの SNS トピックです。ARN またはワイルド
カード文字を使用した ARN パターンに値を設定します。*条件キーには、StringLikeArnLikeまたは
のいずれかの条件演算子を使用できます。aws:SourceArnベストプラクティスとして、を使用するこ
とをお勧めしますArnLike。

• aws:SourceAccount条件キーを使用する場合は、StringEqualsStringLikeまたは条件演算子の
いずれかを使用できます。ベストプラクティスとして、StringEqualsを使用して最小限の特権を実装
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することをお勧めします。SNS トピックの ARNaws:SourceAccount が不明の場合は、を使用できま
す。

• aws:SourceAccountとを両方使用する場合はaws:SourceArn、アカウントの値に同じものを使用す
る必要があります。

{ 
     "Version": "2012-10-17", 
     "Statement": { 
       "Sid": "AllowAuditManagerToUseKMSKey", 
       "Effect": "Allow", 
       "Principal": { 
           "Service": "auditmanager.amazonaws.com" 
       }, 
       "Action": [ 
           "kms:Decrypt", 
           "kms:GenerateDataKey" 
       ], 
       "Resource": "arn:aws:kms:region:accountID:key/*", 
       "Condition": { 
           "StringEquals": { 
                "aws:SourceAccount": "accountID" 
            } 
            "ArnLike": { 
                 "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:region:accountID:topicName" 
            } 
      } 
    } 
  ]
}

次の代替例では、aws:SourceArnStringLike条件キーと条件演算子のみを使用しています。

      "Condition": { 
        "StringLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:sns:region:accountID:topicName" 
        } 
      }

次の代替例では、aws:SourceAccountStringLike条件キーと条件演算子のみを使用しています。

   "Condition": { 
     "StringLike": { 
       "aws:SourceAccount": "accountID" 
      } 
    }

例 7: エビデンスファインダーで検索クエリを実行する
次のポリシーは、 CloudTrail Lake イベントデータストアでクエリを実行する権限を付与します。この許可
ポリシーは、証拠フォルダ機能を使用する場合に必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ManageCloudTrailLakeQueryAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:StartQuery", 
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                "cloudtrail:DescribeQuery", 
                "cloudtrail:GetQueryResults", 
                "cloudtrail:CancelQuery" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理問題とは、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。AWS では、サービス間で
のなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間でのなりすましは、1 つの
サービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可能
性があります。呼び出し元サービスが操作され、それ自身のアクセス許可を使用して、それ自身のアクセ
ス許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これ
を防ぐために、Amazon Web Services eには、アカウントのリソースへのアクセス権が付与されたサービ
スプリンシパルを持つすべてのサービスのデータを保護するのに役立つツールが用意されています。

aws:SourceArnaws:SourceAccountリソースポリシーでおよびグローバル条件コンテキストキーを使
用して、AWS Audit Managerリソースへのアクセス許可を制限することをお勧めします。

• クロスサービスのアクセスにリソースを 1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を使用しま
す。複数のリソースを指定する場合はaws:SourceArn、ワイルドカード (*) を使用することもできま
す。

例えば、Amazon SNS トピックを使用して、Audit Manager からアクティビティ通知を受け取る
ことができます。この場合、SNS トピックアクセスポリシーでは、の ARNaws:SourceArn 値は
通知の送信元の Audit Manager リソースです。Audit Manager リソースは複数ある可能性が高いた
め、aws:SourceArnワイルドカードを使用することをおすすめします。これにより、SNS トピックア
クセスポリシーにすべての Audit Manager リソースを指定できます。

• クロスサービスが使用できるように、アカウント内の任意のリソースを関連づけたい場合
は、aws:SourceAccount を使用します。

• Amazon S3 バケットの ARN などのアカウント ID が、aws:SourceArn 値に含まれていない場合、ア
クセス許可を制限するためには、これら両方のグローバル条件コンテキストキーを使用する必要があり
ます。

• 両方の条件を使用する場合、aws:SourceArnおよび値にアカウント ID が含まれている場合
は、aws:SourceAccountaws:SourceArn値とその値内のアカウントは、同じポリシーステートメン
トで使用するときに、同じアカウント ID を示している必要があります。

• 混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定し
ながら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソース
の完全な Amazon リソースネーム (ARN) が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合に
は、aws:SourceArnグローバルコンテキスト条件キー ARN の未知部分を示すためにワイルドカード文
字 (*) を使用します。例えば、arn:aws:servicename:*:123456789012:*。

Audit Manager の混乱した代理に関するサポート
Audit Manager は、次のシナリオで混乱を招く代理サポートを提供します。これらのポリシーの例
は、aws:SourceArnaws:SourceAccountおよび条件キーを使用して、混乱した代理問題を防ぐ方法を
示しています。

• ポリシーの例:Audit Manager の通知を受け取るために使用する SNS トピック
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• ポリシーの例:SNS トピックの暗号化に使用する KMS キー

Audit Manager は、Audit Managerデータ暗号化 (p. 219) の設定で指定したカスタマー管理キーについて、
混乱を招くような代理サポートを提供しません。独自のカスタマー管理キーを提供した場合、その KMS 
キーポリシーのaws:SourceAccount ORaws:SourceArn 条件は使用できません。

AWS Audit Manager の AWS マネージドポリシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。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許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み込み専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明
については、IAM ユーザーガイドのジョブ機能の AWS 管理ポリシーを参照してください。

トピック
• AWS管理ポリシー: AWSAuditManagerAdministratorAccess  (p. 297)
• AWS管理ポリシー: AWSAuditManagerServiceRolePolicy  (p. 300)
• AWS Audit Manager マネージドポリシーの AWS 更新  (p. 306)

AWS管理ポリシー: AWSAuditManagerAdministratorAccess
AWSAuditManagerAdministratorAccess ポリシーは IAM ID に添付できます。

このポリシーは、AWS Audit Manager への管理者アクセスを許可する管理許可を付与します。このアク
セスには、AWS Audit Manager を有効または無効にする機能、AWS Audit Manager の設定を変更する機
能、および評価、フレームワーク、コントロール、評価レポートなどの Audit Manager のすべてのリソー
スを管理する機能が含まれます。

AWS Audit Manager では、複数の AWS のサービスにまたがる幅広い許可が必要です。これは、が複数の
AWS Audit ManagerAWSのサービスと統合して、評価の範囲内で、AWS アカウントまたはのサービスか
ら証拠を自動的に収集するためです。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• Audit Manager – プリンシパルに AWS Audit Manager リソースに対する完全な許可を付与します。
• Organizations – プリンシパルがアカウントと組織単位を一覧表示し、委任された管理者を登録ま

たは登録解除ですることを許可します。これは、マルチアカウントサポートを有効にし、AWS Audit 
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Manager が複数のアカウントに対して評価を実行して、委任された管理者アカウントに証拠を統合でき
るようにするために必要です。

• iam – プリンシパルが IAM のユーザーを取得して一覧表示し、サービスにリンクされたロールを作成で
することを許可します。これは、評価の監査所有者と受任者を指定できるようにするために必要です。
また、このポリシーは、プリンシパルがサービスにリンクされたロールを削除し、削除ステータスを取
得することも許可します。これは、AWS Management Console でサービスを無効にすることを選択した
ときに、AWS Audit Manager がリソースをクリーンアップしてサービスにリンクされたロールを削除で
きるようにするために必要です。

• s3 – プリンシパルが利用可能な Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを一覧表示する
ことを許可します。この機能は、証拠レポートを保存する S3 バケットを指定したり、手動証拠をアッ
プロードしたりするために必要です。

• kms – プリンシパルがキーを一覧表示および説明を記述したり、エイリアスを一覧表示したり、許可を
作成したりすることを許可します。これは、データ暗号化用にカスタマーマネージドキーを選択できる
ようにするために必要です。

• sns – プリンシパルが Amazon SNS のサブスクリプショントピックを一覧表示することを許可します。
これは、AWS Audit Manager による通知の宛先とする SNS トピックを指定できるようにするために必
要です。

• events – プリンシパルが AWS Security Hub からのチェックを一覧表示および管理することを許可しま
す。これは、AWS Audit Manager が AWS Security Hub によってモニタリングされている AWS のサー
ビスの AWS Security Hub の検出結果を自動的に収集できるようにするために必要です。その後、この
データを証拠に変換して、AWS Audit Manager 評価に含めることができます。

• tag – プリンシパルがタグ付きリソースを取得することを許可します。これは、AWS Audit Manager で
フレームワーク、コントロール、および評価を参照するときにタグを検索フィルターとして使用できる
ようにするために必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AuditManagerAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "auditmanager:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "OrganizationsAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:ListAccountsForParent", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:ListParents", 
                "organizations:ListChildren" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowOnlyAuditManagerIntegration", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
                "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator", 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess" 
            ], 
            "Resource": "*", 
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            "Condition": { 
                "StringLikeIfExists": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": [ 
                        "auditmanager.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "IAMAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListUsers", 
                "iam:ListRoles" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "IAMAccessCreateSLR", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "auditmanager.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "IAMAccessManageSLR", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
                "iam:UpdateRoleDescription", 
                "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "S3Access", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:ListAllMyBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "KmsAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:DescribeKey", 
                "kms:ListKeys", 
                "kms:ListAliases" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "KmsCreateGrantAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "kms:CreateGrant" 
            ], 
            "Resource": "*", 
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            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "kms:GrantIsForAWSResource": "true" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "kms:ViaService": "auditmanager.*.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "SNSAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:ListTopics" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CreateEventsAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "events:PutRule" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "events:detail-type": "Security Hub Findings - Imported" 
                }, 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "events:source": [ 
                        "aws.securityhub" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "EventsAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "events:DeleteRule", 
                "events:DescribeRule", 
                "events:EnableRule", 
                "events:DisableRule", 
                "events:ListTargetsByRule", 
                "events:PutTargets", 
                "events:RemoveTargets" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver" 
        }, 
        { 
            "Sid": "TagAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "tag:GetResources" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS管理ポリシー: AWSAuditManagerServiceRolePolicy
IAM エンティティに AWSAuditManagerServiceRolePolicy を添付することはできません。このポリ
シーは、ユーザーに代わって AWS Audit Manager がアクションを実行することを許可する、サービスにリ
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ンクされたロール AWSServiceRoleForAuditManager にアタッチされます。詳細については、「AWS 
Audit Manager のサービスにリンクされたロールの使用」を参照してください。

ロール許可ポリシー AWSAuditManagerServiceRolePolicy は、AWS Audit Manager がユーザーに代
わって次のことを行うことを許可します。

• 次のデータソースからデータを収集して評価し、AWS Audit Manager の証拠を生成します。
• AWS CloudTrail からの管理イベント
• AWS Config Rules からのコンプライアンスチェック
• AWS Security Hub からのコンプライアンスチェック

• 次のサービスに固有の API について説明します。
• AWS CloudTrail
• アマゾン CloudWatch
• Amazon Cognito ユーザープール
• AWS Config
• Amazon DynamoDB
• Amazon EC2
• Amazon EFS
• アマゾン EventBridge
• アマゾン GuardDuty
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS KMS
• AWS License Manager
• AWS Organizations
• Amazon Relational Database Service
• Amazon Redshift
• Amazon Route 53
• Amazon S3
• AWS Security Hub
• AWS WAF

許可の詳細

AWSAuditManagerServiceRolePolicy は、指定したリソースに対して以下のアクションを実行するこ
とを AWS Audit Manager に許可します。

• cloudtrail:DescribeTrails
• cloudwatch:DescribeAlarms
• cognito-idp:DescribeUserPool
• config:DescribeConfigRules
• config:DescribeDeliveryChannels
• config:ListDiscoveredResources
• dynamodb:DescribeTable
• dynamodb:ListTables
• ec2:DescribeFlowLogs
• ec2:DescribeInstances
• ec2:DescribeNetworkAcls
• ec2:DescribeRouteTables
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• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:DescribeSnapshots
• ec2:DescribeVolumes
• ec2:DescribeVpcEndpoints
• ec2:DescribeVpcs
• elasticfilesystem:DescribeFileSystems
• events:DescribeRule
• iam:GenerateCredentialReport
• iam:GetAccountPasswordPolicy
• iam:GetAccountSummary
• iam:ListEntitiesForPolicy
• iam:ListGroupPolicies
• iam:ListGroups
• iam:ListPolicies
• iam:ListRolePolicies
• iam:ListRoles
• iam:ListUserPolicies
• iam:ListUsers
• kms:DescribeKey
• kms:GetKeyPolicy
• kms:GetKeyRotationStatus
• kms:ListGrants
• kms:ListKeyPolicies
• kms:ListKeys
• license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration
• license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration
• organizations:DescribeOrganization
• organizations:DescribePolicy
• rds:DescribeDBInstances
• redshift:DescribeClusters
• route53:GetQueryLoggingConfig
• s3:GetEncryptionConfiguration
• s3:GetLifecycleConfiguration
• s3:ListAllMyBuckets

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "license-manager:ListLicenseConfigurations", 
    "license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration", 
    "license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "LicenseManagerAccess" 
  }, 
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  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "iam:GenerateCredentialReport", 
    "iam:GetAccountSummary", 
    "iam:ListPolicies", 
    "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
    "iam:ListUsers", 
    "iam:ListUserPolicies", 
    "iam:ListRoles", 
    "iam:ListRolePolicies", 
    "iam:ListGroups", 
    "iam:ListGroupPolicies", 
    "iam:ListEntitiesForPolicy" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "IAMAccess" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ec2:DescribeInstances", 
    "ec2:DescribeFlowLogs", 
    "ec2:DescribeVpcs", 
    "ec2:DescribeSecurityGroups", 
    "ec2:DescribeNetworkAcls", 
    "ec2:DescribeRouteTables", 
    "ec2:DescribeSnapshots", 
    "ec2:DescribeVpcEndpoints", 
    "ec2:DescribeVolumes" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "EC2Access" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "cloudtrail:DescribeTrails" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "CloudtrailAccess" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "config:DescribeDeliveryChannels", 
    "config:ListDiscoveredResources", 
    "config:DescribeConfigRules" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "ConfigAccess" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "securityhub:DescribeStandards" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "SecurityHubAccess" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "kms:ListKeys", 
    "kms:DescribeKey", 
    "kms:ListGrants", 
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    "kms:GetKeyRotationStatus", 
    "kms:GetKeyPolicy", 
    "kms:ListKeyPolicies" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "KMSAccess" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "cloudwatch:DescribeAlarms" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "CloudwatchAccess" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "s3:GetLifecycleConfiguration", 
    "s3:GetEncryptionConfiguration", 
    "s3:ListAllMyBuckets" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "S3Access" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "events:DescribeRule" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "EventBridgeAccess" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "waf:ListActivatedRulesInRuleGroup" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "WAFAccess" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "guardduty:ListDetectors" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "GuardDutyAccess" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "route53:GetQueryLoggingConfig" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "Route53Access" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "dynamodb:DescribeTable", 
    "dynamodb:ListTables" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "DynamoDBAccess" 
  }, 
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  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "redshift:DescribeClusters" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "RedshiftAccess" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "rds:DescribeDBInstances" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "RDSAccess" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "organizations:DescribePolicy", 
    "organizations:DescribeOrganization" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "OrganizationsAccess" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "cognito-idp:DescribeUserPool" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "CognitoAccess" 
  }, 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "elasticfilesystem:DescribeFileSystems" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Sid": "EFSAccess" 
  }, 
  { 
   "Sid": "CreateEventsAccess", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "events:PutRule" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver", 
   "Condition": { 
    "StringEquals": { 
     "events:detail-type": "Security Hub Findings - Imported" 
    }, 
    "Null": { 
     "events:source": "false" 
    }, 
    "ForAllValues:StringEquals": { 
     "events:source": [ 
      "aws.securityhub" 
     ] 
    } 
   } 
  }, 
  { 
   "Sid": "EventsAccess", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
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    "events:DeleteRule", 
    "events:DescribeRule", 
    "events:EnableRule", 
    "events:DisableRule", 
    "events:ListTargetsByRule", 
    "events:PutTargets", 
    "events:RemoveTargets" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver" 
  } 
 ]
}

AWS Audit Manager マネージドポリシーの AWS 更新
このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、AWS の AWS Audit Manager マネージドポリシー
の更新に関する詳細を表示します。このページの変更に関する自動通知については、AWS Audit Manager
[Document history](ドキュメントの履歴) ページの RSS フィードをご覧ください。

変更 説明 日付

AWSAuditManagerServiceRolePolicy

— 既存のポリシーの更新

に次の許可を追加しまし
たAWSAuditManagerServiceRolePolicy。

• dynamodb:DescribeTable
• dynamodb:ListTables
• ec2:DescribeVolumes
• kms:GetKeyPolicy
• kms:GetKeyRotationStatus
• kms:ListKeyPolicies
• rds:DescribeDBInstances
• redshift:DescribeClusters
• s3:GetEncryptionConfiguration
• s3:ListAllMyBuckets

07/07/2022

AWSAuditManagerServiceRolePolicy
– 既存ポリシーへの更新。

これで、AWS Audit 
Managerorganizations:DescribeOrganizationサー
ビスにリンクされたロールがアクションを実行で
きるようになりました。

また、CreateEventsAccessリソースの範
囲をワイルドカード (*) から特定のタイプの
リソース (arn:aws:events:*:*:rule/
AuditManagerSecurityHubFindingsReceiver) 
に絞り込みました。

最後に、Null条件キーに条件演算子を追加して、
ソース値が存在し、その値が NULL でないことを
確認しました。events:source

05/20

AWSAuditManagerAdministratorAccess
– 既存ポリシーへの更新。

events:sourceのキー条件ポリシーを更新して、
これが複数値のキーであることを反映しました。

04/29

AWSAuditManagerServiceRolePolicy
– 既存ポリシーへの更新。

events:sourceのキー条件ポリシーを更新して、
これが複数値のキーであることを反映しました。

03/16/2022
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変更 説明 日付

AWS Audit Manager は変更の追跡を
開始しました

AWS Audit Manager が AWS マネージドポリシー
の変更の追跡を開始しました。

05/06/2021

AWS Audit Manager アイデンティティとアクセスに関
するトラブルシューティング
次の情報は、Audit Manager と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役
立ちます。

トピック
• AWS Audit Manager でアクションを実行する権限がない (p. 307)
• iam を実行する権限がないPassRole (p. 307)
• 自分の AWS アカウント 以外のユーザーに AWS Audit Manager リソースへのアクセスを許可した

い (p. 307)

AWS Audit Manager でアクションを実行する権限がない
AccessDeniedException エラーは、ユーザーに、AWS Audit Manager または Audit Manager API オペ
レーションを使用する許可がない場合に表示されます。

この場合、管理者はポリシーを更新して、ユーザーにアクセスを許可する必要があります。

iam を実行する権限がないPassRole
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 
Audit Manager 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。

以下の例のエラーは、という IAM ユーザーがコンソールを使用して Audit Managermarymajor 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 以外のユーザーに AWS Audit Manager 
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、リソースへのアクセス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

307



AWS Audit Manager ユーザーガイド
サービスリンクロールの使用

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。

• Audit Manager がこれらの機能をサポートされるかどうかを確認するには、を参照してくださいAWS 
Audit Manager と IAM の連携について (p. 277)。

• 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。

のサービスにリンクされたロールの使用AWS Audit 
Manager
AWS Audit Manager は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを
使用します。サービスにリンクされたロールは、Audit Manager に直接リンクされた一意のタイプの IAM 
ロールです。サービスにリンクされたロールは、Audit Manager によって事前定義されており、ユーザー
の代わりにサービスから他の AWS のサービスを呼び出す必要のある許可がすべて含まれています。

サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス権限を手動で追加する必要がなくなる
ため、AWS Audit Manager の設定が簡単になります。Audit Manager は、サービスにリンクされたロール
の許可を定義します。特に定義されている場合を除き、Audit Manager のみがそのロールを引き受けるこ
とができます。定義されたアクセス許可には、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーが含まれ、そのアク
セス許可ポリシーを他の IAM エンティティに添付することはできません。

サービスリンクロールをサポートするその他のサービスについては、「IAM と連携する AWS のサービ
ス」を参照のうえ、[Service-Linked Role] (サービスリンクロール) 列が [Yes] (はい) になっているサービ
スを探してください。そのサービスに関するサービスにリンクされたロールのドキュメントを表示するに
は、リンクが設定されている [Yes] (はい) を選択します。

AWS Audit Manager のサービスにリンクされたロールの許可
Audit Manager はAWSServiceRoleForAuditManager、という名前のサービスにリンクされたロールを
使用します。これにより、によって使用または管理される AWS のサービスとリソースへのアクセスが可
能になりますAWS Audit Manager。

AWSServiceRoleForAuditManager サービスにリンクされたロールは、ロールを継承するために
auditmanager.amazonaws.com のサービスを信頼します。

ロールの許可ポリシー AWSAuditManagerServiceRolePolicy は、指定したリソースに対して以下の
アクションを完了することを Audit Manager に許可します。

• cloudtrail:DescribeTrails
• cloudwatch:DescribeAlarms
• cognito-idp:DescribeUserPool
• config:DescribeConfigRules
• config:DescribeDeliveryChannels
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• config:ListDiscoveredResources
• dynamodb:DescribeTable
• dynamodb:ListTables
• ec2:DescribeFlowLogs
• ec2:DescribeInstances
• ec2:DescribeNetworkAcls
• ec2:DescribeRouteTables
• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:DescribeSnapshots
• ec2:DescribeVolumes
• ec2:DescribeVpcEndpoints
• ec2:DescribeVpcs
• elasticfilesystem:DescribeFileSystems
• events:DescribeRule
• iam:GenerateCredentialReport
• iam:GetAccountPasswordPolicy
• iam:GetAccountSummary
• iam:ListEntitiesForPolicy
• iam:ListGroupPolicies
• iam:ListGroups
• iam:ListPolicies
• iam:ListRolePolicies
• iam:ListRoles
• iam:ListUserPolicies
• iam:ListUsers
• kms:DescribeKey
• kms:GetKeyPolicy
• kms:GetKeyRotationStatus
• kms:ListGrants
• kms:ListKeyPolicies
• kms:ListKeys
• license-manager:ListAssociationsForLicenseConfiguration
• license-manager:ListUsageForLicenseConfiguration
• organizations:DescribeOrganization
• organizations:DescribePolicy
• rds:DescribeDBInstances
• redshift:DescribeClusters
• route53:GetQueryLoggingConfig
• s3:GetEncryptionConfiguration
• s3:GetLifecycleConfiguration
• s3:ListAllMyBuckets

サービスにリンクされたロール AWSServiceRoleForAuditManager の完全な許可の詳細を表示するに
は、Audit Manager コンソールに移動し、[Settings] (設定) を選択してから、[View IAM service-linked role 
permissions] (IAM サービスにリンクされたロールの許可を表示) を選択します。
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サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「サービスリンクロールのアクセス許可」を参照してください。

AWS Audit Managerサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Audit Manager を有効にする
と、サービスは、サービスにリンクされたロールを自動的に作成します。AWS Management Console のオ
ンボーディングページから、または API もしくは AWS CLI を介して、Audit Manager を有効にできます。
詳細については、ユーザーガイドの「AWS Audit Manager の有効化 (p. 25)」を参照してください。

このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウ
ントにロールを再作成できます。

AWS Audit Managerサービスにリンクされたロールの編集
AWS Audit Manager では、AWSServiceRoleForAuditManager のサービスにリンクされたロールを
編集することはできません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによって
ロールが参照される可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用した
ロールの説明の編集はできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロー
ルの編集」を参照してください。

IAM エンティティが、AWSServiceRoleForAuditManagerサービスにリンクされたロールの説明を編集
できるようにするには

サービスにリンクされたロールの説明を編集する必要のある IAM エンティティの許可ポリシーに次のス
テートメントを追加します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:UpdateRoleDescription" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/auditmanager.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAuditManager*", 
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "auditmanager.amazonaws.com"}}
}

AWS Audit Managerサービスにリンクされたロールの削除
Audit Manager を使用する必要がなくなった場合は、AWSServiceRoleForAuditManagerサービスにリ
ンクされたロールを削除することをお勧めします。これにより、使用していないエンティティがアクティ
ブにモニタリングされたり、メンテナンスされたりすることがなくなります。ただし、削除する前に、
サービスにリンクされたロールをクリーンアップする必要があります。

サービスにリンクされたロールのクリーンアップ

IAM を使用して Audit Manager サービスにリンクされたロールを削除するには、まずそのロールにアク
ティブなセッションがないことを確認し、そのロールで使用されているリソースをすべて削除する必要が
あります。そのためには、Audit Manager の登録がすべて解除されていることを確認してくださいAWS 
リージョン。登録を解除すると、Audit Manager はサービスにリンクされたロールを使用しなくなりま
す。

Audit Manager の登録を解除する手順については、以下のリソースを参照してください。

• このガイドの「AWS Audit Manager を無効にする (p. 225)」
• 「DeregisterAccount API リファレンス」の「AWS Audit Manager」
• AWS CLIリファレンスのアカウント登録解除AWS Audit Manager
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Audit Manager リソースを手動で削除する方法については、本ガイドの「Audit Manager データの削除」を
参照してください。

サービスにリンクされたロールの削除

サービスにリンクされたロールは、IAM コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または 
IAM API を使用して削除することができます。

IAM console

&IAM; コンソールでサービスにリンクされたロールを削除するには、次の手順に従います。

サービスにリンクされたロールを削除するには (コンソール)

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

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。その後、名前または
行そのものではなくAWSServiceRoleForAuditManager、横にあるチェックボックスをオンに
します。

3. ページ上部にある [ロールアクション] で、[削除] を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、最終アクセス時間情報を確認します。これは、選択し

たそれぞれのロールの最終アクセス時間を示しますAWS のサービス。これは、その
ロールが現在アクティブであるかどうかを確認するのに役立ちます。続行する場合
は、AWSServiceRoleForAuditManagerテキスト入力フィールドに入力し、[Delete] を選択
し、削除するサービスにリンクされたロールを送信します。

5. IAM コンソール通知を見て、サービスにリンクされたロールの削除の進行状況をモニタリングし
ます。IAM サービスにリンクされたロールの削除は非同期であるため、削除するロールを送信す
ると、削除タスクは成功または失敗する可能性があります。タスクが成功した場合は、ロールが
リストから削除され、成功のメッセージがページの上部に表示されます。

AWS CLI

AWS CLI から IAM コマンドを使用して、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (AWS CLI)

1. 次のコマンドを入力して、アカウント内のロールをリスト化します。

aws iam get-role --role-name AWSServiceRoleForAuditManager

2. サービスにリンクされているロールは、使用されている、または関連するリソースがある場合は
削除できないため、削除リクエストを送信する必要があります。これらの条件が満たされない場
合、そのリクエストは拒否される可能性があります。レスポンスから deletion-task-id を取
得して、削除タスクのステータスを確認する必要があります。

サービスにリンクされたロールの削除リクエストを送信するには、次のコマンドを入力します：

aws iam delete-service-linked-role --role-name AWSServiceRoleForAuditManager

3. 削除タスクのステータスを確認するには、次のコマンドを入力します：

aws iam get-service-linked-role-deletion-status --deletion-task-id deletion-task-id

削除タスクのステータスは、 NOT_STARTED､IN_PROGRESS, SUCCEEDED､または FAILED となり
ます｡ 削除が失敗した場合は、失敗した理由がコールによって返され、トラブルシューティング
が可能になります。
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IAM API

IAM API を使用して、サービスにリンクされたロールを削除できます。

サービスにリンクされたロールを削除するには (API)

1. GetRoleアカウント内のロールを一覧表示するには、電話してください。リクエストで
は、AWSServiceRoleForAuditManagerとしてを指定しますRoleName。

2. サービスにリンクされているロールは、使用されている、または関連するリソースがある場合は
削除できないため、削除リクエストを送信する必要があります。これらの条件が満たされない場
合、そのリクエストは拒否される可能性があります。レスポンスから DeletionTaskId を取得
して、削除タスクのステータスを確認する必要があります。

サービスにリンクされたロールの削除リクエストを送信するには、DeleteServiceLinkedRole
を呼び出します。リクエストでは、AWSServiceRoleForAuditManagerとしてを指定しま
すRoleName。

3. 削除タスクのステータスを確認するには、GetServiceLinkedRoleDeletionStatus を呼び出しま
す。リクエストで DeletionTaskId を指定します。

削除タスクのステータスは、 NOT_STARTED､IN_PROGRESS, SUCCEEDED､または FAILED となり
ます｡ 削除が失敗した場合は、失敗した理由がコールによって返され、トラブルシューティング
が可能になります。

Tip

Audit Manager サービスがそのロールを使用しているか、関連するリソースがある場合、削除は
失敗します。これは、まだ 1 つ以上の Audit Manager に登録されている場合にのみ発生します
AWS リージョン。登録を解除すると、Audit Manager はサービスにリンクされたロールの使用を
停止します。
削除に失敗した問題を解決するには、まず、AWS リージョンサービスを使用したすべての場所で 
Audit Manager の登録を解除したことを確認してください。その後、前の手順の手順をもう一度
実行してください。

AWS Audit Manager のサービスにリンクされたロールをサポー
トするリージョン
AWS Audit Manager では、このサービスが利用可能なすべての AWS リージョン で、サービスにリンクさ
れたロールの使用をサポートしています。詳細については、AWS サービスエンドポイントを参照してくだ
さい。

AWS Audit Manager のコンプライアンス検証
AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。
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• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

AWS Audit Manager での耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワークで 
Connect されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。

アベイラビリティーゾーンでは、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 Audit Manager 内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である AWS Audit Manager は、Amazon Web Services のセキュリティプロセスの概
要ホワイトペーパーに記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの手順で保護されてい
ます。

AWS 公開版 API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS Audit Manager にアクセスします。クラ
イアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降
が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman 
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。
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また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

これらの API オペレーションは任意のネットワークの場所から呼び出すことができますが、AWS Audit 
Manager ではリソースベースのアクセスポリシーがサポートされているため、ソース IP アドレスに基
づく制限を含めることができます。また、Audit Manager ポリシーを使用して、特定の Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイントまたは特定の VPC からのアクセスを制御することもできま
す。これにより、実質的に AWS ネットワーク内の特定の VPC からの Audit Manager リソースへのネット
ワークアクセスが分離されます。

AWS Audit Manager とインターフェース VPC エン
ドポイント (AWS PrivateLink)

VPC と AWS Audit Manager とのプライベート接続を確立するには、インターフェース VPC エンドポ
イントを作成します。インターフェイスエンドポイントは、インターネットゲートウェイ、NAT デバイ
ス、VPN 接続、または AWS Direct Connect 接続なしで Audit Manager API にプライベートにアクセスで
きるようにするテクノロジーである AWS PrivateLink を利用しています。VPC のインスタンスは、パブ
リック IP アドレスがなくても Audit Manager API と通信できます。VPC と AWS Audit Manager との間の
トラフィックは、AWS ネットワークを離れません。

各インターフェイスエンドポイントは、サブネット内の 1 つ、または複数の Elastic Network Interface に
よって表されます。

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。

AWS Audit Manager VPC エンドポイントに関する考
慮事項
AWS Audit Manager のインターフェイスVPC エンドポイントを設定する前に、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プロパティと制限を確認してください。

AWS Audit Manager は、VPC からのすべての API アクションの呼び出しをサポートしています。

AWS Audit Manager 用のインターフェイス VPC エン
ドポイントの作成
AWS Audit Manager サービス用の VPC エンドポイントは、Amazon VPC コンソールまたは AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) を使用して作成できます。詳細については、「Amazon VPC ユーザー
ガイド」の「インターフェイスエンドポイントの作成」を参照してください。

AWS Audit Manager 用の VPC エンドポイントは、以下のサービス名を使用して作成します。

• com.amazonaws.region.auditmanager

エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名 (AWS Audit 
Manager など) を使用して、auditmanager.us-east-1.amazonaws.com への API リクエストを実行
できます。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェイスエンドポイントを介したサービ
スへのアクセス」を参照してください。
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AWS Audit Manager 用の VPC エンドポイントポリ
シーの作成
VPC エンドポイントには、AWS Audit Manager へのアクセスを制御するエンドポイントポリシーをア
タッチできます。このポリシーでは、以下の情報を指定します。

• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御
する」を参照してください。

例: AWS Audit Manager アクション用の VPC エンドポイントポリシー

以下は、AWS Audit Manager 用のエンドポイントポリシーの例です。このポリシーは、エンドポイントに
アタッチされると、すべてのリソースのすべてのプリンシパルに対して、登録されている Audit Manager 
アクションへのアクセスを許可します。

{ 
   "Statement":[ 
      { 
         "Principal":"*", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "auditmanager:GetAssessments", 
            "auditmanager:GetServicesInScope", 
            "auditmanager:ListNotifications" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

AWS Audit Managerでのログ記録とモニタリング
モニタリングは、Audit Manager および他のAWSソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維
持する上で重要です。 AWSには、Audit Manager を監視して異常を検出した場合に報告し、必要に応じて
自動的に対処するために、次のモニタリングツールが用意されています。

• AWS CloudTrail は、AWS アカウント により、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや
関連イベントを取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。AWS を呼び出し
たユーザーとアカウント、呼び出し元の IP アドレス、および呼び出しの発生日時を特定できます。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。

によるAWS Audit Manager API 呼び出しのロギング 
CloudTrail
Audit Manager は CloudTrail、Audit Manager のユーザー、ロール、またはAWS のサービスによって実
行されたアクションを記録するサービスであると統合されています。 CloudTrail Audit Manager のすべて
の API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、Audit Manager コン
ソールからの呼び出しと、Audit Manager API 操作へのコード呼び出しが含まれます。
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証跡を作成する場合は、Audit Manager CloudTrail のイベントなど、Amazon 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。証跡を設定しない場合でも、 CloudTrail コンソールのイベント履歴で最
新のイベントを表示できます。

で収集された情報を使用して CloudTrail、Audit Manager に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレ
ス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。

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。

のAudit Manager 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。Audit Manager でアクティビ
ティが発生すると、そのアクティビティは [ CloudTrail イベント履歴]AWS のサービス 内の他のイベント
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。

Audit Manager のイベントなどAWS アカウント、社内のイベントの継続的な記録用に、証跡を作成しま
す。追跡により CloudTrail 、ログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コ
ンソールで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行動のために他のAWS 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 通知の設定 CloudTrail
• CloudTrail複数のリージョンからのログファイルの受け取り CloudTrail

すべての Audit Manager アクションは API Reference CloudTrail によってログに記録さ
れ、AWS Audit ManagerAPI Reference に文書化されます。たとえば、、DeleteControlおよ
びUpdateAssessmentTemplate API オペレーションを呼び出すとCreateCustomControl、 
CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

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。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートユーザーの認証情報を使用して送信されたか
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用

して送信されたか。
• リクエストが、別の AWS 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。

Audit Manager のログファイルエントリの概要
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリがあります。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。

次の例は、 CloudTrail CreateAssessmentアクションを示すログエントリの例です。
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{ 
      eventVersion:"1.05", 
      userIdentity:{ 
        type:"IAMUser", 
        principalId:"principalId", 
        arn:"arn:aws:iam::accountId:user/userName", 
        accountId:"111122223333", 
        accessKeyId:"accessKeyId", 
        userName:"userName", 
        sessionContext:{ 
          sessionIssuer:{ 
          }, 
          webIdFederationData:{ 
          }, 
          attributes:{ 
            mfaAuthenticated:"false", 
            creationDate:"2020-11-19T07:32:06Z" 
          } 
        } 
      }, 
      eventTime:"2020-11-19T07:32:36Z", 
      eventSource:"auditmanager.amazonaws.com", 
      eventName:"CreateAssessment", 
      awsRegion:"us-west-2", 
      sourceIPAddress:"sourceIPAddress", 
      userAgent:"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, 
 like Gecko) Chrome/87.0.4280.66 Safari/537.36", 
      requestParameters:{ 
        frameworkId:"frameworkId", 
        assessmentReportsDestination:{ 
          destination:"***", 
          destinationType:"S3" 
        }, 
        clientToken:"***", 
        scope:{ 
          awsServices:[ 
            { 
              serviceName:"license-manager" 
            } 
          ], 
          awsAccounts:"***" 
        }, 
        roles:"***", 
        name:"***", 
        description:"***", 
        tags:"***" 
      }, 
      responseElements:{ 
        assessment:"***" 
      }, 
      requestID:"0d950f8c-5211-40db-8c37-2ed38ffcc894", 
      eventID:"a782029a-959e-4549-81df-9f6596775cb0", 
      readOnly:false, 
      eventType:"AwsApiCall", 
      recipientAccountId:"recipientAccountId" 
    }

AWS Audit Manager での構成と脆弱性の分析
構成および IT 管理は、AWS とお客様の間で共有される責任です。詳細については、AWS 責任共有モデ
ルを参照してください。
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AWS Audit Manager リソースのタグ
付け

タグとは、ユーザーまたは AWS が AWS リソースに割り当てるメタデータラベルです。各タグ
は、キーと値から構成されます。ユーザーが割り当てるタグでは、ユーザーがキーと値を定義します。た
とえば、1 つのリソースのキーを stage と定義し、値を test と定義します。

タグは、以下のことに役立ちます。

• Audit Manager のリソースを簡単に見つけることができます。フレームワークライブラリおよびコント
ロールライブラリを参照する際に、タグを検索条件として使用できます。

• リソースをコンプライアンスタイプに関連付けます。複数のリソースにコンプライアンス固有のタグを
付けて、それらのリソースを特定のフレームワークに関連付けることができます。

• AWS リソースを識別および整理します。多くの AWS のサービス ではタグ付けがサポートされている
ため、各種のサービスからリソースに同じタグを割り当てて、リソースの関連を示すことができます。

• AWS のコストの追跡。これらのタグは、AWS Billing and Cost Management ダッシュボードで有効にし
ます。AWS では、タグを使用してコストを分類し、毎月のコスト配分レポートを提供します。詳細につ
いては、AWS Billing and Cost Management ユーザーガイドの「コスト配分タグの使用」を参照してく
ださい。

以下のセクションでは、AWS Audit Manager のタグに関する詳細を示します。

Audit Manager でサポートされているリソース
次の Audit Manager リソースがタグ付けをサポートしています。

• 評価
• コントロール
• フレームワーク

タグの制限
Audit Manager リソースのタグには、次のような基本的な制限があります。

• リソースに割り当てることができるタグの最大数 - 50
• キーの最大長 – 128 文字 (Unicode)
• 値の最大長 – 256 文字 (Unicode)
• キーと値の有効な文字 – a～z、A～Z、0～9、スペース、および特殊文字 (_ . : / = + - @)
• キーと値は大文字と小文字が区別されます
• aws: をキーのプレフィックスとして使用しないでください。AWS 用に予約済みです。

タグの管理
評価、フレームワーク、またはコントロールを作成するときに、タグをプロパティとして設定できます。
タグは、Audit Manager コンソール、AWS Command Line Interface (AWS CLI) および Audit Manager API 
を介して追加、編集、および削除できます。詳細については、以下のリンクを参照してください。
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• 評価:
• このガイドの「評価」のセクションの「評価の作成 (p. 61)」および「評価の編集 (p. 65)」
• このガイドの「評価をレビューする」のセクションの「[Tags] (タグ) タブ (p. 71)」
• CreateAssessmentおよび AWS Audit ManagerAPI UpdateAssessmentリファレンスで
• TagResourceおよび AWS Audit ManagerAPI UntagResourceリファレンスで

• フレームワーク:
• このガイドの「フレームワークライブラリ」のセクションの「カスタムフレームワークの作

成 (p. 103)」および「カスタムフレームワークの編集 (p. 106)」
• このガイドの「フレームワークの詳細を表示」セクションの「タグ」タブ
• CreateAssessmentFrameworkおよび AWS Audit ManagerAPI UpdateAssessmentFrameworkリファレ

ンスで
• TagResourceおよび AWS Audit ManagerAPI UntagResourceリファレンスで

• コントロール:
• このガイドの「コントロールライブラリ」のセクションの「カスタムコントロールの作成 (p. 192)」

および「カスタムコントロールの編集 (p. 198)」
• このガイドの「ビューコントロールの詳細」セクションの「タグ」タブ
• CreateControlおよび AWS Audit ManagerAPI UpdateControlリファレンスで
• TagResourceおよび AWS Audit ManagerAPI UntagResourceリファレンスで
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Audit ManagerAWS CloudFormationテンプレート

AWS CloudFormation での AWS 
Audit Manager リソースの作成

AWS Audit Manager は、リソースとインフラストラクチャの作成と管理の所要時間を短縮できるように 
AWS リソースをモデル化して設定するためのサービスである AWS CloudFormation と統合されていま
す。すべての内容を説明するテンプレートを作成します。AWS必要なリソース (アセスメントなど)、AWS 
CloudFormationそれらのリソースをプロビジョニングして、設定します。

あなたが使っているときAWS CloudFormationを使用すると、テンプレートを再利用して Audit Manager 
リソースを同じように繰り返してセットアップできます。リソースを一度記述すると、同じリソースを複
数の AWS アカウントおよびリージョンで何度でも繰り返してプロビジョニングできます。

Audit ManagerAWS CloudFormationテンプレート
Audit Manager および関連サービスのリソースをプロビジョニングして設定するには、AWS 
CloudFormationテンプレート。テンプレートは、JSON または YAML 形式のテキストファイルです。
これらのテンプレートは、AWS CloudFormation スタックでプロビジョニングするリソースについて記
述します。JSON または YAML に詳しくない場合は、AWS CloudFormation Designer を使用して AWS 
CloudFormation テンプレートの使用を開始できます。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガ
イドの「AWS CloudFormationDesigner とは」を参照してください。

Audit Manager は、でのアセスメントの作成をサポートしていますAWS CloudFormation。アセスメントの 
JSON テンプレートと YAML テンプレートの例を含む詳細情報については、AWS Audit Managerリソース
タイプのリファレンスのAWS CloudFormationユーザーガイド。

AWS CloudFormation の詳細はこちら
AWS CloudFormationの詳細については、以下のリソースを参照してください。

• AWS CloudFormation
• AWS CloudFormation ユーザーガイド
• AWS CloudFormation API リファレンス
• AWS CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイド
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AWS Audit Manager ユーザーガイド
のドキュメント履歴

2020 年 12 月 8 日以降の AWS Audit Manager ユーザーガイドの各リリースにおける重要な変更点を以下
の表に示します。

変更 説明 日付

新たにサポートされるフレー
ムワーク:オーストラリアサ
イバーセキュリティセンター 
(ACSC) 情報セキュリティマニュ
アル (p. 321)

新しい構築済みフレームワークが 
AWS Audit Manager で利用でき
るようになりました。詳細につい
ては、オーストラリアサイバーセ
キュリティセンター (ACSC) 情報
セキュリティマニュアルを参照し
てください。

2023 年年年年年年年年年

改善された評価レポー
ト (p. 321)

Audit Manager 評価レポートの形
式と内容を改善しました。評価レ
ポートをナビゲートして理解する
方法の詳細については、「評価レ
ポート」を参照してください。

2023 年年年年年年年年年

ページ分割された API 呼び出し
のSupport (p. 321)

AWS Audit Managerエビデン
ス収集のデータソースとして、
ページ分割された API コールを
サポートしました。詳細につい
ては、「ページ分割された API 
コール」を参照してください。

2023 年 3 月 8 日

新たにサポートされるフレー
ムワーク:HIPAA 最終オム
ニバスセキュリティルール 
2013 (p. 321)

新しい構築済みフレームワークが 
AWS Audit Manager で利用でき
るようになりました。詳細につい
ては、HIPAA 最終オムニバスセ
キュリティルール 2013 を参照し
てください。差別化のため、以前
から存在していた HIPAA フレー
ムワーク (フレームワークライブ
ラリでは HIPAA という名前でし
た) は、現在は HIPAA Security 
Rule 2003 という名前になってい
ます。

2023 年 3 月 8 日

追加のAWS API 呼び出しの
Support (p. 321)

Audit Manager のカスタムコント
ロールのデータソースとして、さ
らに 9AWS つの API 呼び出しを
使用できるようになりました。詳
細については、「カスタムコント
ロールデータソースでサポートさ
れている API 呼び出し」を参照
してください。

2023 年 3 月 3 日

IAM のベストプラクティス、ベ
ストプラクティス (p. 321)

IAM のベストプラクティスに合
わせてガイドを更新しました。詳

2023 年 1 月 6 日
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細については、「IAM 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。

新しいデータ保持設定 (p. 321) Audit Manager を無効にしたとき
にすべてのデータを削除するか
どうかを指定できるようになりま
した。詳細については、「Audit 
Manager AWS Audit Manager
データの無効化と削除」を参照し
てください。

2023 年 1 月 6 日

エビデンスファインダーの
Support (p. 321)

エビデンスファインダーを使用し
て、エビデンスデータに対して検
索クエリを実行できるようになり
ました。詳細については、「エビ
デンスファインダー」を参照して
ください。

2022 年 11 月 18 日

新たにサポートされるフレーム
ワーク:オーストラリアサイバー
セキュリティセンター (ACSC) 
エッセンシャルエイト (p. 321)

新しい構築済みフレームワーク
が AWS Audit Manager で利用で
きるようになりました。詳細に
ついては、「オーストラリアの
サイバーセキュリティセンター 
(ACS) の「Eight」 を参照してく
ださい。

2022 年 8 月 24 日

AWS 管理ポリシーの更
新 (p. 321)

AWS Audit Manager
が更新されまし
たAWSAuditManagerServiceRolePolicy。
詳細については、「AWS Audit 
Manager に関する AWS マネー
ジドポリシー」を参照してくださ
い。

2022 年 7 月 7 日

AWS 管理ポリシーの更
新 (p. 321)

AWS Audit Manager
が更新されまし
たAWSAuditManagerServiceRolePolicy。
詳細については、「AWS Audit 
Manager に関する AWS マネー
ジドポリシー」を参照してくださ
い。

2022 年 5 月 20 日

新たにサポートされたフレーム
ワーク:カナダサイバーセキュリ
ティセンター中規模クラウド制
御プロファイルに関する運用面
のベストプラクティス (p. 321)

新しい構築済みフレームワークが 
AWS Audit Manager で利用でき
るようになりました。詳細につい
ては、「カナダサイバーセキュリ
ティセンター」中規模クラウド制
御プロファイルに関する運用面の
ベストプラクティス

2022 年 5 月 6 日

AWS 管理ポリシーの更
新 (p. 321)

AWS Audit 
ManagerAWSAuditManagerAdministratorAccessポ
リシーを更新しました。詳細につ
いては、「AWS Audit Manager 
に関する AWS マネージドポリ
シー」を参照してください。

2022 年 4 月 29 日
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AWS Configその他のマネージド
ルールのSupport (p. 321)

Audit Manager のカスタムコント
ロールのデータソースとして、さ
らに 91AWS Config 個のマネー
ジドルールを使用できるように
なりました。詳細については、
「AWS Configマネージドルール
をで使用する」を参照してくださ
いAWS Audit Manager。

2022 年 4 月 27 日

AWS Configカスタムルールの
Support (p. 321)

Audit ManagerAWS Config のカ
スタムコントロールのデータソー
スとしてカスタムルールを使用で
きるようになりました。詳細につ
いては、「AWS Configでのカス
タムルールの使用」を参照してく
ださいAWS Audit Manager。

2022 年 4 月 27 日

新たにサポートされるフレーム
ワーク:ISO/IEC 27001:2013 附属
書 A (p. 321)

新しい構築済みフレームワークが 
AWS Audit Manager で利用でき
るようになりました。詳細につい
ては、ISO/IEC 27001:2013 附属
書 A を参照してください。

2022 年 4 月 7 日

AWS 管理ポリシーの更
新 (p. 321)

AWS Audit Manager
が更新されまし
たAWSAuditManagerServiceRolePolicy。
詳細については、「AWS Audit 
Manager に関する AWS マネー
ジドポリシー」を参照してくださ
い。

2022 年 3 月 16 日

新たにサポートされたフレー
ムワーク:CIS Benchmark for 
CIS Amazon Web Services 
Foundations Benchmark 
v1.4 (p. 321)

でAWS Audit Manager、CIS
Benchmark for CIS Amazon Web 
Services Foundations Benchmark 
v1.4、レベル 1 および 2 といっ
た 2 といった 2 つの新しい構築
済みフレームワークが利用可能に
なりました。詳細については、
「CIS Benchmark for CISAWS 
Audit Manager Foundations 
Benchmark v1.4.0」を参照して
ください。

2022 年 3 月 2 日

新たにサポートされたフレー
ムワーク:CIS コントロール v8 
IG1 (p. 321)

新しい構築済みフレームワークが 
AWS Audit Manager で利用でき
るようになりました。詳細につい
ては、CIS コントロール v8 IG1
を参照してください。

2022 年 3 月 2 日

AWS Audit Manager ダッシュ
ボード (p. 321)

Audit Manager ダッシュボードを
使用して、アクティブな評価を
モニタリングし、準拠していな
い証拠を迅速に特定できるよう
になりました。詳細については、
「Audit Manager のダッシュボー
ドの使用」を参照してください。

2021 年 11 月 18 日
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カスタムフレームワークの共
有 (p. 321)

Audit Manager のカスタムフレー
ムワークを別のアカウントと共
有したりAWS アカウント、AWS 
リージョンそれらのフレームワー
クを自分のアカウントで別のアカ
ウントでレプリケートしたりでき
るようになりました。詳細につい
ては、「カスタムフレームワーク
の共有」を参照してください。

2021 年 10 月 22 日

AWS Audit Manager コントロー
ルの新しい例 (p. 321)

コントロールの例を確認
し、AWS 環境を要件に合わせる
のに Audit Manager がどのよう
に役立つかを知ることができる
ようになりました。詳細について
は、「AWS Audit Manager コン
トロールの例」を参照してくださ
い。

2021 年 9 月 21 日

新たにサポートされたフレーム
ワーク: グラムリーチブライリー
法 (GLBA、Gramm-Leach-Bliley 
Act) (p. 321)

新しい構築済みフレームワークが 
AWS Audit Manager で利用でき
るようになりました。詳細につい
ては、「グラムリーチブライリー
法 (GLBA、Gramm-Leach-Bliley 
Act)」を参照してください。

2021 年 9 月 2 日

新しいトラブルシューティング
の章 (p. 321)

トラブルシューティングに関す
る新しい章を公開しました。
詳細については、「AWS Audit 
Manager のトラブルシューティ
ング」を参照してください。

2021 年 8 月 23 日

新しい委任の章とチュートリア
ル (p. 321)

委任ドキュメントを新しい章に
拡張しました。詳細について
は、「AWS Audit Manager での
委任」を参照してください。ま
た、AWS Audit Manager で初め
てコントロールセットをレビュー
する受任者を対象とした新しい
チュートリアルを追加しました。
詳細については、「受任者向け
のチュートリアル: コントロール
セットのレビュー」を参照してく
ださい。

2021 年 6 月 25 日

新たにサポートされたフレーム
ワーク: NIST SP 800-171 Rev. 
2 (p. 321)

新しい構築済みフレームワークが 
AWS Audit Manager で利用でき
るようになりました。詳細につい
ては、「NIST SP 800-171 Rev. 
2」を参照してください。

2021 年 6 月 17 日

改善された評価レポー
ト (p. 321)

AWS Audit Manager 評価レポー
トの形式と内容を改善しました。
新しい評価レポートをナビゲート
して理解する方法の詳細について
は、「評価レポート」を参照して
ください。

2021 年 6 月 8 日
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新しい AWS マネージドポリシー
のページ (p. 321)

AWS Audit Manager がマネー
ジドポリシーの変更の追跡を開
始しました。詳細については、
「AWS Audit Manager の AWS 
マネージドポリシー」を参照して
ください。

2021 年 5 月 6 日

新たにサポートされたフレー
ムワーク: NIST Cybersecurity 
Framework version 1.1 (p. 321)

新しい構築済みフレームワーク
が AWS Audit Manager で利用で
きるようになりました。詳細に
ついては、「NIST Cybersecurity 
Framework バージョン 1.1」を参
照してください。

2021 年 5 月 5 日

新たにサポートされたフ
レームワーク: AWS Well-
Architected (p. 321)

新しい構築済みフレームワークが 
AWS Audit Manager で利用でき
るようになりました。詳細につい
ては、「AWS Well-Architected」
を参照してください。

2021 年 5 月 5 日

新たにサポートされたフレー
ムワーク: AWS Foundational 
Security Best Practices (p. 321)

新しい構築済みフレームワーク
が AWS Audit Manager で利用で
きるようになりました。詳細に
ついては、「AWS Foundational 
Security Best Practices」を参照
してください。

2021 年 5 月 5 日

新たにサポートされたフレー
ムワーク: GxP EU Annex 
11 (p. 321)

新しい構築済みフレームワークが 
AWS Audit Manager で利用でき
るようになりました。詳細につい
ては、「GxP EU Annex 11」を
参照してください。

2021 年 4 月 28 日

新たにサポートされたフレーム
ワーク: NIST 800-53 (Rev. 5) 
Low-Moderate-High (p. 321)

新しい構築済みフレームワーク
が AWS Audit Manager で利用で
きるようになりました。詳細につ
いては、「NIST 800-53 (Rev. 5) 
Low-Moderate-High」を参照して
ください。

2021 年 3 月 25 日

新たにサポートされたフレー
ムワーク:CIS Benchmark 
for CISAWS Audit Manager 
Foundations Benchmark 
v1.3 (p. 321)

でAWS Audit Manager、CIS
Benchmark for CISAWS 
Audit Manager Foundations 
Benchmark v1.3.0、レベル 
1 と CIS Benchmark for CIS 
Foundations Benchmark v1.3.0、
レベル 1 および 2 といった 2 と
いった 2 つの新しい構築済みフ
レームワークが利用可能になりま
した。AWS Audit Manager詳細
については、「CIS Benchmark 
for CISAWS Audit Manager 
Foundations Benchmark v1.3.0」
を参照してください。

2021 年 3 月 22 日

初回リリース (p. 321) AWS Audit Manager ユーザーガ
イドと API リファレンスの初期
リリース。

2020 年 12 月 8 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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