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サポートケースとケース管理を作成する

AWS Support の開始方法
AWS Support は、AWS ソリューションの成功とオペレーションの正常性をサポートするツールと専門
知識にアクセスできる一連のプランを用意しています。すべてのサポートプランでは24時間年中無休の
カスタマーサービス、AWS ドキュメント、技術文書、およびサポートフォーラムをご利用いただけま
す。AWS 環境の計画、デプロイ、最適化のために技術サポートや追加のリソースが必要な場合は、お客様
の AWS ユースケースに合ったサポートプランを選択することができます。

メモ

• AWS Management Console でサポートケースを作成するには、「サポートケースの作
成 (p. 2)」を参照してください。

• 異なる AWS Support プランの詳細については、「AWS Support プランの比較」と「AWS 
Support プランの変更 (p. 19)」を参照してください。

• サポートプランでは、サポートケースに対してさまざまな応答時間を提供しています。「緊急
度の選択 (p. 3)」および「応答時間 (p. 4)」を参照してください。

トピック
• サポートケースとケース管理の作成 (p. 1)
• Service Quotas の引き上げの作成 (p. 8)
• ケースの更新、解決、および再開 (p. 9)
• トラブルシューティング (p. 14)
• AWS SDK での AWS Support の使用 (p. 14)

サポートケースとケース管理の作成
AWS Management Console では、AWS Support で次の 3 種類のカスタマーケースを作成できます。

• アカウントおよび請求のサポートケースは、AWS のすべてのお客様にご利用いただけます。請求および
アカウントの質問については、ヘルプを参照してください。

• サービスの上限緩和リクエストは、AWS のすべてのお客様にご利用いただけます。デフォルトの 
Service Quotas (以前の名称は制限) については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS Service 
Quotas」を参照してください。

• Technical support (技術サポート) ケースを選択すると、サービスに関連する技術的な問題、状況によっ
てはサードパーティー製アプリケーションについて技術サポートに問い合わせることができます。Basic 
Support プランをご利用の場合は、技術サポートケースを作成できません。

メモ

• サポートプランを変更するには、AWS Support プランの変更 (p. 19) を参照してくださ
い。

• アカウントを解約するには、AWS Billing ユーザーガイドの「アカウントの解約」を参照して
ください。

• AWS のサービス の一般的なトラブルシューティングに関するトピックについては、「トラ
ブルシューティングリソース (p. 344)」を参照してください。

• お客様が AWS Partner Network の AWS Partner および Resold Support をご利用中の場合、
請求関連の問題については AWS Partner に直接お問い合わせください。AWS Support は、
請求やアカウント管理など、技術的でない Resold Support の問題には対応しておりません。
詳細については、次のトピックを参照してください。
• AWS パートナーが組織の AWS Support プランを決定するには
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サポートケースの作成

• 「AWS Partner-Led Support」

サポートケースの作成
サポートケースは、AWS Management Consoleのサポートセンターで作成できます。

メモ

• サポートセンターにサインインするには、ルートユーザーのAWSアカウントまたは AWS 
Identity and Access Management (IAM) ユーザーとしてサインインする必要があります。詳細
については、「AWS Support センターへのアクセスを管理する (p. 237)」を参照してくださ
い。

• サポートセンターにサインインしてサポートを作成できない場合は、[お問い合わせ] ページを
使用できます。このページでは、請求およびアカウントの問題に関するヘルプを参照できま
す。

サポートケースを作成するには

1. AWS Support Center Consoleにサインインします。

Tip

AWS Management Console で、疑問符のアイコン ( ) を選択してから、Support Center を
選択することもできます。

2. [Create case (ケースを作成)] を選択します。
3. 以下のオプションのいずれかを選択します。

• アカウントと請求
• 技術的
• Service Quotas の引き上げについては、サービス制限の増加をお探しですか? を選択してか

ら、Service Quotas の引き上げの作成 (p. 8) の指示に従います。
4. [サービス]、[カテゴリ]、および [緊急度] を選択します。

Tip

よく寄せられる質問に表示される推奨ソリューションを使用できます。
5. 次のステップ:追加情報を選択します。
6. 追加情報ページの件名に、問題に関するタイトルを入力します。
7. 説明では、プロンプトに従って、次のようにケースを説明します。

• 受信したエラーメッセージ
• 使用したトラブルシューティング手順
• サービスにアクセスした方法

• AWS Management Console
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)
• API 操作

8. (オプション) 添付ファイルを選択して、エラーログやスクリーンショットなど、関連するファイルを
ケースに追加します。最大 3 つまでのファイルを添付できます。各ファイルは、最大 5MB まで可能
です。

9. 次のステップ:今すぐ解決するか、お問い合わせくださいを選択します。
10. [Contact us] (お問い合わせ) ページで、希望する言語を選択します。現在、英語または日本

語 (p. 4)を選択できます。
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問題の説明

11. 希望する連絡方法を変更します。次のオプションのいずれかを選択します。

a. ウェブ – Support Center で返信を受け取ります。
b. チャット – サポート担当者とライブチャットを開始します。チャットに接続できない場合は、

「トラブルシューティング (p. 14)」を参照してください。
c. Phone (電話) — サポートエージェントが電話をかけます。このオプションを選択した場合は、次

の情報を入力します。

• 国またはリージョン
• Phone number (電話番号)
• (オプション) 拡張

メモ

• 連絡先オプションは、ケースのタイプとサポートプランによって異なります。
• [ドラフトを破棄する] を選択して、サポートケースのドラフトをクリアすることもできま

す。
12. (オプション) Business、Enterprise On-Ramp、または Enterprise Support プランがある場合は、[追加

の連絡先] オプションが表示されます。ケースのステータスが変わったときに通知する場合は、その
ユーザーの E メールアドレスを指定します。IAM ユーザーとしてサインインしている場合は、自分の 
E メールアドレスを含めます。自分の root アカウントの E メールアドレスとパスワードを使用してサ
インインしている場合は、自分の E メールアドレスを指定する必要はありません。

Note

Basic Support プランをご利用の場合は、[Additional contacts] (追加の連絡先) オプションは使
用できません。ただし、[マイアカウント] ページの [代替の連絡先] セクションで [操作] 連絡
先を指定した場合、ケースに関するやり取りのコピーがその連絡先に送信されますが、送信
されるのはアカウントと請求のケースと技術ケースの特定のケースに関するやり取りだけで
す。

13. ケースの詳細を確認して、[Submit] (送信) を選択します。ケース ID 番号と概要が表示されます。

問題の説明
できるだけ詳しく説明します。関連するリソース情報と、問題を理解するのに役立つその他の情報を含め
てください。たとえば、パフォーマンスのトラブルシューティングの場合は、タイムスタンプとログの情
報を含めます。機能のリクエストや一般的なガイダンスの質問の場合は、お使いの環境と目的の説明を含
めます。いずれの場合も、ケースの送信フォームに表示される説明の指示に従って入力してください。

できるだけ詳しく説明していただくことで、ケースを迅速に解決できる可能性が高まります。

緊急度の選択
サポートケースを作成する際、常にサポートプランで許容される最大の緊急度で作成しがちです。しか
し、最も高い緊急度は、回避できない場合や運用アプリケーションに直接影響する場合に選択することを
お勧めします。1 つのリソースが失われてもアプリケーションに影響が及ばないようにサービスを構築す
る方法については、「Building Fault-Tolerant Applications on AWS」技術文書を参照してください。

次の表に、緊急度、応答時間、問題例を示します。

メモ

• サポートケースを作成した後は、緊急度コードを変更することはできません。状況が変わった
場合は、サポートケースを担当する AWS Support エージェントと協力して変更してください。
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AWS Support ユーザーガイド
緊急度の選択

• 使用できるコマンドの詳細については、AWS Support API リファレンスを参照してください。

緊急度
緊急度コー
ド

初回の応答
時間 説明とサポートプラン

一般的な質問、または
機能要望

low 24 時間 開発に関する一般的な質問がある場合、または機
能をリクエストしたい場合 (*デベロッパー、ビジ
ネス、エンタープライズ On-Ramp、または エン
タープライズサポートプラン)

問題発生中、または開
発中の急ぎの問い合わ
せ

normal 12 時間 アプリケーションの重要ではない機能が正常に動
作していない場合、または開発に関して短期間で
回答が必要な質問がある場合 (*デベロッパー、ビ
ジネス、エンタープライズ On-Ramp、または エ
ンタープライズサポートプラン)

本番環境の重要な機能
に障害発生中

high 4 時間 アプリケーションの重要な機能に、障害
またはデグレードが発生している場合 
(Business、Enterprise On-Ramp、または 
Enterprise Support プラン)

本番環境のシステム停
止中

urgent 1 時間 ビジネスに重大な影響が出ている場合。アプ
リケーションの重要な機能を使用できない場
合 (Business、Enterprise On-Ramp、または 
Enterprise Support プラン)

本番環境のビジネスク
リティカルなシステム
停止中

critical 15 分 ビジネスが危険な状態になっている場合。アプ
リケーションの重要な機能は利用できません 
(Enterprise Support プラン)。これは、Enterprise 
On-Ramp Support プランでは 30 分であることに
ご留意ください。

応答時間
お客様の初回のリクエストには、所定の時間内に応答するよう取り組んでいます。各 AWS Support プラン
のサポート対象範囲については、「AWS Support の特徴」を参照してください。

ビジネスプラン、エンタープライズ On-Ramp、またはエンタープライズサポートプランをご利用の場合
は、年中無休 24 時間体制でテクニカルサポートにアクセスできます。*デベロッパーサポートの場合、目
標応答時間は営業時間内で計算されています。営業時間は通常、お客様の国の祝日および週末を除いた午
前 8:00 から午後 6:00 に定義されています。タイムゾーンが複数ある国/地域では、営業時間は変わる可能
性があります。お客様の国情報は、AWS Management Consoleの [My Account] (アカウント) ページにある
[Contact Information] (連絡先情報) セクションに表示されています。

Note

サポートケースの希望連絡言語として日本語を選択する場合、日本語サポートは祝日を除く平日
午前 9 時から午後 6 時までご利用いただけます。

• デベロッパーサポートプランをご利用で、技術関連以外のサポートケースに関するカスタマー
サービスが必要な場合は、日本標準時の営業時間中に日本語サポートをご利用いただけます。

• ビジネス、エンタープライズ On-Ramp、またはエンタープライズサポートプランをご利用の場
合は、年中無休 24 時間体制で日本語のテクニカルサポートにアクセスできます。
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AWS Support ユーザーガイド
例: アカウントと請求のサポートケースを作成します。

例: アカウントと請求のサポートケースを作成しま
す。
次の例は、請求およびアカウントの問題に対するサポートケースです。
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AWS Support ユーザーガイド
例: アカウントと請求のサポートケースを作成します。

1. ケースの作成 — 作成するケースのタイプを選択します。この例では、ケースのタイプはアカウントと
請求です。

Note

Basic Support プランをご利用の場合は、技術サポートケースを作成できません。
2. [Service] (サービス) – 複数のサービスに関連する質問の場合は、最も該当するサービスを選択します。
3. [Category] (カテゴリ) – ユースケースに最も該当するカテゴリを選択します。カテゴリを選択すると、

問題の解決に役立つ可能性がある情報のリンクが下に表示されます。
4. [Severity] (緊急度) – 有料サポートプランをご利用のお客様は、[General guidance] (1 日以内の応答時間) 

または [System impaired] (12 時間以内の応答時間) の緊急度レベルを選択できます。Business Support 
プランをご利用のお客様も [Production system impaired] (4 時間以内の応答) または [Production system 
down] (1 時間以内の応答時間) を選択できます。Enterprise On-Ramp または Enterprise Support プラ
ンをご利用のお客様は、[Business-critical system down] (ビジネスクリティカルなシステムのダウン) 
(Enterprise Support では 15 分以内の応答、Enterprise On-Ramp では 30 分以内の応答)を選択できま
す。

応答時間は、AWS Support からの最初の応答です。これらの応答時間は、その後の応答には適用されま
せん。サードパーティの問題については、対応可能なスキルを持つ担当者の空き状況によって応答時間
が長くなる可能性があります。詳細については、「緊急度の選択 (p. 3)」を参照してください。

Note

カテゴリの選択に基づいて、追加情報の入力を求められることがあります。

ケースのタイプと分類を指定したら、説明と連絡方法を指定できます。
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AWS Support ユーザーガイド
例: アカウントと請求のサポートケースを作成します。

1. [Subject] (件名) - 問題を簡単に説明するタイトルを入力します。
2. Description – サポートケースについて説明します。これは、AWS Support に提供する最も重要な情報で

す。一部のサービスとカテゴリの組み合わせでは、関連情報を含むプロンプトが表示されます。これら
のリンクを使用して問題を解決してください。詳細については、「問題の説明 (p. 3)」を参照して
ください。
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AWS Support ユーザーガイド
サービスクォータの引き上げを作成する

3. [Attachments] (添付) – サポートエージェントがケースを迅速に解決するために役立つスクリーンショッ
トおよびその他のファイルを添付します。

ケースの詳細を追加したら、連絡方法を選択できます。

1. [Preferred contact language] (希望連絡言語) - 現在選択できるのは、英語または日本語 (p. 4)です。
2. 連絡方法を選択します。連絡先オプションは、ケースのタイプとサポートプランによって異なります。

• [Web] (ウェブ) を選択した場合、サポートセンターでケースの進行状況を確認して返信することがで
きます。

• チャットまたは電話を選択します。[Phone (電話)] を選択した場合、折り返し電話番号の入力が求め
られます。

3. 入力が完了し、ケースを作成する準備ができたら、[Submit (送信)] ボタンをクリックします。

Service Quotas の引き上げの作成
サービスのパフォーマンスを向上させるために、Service Quotas (以前は制限と呼ばれていました) の引き
上げをリクエストします。

Note

Service Quotas サービスを使用して、サービスの上限緩和を直接リクエストすることもできま
す。現在、Service Quotas はすべてのサービスの Service Quotas はサポートしていません。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。
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AWS Support ユーザーガイド
ケースを更新、解決、再開する

Service Quotas の引き上げをリクエストするサポートケースを作成するには

1. AWS Support Center Consoleにサインインします。

Tip

AWS Management Console で、疑問符のアイコン ( ) を選択してから、Support Center を
選択することもできます。

2. [Create case (ケースを作成)] を選択します。
3. サービス制限の増加をお探しですか? を選択する
4. 引き上げをリクエストするには、プロンプトに従います。選択可能なオプションは以下のとおりで

す。

• [制限のタイプ]
• 重要度

Note

カテゴリの選択に基づいて、プロンプトで追加情報の入力を求められることがあります。
5. [Requests] (リクエスト) で、[Region] (リージョン) を選択します。
6. [Limit] (制限) で、サービスの制限のタイプを選択します。
7. [New limit value] (新しい制限値) に、希望する値を入力します。
8. (オプション) 別のの引き上げをリクエストするには、[Add another request] (別のリクエストを追加) 

を選択します。
9. [Case description] (ケースの説明) で、サポートケースについて説明してください。
10. [Contact options] (連絡先のオプション) ページで、希望する言語と連絡方法を選択します。次のオプ

ションのいずれかを選択します。

• ウェブ – Support Center で返信を受け取ります。
• チャット – サポート担当者とライブチャットを開始します。チャットに接続できない場合は、「ト

ラブルシューティング (p. 14)」を参照してください。
• Phone (電話) — サポートエージェントが電話をかけます。このオプションを選択した場合は、次の

情報を入力します。
• 国/リージョン
• Phone number (電話番号)
• (オプション) 拡張

11. [Submit] (送信) を選択します。ケース ID 番号と概要が表示されます。

ケースの更新、解決、および再開
サポートケースを作成した後、ケースのステータスをサポートセンターでモニタリングできます。新しい
ケースは、[未割り当て] 状態で開始されます。サポート担当者がケースの対応を開始すると、ステータス
は [作業中] に変わります。サポート担当者は、お客様に追加情報を求めるか (お客様によるアクション保
留中)、ケースが調査中であることをお客様にお知らせします (保留中の Amazon アクション)。

ケースが更新されると、通知とサポートセンター内のケースへのリンクが記載された E メールがお客様に
送信されます。E メールメッセージ内のリンクを使用して、サポートケースに移動します。ケースの通信
文にメールで返信することはできません。

メモ

• サポートケースを送信した AWS アカウント にサインインする必要があります。AWS Identity 
and Access Management (IAM) ユーザーとしてサインインする場合、サポートケースを表示す
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AWS Support ユーザーガイド
既存のサポートケースを更新する

るために必須のアクセス許可が必要です。詳細については、「AWS Support センターへのアク
セスを管理する (p. 237)」を参照してください。

• 数日以内にケースに応答しない場合、AWS Support はケースを自動的に解決します。
• 14 日以上解決済みの状態になったサポートケースは、再度開くことができなくなります。解決

済みのケースに関連する同様の問題がある場合は、関連するケースを作成できます。詳細につ
いては、「関連ケースの作成 (p. 12)」を参照してください。

トピック
• 既存のサポートケースの更新 (p. 10)
• サポートケースの解決 (p. 10)
• 解決済みのケースを再度開く (p. 11)
• 関連ケースの作成 (p. 12)
• ケース履歴 (p. 14)

既存のサポートケースの更新
ケースを更新して、サポートエージェントにより多くの情報を提供できます。例えば、やり取りに返信し
たり、別のライブチャットを開始したり、メール受信者をさらに追加したりできます。ただし、作成後に
ケースの重大度を更新することはできません。詳細については、「緊急度の選択 (p. 3)」を参照してく
ださい。

既存のサポートケースを更新するには

1. AWS Support Center Consoleにサインインします。
Tip

AWS Management Console で、疑問符のアイコン ( ) を選択してから、Support Center を
選択することもできます。

2. [Open support cases] (サポートケースを開く) で、サポートケースの [Subject] (件名) を選択します。
3. [Reply] (返信) を選択します。[Correspondence] (コレスポンデンス) セクションでは、次のいずれかの

変更を行うこともできます。

• サポートエージェントがリクエストした情報を提供する
• 添付ファイルをアップロードする
• 希望する連絡方法を変更する
• メールアドレスを追加してケースの更新情報を受け取る

4. [Submit] (送信) を選択します。

Tip

チャットウィンドウを閉じて、別のライブチャットを開始する場合は、サポートケースに
[CloudFront] (返信) を追加し、[Chat] (チャット)、[Submit] (送信) の順に選択します。新しいポッ
プアップチャットウィンドウが開きます。

サポートケースの解決
対応に満足した場合、または問題が解決した場合は、サポートセンターでケースを解決できます。

サポートケースを解決するには

1. AWS Support Center Consoleにサインインします。
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AWS Support ユーザーガイド
解決済みのケースを再度開く

Tip

AWS Management Console で、疑問符のアイコン ( ) を選択してから、Support Center を
選択することもできます。

2. [Open support cases] (サポートケースを開く) で、解決するサポートケースの件名 (Subject) を選択し
ます。

3. (オプション) [Reply] (返信) を選択し、[Correspondence] (通信文) セクションでケースを解決する理由
を入力して、[Submit] (送信) を選択します。例えば、将来、この情報が必要になった場合に備えて、
問題を解決した方法を入力します。

4. [Resolve case] (ケースを解決) を選択します。
5. ダイアログボックスで [OK] を選択してケースを解決します。

Note

ケースが AWS Supportによって解決された場合は、フィードバックリンクを使用して、AWS 
Supportに追加情報を提供することができます。

Example : フィードバックリンク

次のスクリーンショットは、サポートセンターのケースの通信文に関するフィードバックリンクを示して
います。

解決済みのケースを再度開く
同じ問題が再び発生した場合は、元のケースを再度開くことができます。問題が再発した時期と、試行し
たトラブルシューティング手順の詳細を提供します。サポート担当者が以前の対応情報を参照できるよう
に、関連するケース番号をすべて含めます。

メモ

• 再度開くことができるのは、問題が解決されてから 14 日以内のサポートケースです。ただ
し、14 日以上非アクティブなケースを再度開くことはできません。新しいケースまたは関連す
るケースを作成できます。詳細については、「関連ケースの作成 (p. 12)」を参照してくださ
い。

• 現在の問題とは異なる情報を持つ既存のケースを再度開いた場合、サポート担当者が新しい
ケースを作成するよう依頼することがあります。

解決済みのケースを再度開くには

1. AWS Support Center Consoleにサインインします。
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AWS Support ユーザーガイド
関連ケースの作成

Tip

AWS Management Console で、疑問符のアイコン ( ) を選択してから、Support Center を
選択することもできます。

2. [View all cases] (すべてのケースを表示) を選択して、再度開くサポートケースの件名 (Subject) また
はケース ID (Case ID) を選択します。

3. [Reopen case] (ケースを再度開く) を選択します。
4. [Correspondence] (通信文) の [Reply] (返信) にケースの詳細を入力します。
5. (オプション) [Choose files] (ファイルを選択) を選択して、ケースにファイルを添付します。最大 3 つ

のファイルを添付できます。
6. [Contact methods] (連絡方法) で次のいずれかのオプションを選択します。

• Web (ウェブ) — 電子メールとサポートセンターで通知を受け取ります。
• Chat (チャット) — オンラインでサポート担当者とチャットします。
• Phone (電話) — サポートエージェントが電話をかけます。

7. (オプション) [Additional contacts] (追加の連絡先) にケースの対応情報を受信する他のユーザーのメー
ルアドレスを入力します。

8. ケースの詳細を確認して、[Submit] (送信) を選択します。

関連ケースの作成
14日間非アクティブな状態の解決済みケースを再度開くことはできません。解決済みのケースに関連する
同様の問題がある場合は、関連するケースを作成できます。この関連するケースには、サポート担当者が
以前のケースの詳細と対応を確認できるように、以前に解決したケースへのリンクが含まれます。別の問
題が発生する場合は、新しいケースを作成することをお勧めします。

関連するケースを作成するには

1. AWS Support Center Consoleにサインインします。

Tip

AWS Management Console で、疑問符のアイコン ( ) を選択してから、Support Center を
選択することもできます。

2. [View all cases] (すべてのケースを表示) を選択して、再度開くサポートケースの件名 (Subject) また
はケース ID (Case ID) を選択します。

3. [Reopen case] (ケースを再度開く) を選択します。
4. ダイアログボックスで [Create related case] (関連するケースを作成) を選択します。する関連ケー

スに以前のケース情報が自動的に追加されます。別の問題がある場合は、[Create new case] (新しい
ケースを作成) を選択します。
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AWS Support ユーザーガイド
関連ケースの作成

5. ケースを作成するステップに従います。「サポートケースの作成 (p. 2)」を参照してください。

Note

デフォルトでは、関連するケースの [Type] (タイプ)、[Category] (カテゴリ)、および 
[Severity] (重要度) は前のケースと同じになります。必要に応じてケースの詳細を更新できま
す。

6. ケースの詳細を確認して、[Submit] (送信) を選択します。

ケースを作成すると、次の例のように前のケースが [Related cases] (関連するケース) セクションに表
示されます。

API バージョン 2013-04-15
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ケース履歴
ケース履歴情報は、ケースを作成した後、最大 24 か月後まで表示できます。

トラブルシューティング
サポートケースの作成または管理に問題がある場合は、次のトラブルシューティングに関する情報を参照
してください。

自分のケースのライブチャットを再開したい
既存のサポートケースに返信して、別のチャットウィンドウを開くことができます。詳細については、
「既存のサポートケースの更新 (p. 10)」を参照してください。

ライブチャットに接続できない
[Chat] (チャット) オプションを選択したが、チャットウィンドウに接続できない場合は、最初に次の
チェックを実行します。

• サポートセンターでポップアップウィンドウを許可するようにブラウザが設定されているようにしてく
ださい。

Note

ブラウザの設定を確認します。詳細については、Chrome Help および Firefox Support のウェブ
サイトを参照してください。

• AWS Support を使用できるよう、ネットワークが設定されているようにしてください。
• ネットワークは *.connect.us-east-1.amazonaws.com エンドポイントにアクセスできます。

Note

AWS GovCloud (US) の場合、エンドポイントは *.connect-fips.us-
east-1.amazonaws.com です。

• ご利用のファイアウォールはウェブソケット接続をサポートしています。
• 詳細については、「Amazon Connect 管理者ガイド」の「ネットワークをセットアップする」を参照

してください。

それでもチャットウィンドウに接続できない場合は、AWS アカウント 管理者に連絡してください。

AWS SDK での AWS Support の使用
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簡単に構築できるようにする 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 コードの例

AWS SDK for C++ AWS SDK for C++ コードの例

AWS SDK for Go AWS SDK for Go コードの例
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SDK ドキュメント コードの例

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

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

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

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

AWS SDK for PHP AWS SDK for PHP コードの例

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

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

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

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

可用性の例

必要なものが見つからなかった場合。このページの下部にある [Provide feedback] (フィードバッ
クを送信) リンクを使用して、コードの例をリクエストしてください。
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AWS Support API について
AWS Support API を使用すると、AWS サポートセンターの機能の一部にアクセスできます。

API は、オペレーションの 2 つのグループを提供します。

• 作成から解決までの AWS サポートケースのライフサイクル全体を管理する サポートケース管
理 (p. 16) オペレーション

• AWS Trusted Advisor (p. 21) チェックにアクセスする AWS Trusted Advisor (p. 16) オペレーショ
ン

Note

AWS Support API を使用するには、Business、Enterprise On-Ramp、または Enterprise Support 
プランが必要です。詳細については、「AWS Support」を参照してください。

AWS Support が提供するオペレーションとデータ型の詳細については、AWS SupportAPI リファレンスを
参照してください。

トピック
• サポートケース管理 (p. 16)
• AWS Trusted Advisor (p. 16)
• エンドポイント (p. 17)
• AWS SDK でのサポート (p. 17)

サポートケース管理
API を使用して、次のタスクを実行できます。

• サポートケースを開く
• 最近のサポートケースに関する詳細情報と一覧を取得する
• 日付やケース ID でサポートケースをフィルターする (解決積みのケースを含む)。
• ケースに通信文やファイル添付を追加し、ケースの通信にメール受信者を追加する
• ケースを解決する

AWS Support API は、CloudTrail でのサポートケース管理オペレーションのログ記録がサポートされてい
ます。詳細については、「AWS Support による AWS CloudTrail API コールのログ記録 (p. 314)」を参照
してください。

サポートケースのライフサイクル全体を管理する方法を示すコードの例については、「AWS SDK を使用
した AWS Support のコード例」を参照してください。

AWS Trusted Advisor
Trusted Advisor オペレーションを使用して、次のタスクを実行できます。

• Trusted Advisor チェックの名前と ID を取得する

API バージョン 2013-04-15
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• Trusted Advisor チェックを自分の AWS アカウントとリソースに対して実行することを要求する
• Trusted Advisor チェック結果のサマリーと詳細情報を取得する
• Trusted Advisor チェックを更新する
• 各 Trusted Advisor チェックのステータスを取得する

AWS Support API は、CloudTrail での Trusted Advisor オペレーションのログ記録がサポートされていま
す。詳細については、「CloudTrail ログの AWS Trusted Advisor 情報 (p. 315)」を参照してください。

Amazon CloudWatch Events を使用して、Trusted Advisor のチェック結果に対する変更をモニタリングで
きます。詳細については、「Amazon EventBridge を使用した AWS Trusted Advisor チェック結果のモニ
タリング (p. 328)」を参照してください。

Trusted Advisor オペレーションの使用方法を示す Java コードの例については、「ウェブサービスとして
の Trusted Advisor の使用 (p. 28)」を参照してください。

エンドポイント
AWS Support はグローバルサービスです。これは、使用するすべてのエンドポイントで、サポートセン
ターコンソールのサポートケースが更新されることを意味します。

例えば、米国東部 (バージニア北部) エンドポイントを使用してケースを作成する場合、米国西部 (オレゴ
ン) または欧州 (アイルランド) エンドポイントを使用して同じケースへのコレスポンデンスを追加できま
す。

以下のエンドポイントを使用して AWS Support API にアクセスできます。

• 米国東部 (バージニア北部) – https://support.us-east-1.amazonaws.com
• 米国西部 (オレゴン) – https://support.us-west-2.amazonaws.com
• 欧州 (アイルランド) – https://support.eu-west-1.amazonaws.com

Important

• テストサポートケースを作成する場合は、CreateCase 操作を呼び出すときにテストケース - 無
視してくださいなどの件名行を含めることをお勧めします。テストサポートケースが完了した
ら、ResolveCase 操作を呼び出してケースを解決します。

• AWS Support API の AWS Trusted Advisor オペレーションを呼び出すには、米国東部 (バージ
ニア北部) のエンドポイントを使用する必要があります。現在、米国西部 (オレゴン) と欧州 (ア
イルランド) のエンドポイントでは、Trusted Advisor オペレーションはサポートされていませ
ん。

AWS エンドポイントの詳細については、「Amazon Web Services 全般のリファレンス」の「AWS 
Support エンドポイントとクォータ」を参照してください。

AWS SDK でのサポート
AWS Command Line Interface (AWS CLI) および AWS ソフトウェア開発キット (SDK) には AWS Support 
API のサポートが含まれています。

AWS Support API をサポートする言語のリストについては、オペレーション名 (CreateCase など) を選択
し、「See Also」(参照) セクションで目的の言語を選択します。
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AWS Support プラン
アカウントの AWS Support プランはビジネスニーズに応じて変更できます。

トピック
• AWS Supportプランの特徴 (p. 18)
• AWS Support プランの変更 (p. 19)

AWS Supportプランの特徴
AWS Support では 5 つのサポートプランを提供します:

• Basic (ベーシック)
• デベロッパー
• ビジネス
• Enterprise On-Ramp
• エンタープライズ

ベーシックプランでは、アカウントと請求に関するご質問、サービスクォータの緩和に関するサポートが
提供されます。その他のプランでは、多くの技術サポートケースを利用できます。サポート料金の支払い
は月単位で、長期契約は不要です。

AWS のお客様全員に、ベーシックサポートのこれらの機能に 24 時間アクセスできる権利が自動的に付与
されます。

• アカウントと請求に関するご質問に 1 対 1 で回答
• サポートフォーラム
• サービス状態チェック
• ドキュメント、技術文書、およびベストプラクティスガイド

Developer Support プランのお客様は、以下の追加機能にアクセスできます。

• ベストプラクティスのガイダンス
• クライアント側の診断ツール
• 基本的な構成要素アーキテクチャのサポート: AWS の製品、機能、サービスの使用方法をまとめたガイ

ダンスです
• 1 つのプライマリコンタクト (AWS アカウントのルートユーザー) で開くことができるサポートケースの

数に制限はありません。

Business、Enterprise On-Ramp、または Enterprise Support プランのお客様は、さらにこれらの機能にア
クセスできます。

• ユースケースガイダンス - 特定のニーズに最適な AWS の製品、機能、サービスを説明するガイダンス
です。

• AWS Trusted Advisor (p. 21) - お客様の環境を調査し、コスト削減、セキュリティギャップの解消、
システムの信頼性とパフォーマンスの向上を実現する機会を特定する AWS Support の機能です。すべて
の Trusted Advisor チェックにアクセスできます。

API バージョン 2013-04-15
18

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_root-user.html


AWS Support ユーザーガイド
AWS Support プランの変更

• サポートセンターおよび Trusted Advisor とやりとりする AWS Support API。AWS Support API を使用
して、サポートケースの管理と Trusted Advisor オペレーションを自動化できます。

• サードパーティーのソフトウェアサポート - Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタン
スのオペレーティングシステムと設定を支援します。また、AWS で最も一般的なサードパーティーのソ
フトウェアコンポーネントのパフォーマンスを支援します。サードパーティー製ソフトウェアのサポー
トは、Basic または Developer Support プランのお客様にはご利用いただけません。

• 無制限の数の AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーがテクニカルサポートケースを開く
ことができます。

Enterprise On-Ramp または Enterprise Support プランのお客様は、さらにこれらの機能にアクセスできま
す。

• アプリケーションアーキテクチャガイダンス - 特定のユースケース、ワークロード、またはアプリケー
ションに適合するサービスの組み合わせに関する助言的なガイダンス。

• インフラストラクチャのイベント管理 - AWS Supportとの短期の取り組みでお客様のユースケースの理
解を深めます。分析後、イベントに関するアーキテクチャとスケーリングのガイダンスを提供します。

• テクニカルアカウントマネージャー - テクニカルアカウントマネージャー (TAM) と連携して、特定の
ユースケースやアプリケーションに対応します。

• ホワイトグローブケースルーティング
• 管理ビジネス評価。

各サポートプランの機能と料金の詳細については、「AWS Support」と「AWS Supportのプランの比較」
を参照してください。24 時間の電話とチャットによるサポートなど、すべての言語で使用できない機能も
あります。

AWS Support プランの変更
AWS アカウント のサポートプランは、AWS Support プランのコンソールから変更できます。サポートプ
ランを変更するには、AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス許可を持っているか、アカウ
ントにルートユーザーとしてサインインしている必要があります。詳細については、AWS Support プラン
へのアクセスの管理 (p. 239) および AWS Support プランの AWS マネージドポリシー (p. 236) を参照
してください。

サポートプランを変更するには

1. AWS Support プランコンソール (https://console.aws.amazon.com/support/plans/home) にサインイン
します。

2. (オプション) [AWS Support プラン] ページでサポートプランを比較できます。料金の詳細について
は、料金ページを参照してください。

3. (オプション) [AWS Support 料金の例] で、[See examples] (例を見る) を選択し、サポートプランのオ
プションのいずれかを選択すると、推定コストをご覧いただけます。

4. プランを決めたら、希望するプランの [Review downgrade] (ダウングレードを確認する) または
[Review upgrade] (アップグレードを確認する) を選択します。

メモ

• 有料のサポートプランにサインアップする場合は、AWS Support を 1 か月以上サブスクラ
イブする必要があります。詳細については、「AWS Support のよくある質問」を参照して
ください。

• Enterprise On-Ramp またはエンタープライズサポートプランをご利用の場合は、[Change 
plan confirmation] (変更プランの確認) ダイアログボックスから AWS Support へ連絡し
て、サポートプランを変更します。
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5. [Change plan confirmation] (変更プランの確認) ダイアログボックスでサポート項目を展開すると、ア
カウントで追加または削除される機能を確認できます。

[Pricing] (料金) では、新しいサポートプランの、予定されている 1 回限りの請求を確認できます。
6. [Accept and agree] (承諾して同意する) を選択します。

関連情報
AWS Support プランの詳細については、AWS Support に関するよくある質問を参照してください。サ
ポートプランのコンソールの [Contact us] (お問い合わせ) もご利用ください。

アカウントを解約するには、AWS Billing ユーザーガイドの「アカウントの解約」を参照してください。
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AWS Trusted Advisor
Trusted Advisor は、AWS の数十万のお客様にサービスを提供することにより得られた運用実績に基づく
ベストプラクティスを活用しています。Trusted Advisor は、お客様の AWS 環境を検査し、システムの可
用性とパフォーマンスを向上させる機会やセキュリティギャップを埋める機会がある場合には、レコメン
デーションを作成します。

Basic Support および Developer Support プランをお持ちの場合は、Trusted Advisor コンソールを使用し
て、サービスの制限カテゴリのすべてのチェックとセキュリティカテゴリの 6 つのチェックにアクセスで
きます。

Business、Enterprise On-Ramp、または Enterprise Support プランをお持ちの場合は、Trusted Advisor コ
ンソールと AWS Support API (p. 16) を使用してすべての Trusted Advisor チェックにアクセスすること
もできます。Amazon CloudWatch Events を使用して、Trusted Advisor チェックのステータスをモニタ
リングすることもできます。詳細については、「Amazon EventBridge を使用した AWS Trusted Advisor 
チェック結果のモニタリング (p. 328)」を参照してください。

Trusted Advisor には、AWS Management Consoleでアクセスできます。Trusted Advisor コンソールへの
アクセスの制御の詳細については、「AWS Trusted Advisor へのアクセスを管理する (p. 242)」を参照し
てください。

詳細については、「Trusted Advisor」を参照してください。

トピック
• Trusted Advisor Recommendations の開始方法 (p. 21)
• ウェブサービスとしての Trusted Advisor の使用 (p. 28)
• AWS Trusted Advisor の組織ビュー (p. 31)
• AWS Security Hub のコントロールを AWS Trusted Advisor で表示する (p. 50)
• Trusted Advisor チェックのために AWS Compute Optimizer をオプトインする (p. 56)
• AWS Trusted Advisor Priority の開始方法 (p. 57)
• AWS Trusted Advisor Engage を開始する (プレビュー) (p. 64)
• AWS Trusted Advisor チェックリファレンス (p. 71)
• AWS Trusted Advisor のログを変更する (p. 155)

Trusted Advisor Recommendations の開始方法
Trusted Advisor コンソールの [Trusted Advisor Recommendations] ページを使用して AWS アカウント の
チェック結果を確認し、推奨される手順に従って問題を修正できます。例えば、Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタンスなどの未使用のリソースを削除して毎月の請求を作戦することが 
Trusted Advisor で推奨されることがあります。

AWS Support API を使用して、Trusted Advisor チェックにオペレーションを実行することもできます。詳
細については、AWS Support API リファレンスを参照してください。

トピック
• Trusted Advisor コンソールにサインインします。 (p. 22)
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Trusted Advisor コンソールにサインインします。

• チェックカテゴリの表示 (p. 23)
• 特定のチェックの表示 (p. 24)
• チェックのフィルター (p. 25)
• チェック結果の更新 (p. 26)
• 結果のダウンロード (p. 26)
• 組織ビュー (p. 27)
• 設定 (p. 27)

Trusted Advisor コンソールにサインインします。
チェックと各チェックのステータスは Trusted Advisor コンソールで表示できます。

Note

Trusted Advisor コンソールにアクセスするには、AWS Identity and Access Management (IAM) 
アクセス許可が必要です。詳細については、「AWS Trusted Advisor へのアクセスを管理す
る (p. 242)」を参照してください。

Trusted Advisor コンソールにサインインするには

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. [Trusted Advisor Recommendations] ページに、各チェックカテゴリの概要が表示されます。

• [推奨されるアクション (赤色)] – Trusted Advisor は、チェックに対するアクションを推奨します。
例えば、IAM リソースのセキュリティの問題を検出するチェックでは、緊急のステップが推奨され
ることがあります。

• [調査が推奨されるチェック項目 (黄色)] – Trusted Advisor は、チェックの潜在的な問題を検出しま
す。例えば、リソースのクォータに達したチェックでは、未使用のリソースを削除する方法が推奨
されることがあります。

• 非表示の項目のチェック (グレー) - チェックで無視するリソースなどの除外する項目があるチェッ
クの数。例えば、チェックで評価しない Amazon EC2 インスタンスなどです。

3. [Trusted Advisor Recommendations] ページでは、以下の操作を行えます。
• アカウントのすべてのチェックを更新するには、[すべてのチェックを更新] を選択します。
• すべてのチェック結果を含む .xls ファイルを作成するには、[すべてのチェックをダウンロード] 

を選択します。
• [Checks summary] (チェックの概要) でチェックカテゴリ ([Security] (セキュリティ) など) を選択

して結果を表示します。
• [Potential monthly savings] (毎月の削減可能額) には、アカウントで節約できる金額額とレコメン

デーションのコスト最適化チェックが表示されます。
• [Recent changes] (最近の変化) では、過去 30 日以内のチェックステータスの変化を表示できま

す。チェック名を選択してそのチェックの最新の結果を表示するか、矢印アイコンを選択して次
のページを表示します。

Example : Trusted Advisor Recommendations

次の例は、AWS アカウント のチェック結果のサマリーを示しています。
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チェックカテゴリの表示
次のチェックカテゴリのチェックの説明と結果を表示できます。

• Cost optimization (コスト最適化) — 節約可能な金額のレコメンデーション。これらのチェックでは、未
使用のリソースと請求を削減する機会がハイライトされます。

• パフォーマンス — アプリケーションのスピードと応答性を向上させるためのレコメンデーション。
• セキュリティ — AWS ソリューションをよりセキュアにするセキュリティ設定のレコメンデーション。
• Fault tolerance (耐障害性) — AWS ソリューションの回復性を向上させるためのレコメンデーション。

これらのチェックでは、冗長性の欠落、現在のサービスの制限 (クォータとも呼ばれます)、および過度
に使用されたリソースがハイライトされます。

• Service limits (サービスの制限) — アカウントの使用状況、およびアカウントが AWS のサービスとリ
ソースの制限 (クォータとも呼ばれます) に近づいているか制限を超えているかをチェックします。

チェックカテゴリを表示するには

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. ナビゲーションペインで目的のチェックカテゴリを選択します。
3. カテゴリページには、各チェックカテゴリの概要が表示されます。

• [推奨されるアクション (赤色)] – Trusted Advisor は、チェックに対するアクションを推奨します。
• [調査が推奨されるチェック項目 (黄色)] – Trusted Advisor は、チェックの潜在的な問題を検出しま

す。
• [問題は検出されませんでした (緑色)] – Trusted Advisor ではチェックの問題が検出されませんでし

た。
• [非表示の項目 (グレー)] — チェックで無視するリソースなど、除外項目があるチェックの数。

4.
各チェックで、更新アイコン ( ) をクリックして、そのチェックを更新します。

5.
ダウンロードアイコン ( ) を使用して、そのチェックの結果を含む .xls ファイルを作成します。

API バージョン 2013-04-15
23

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


AWS Support ユーザーガイド
特定のチェックの表示

Example : コスト最適化カテゴリ

次の例は、問題のない 16 個のチェック (緑色) を示しています。

特定のチェックの表示
チェックを展開すると、チェックの完全な説明、影響を受けるリソース、推奨されるステップ、および詳
細情報へのリンクが表示されます。

特定のチェックを表示するには

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. ナビゲーションペインで目的のチェックカテゴリを選択します。
3. チェック名を選択して、説明と次の詳細を表示します。

• アラート基準 — チェックのステータスが変更されるときのしきい値を示します。
• 推奨されるアクション — そのチェックの推奨アクションを示します。
• 追加のリソース — 関連 AWS ドキュメントを一覧表示します。
• アカウント内の影響を受ける項目の表。チェック結果にこれらの項目を含めるか、除外することが

できます。
4. (オプション) チェック結果に表示されないように項目を除外するには:

a. 項目を選択し、[非表示 & 更新] を選択します。
b. 除外されたすべての項目を表示するには、[非表示の項目] を選択します。

5. (オプション) チェックで再度評価されるように項目を含めるには:

a. [非表示の項目] を選択し、項目を選択して [表示 & 更新] を選択します。
b. すべての含まれる項目を表示するには、[表示可能な項目] を選択します。

6. 設定アイコン ( ) を選択します。[Preferences] (通知設定) ダイアログボックスでは、表示する項目
の数またはプロパティを指定し、[Confirm] (確認) を選択します。
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Example : コスト最適化チェック

次の [使用率の低い Amazon EC2 Instances] チェックは、アカウント内の影響を受けるインスタンスを一
覧表示します。このチェックでは、使用率が低い 41 の Amazon EC2 インスタンスが識別され、リソース
を停止または終了することが推奨されています。

チェックのフィルター
チェックカテゴリページでは、表示するチェック結果を指定できます。例えば、アカウントのエラーを検
出したチェックをフィルターして、緊急の問題を最初に調査することができます。

アカウント内の項目 (AWSリソースなど) を評価するチェックでは、タグフィルターを使用して、指定した
タグのある項目のみを表示できます。

チェックをフィルターするには

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. ナビゲーションペインまたは [Trusted Advisor Recommendations] ページで、チェックカテゴリを選
択します。

3. [Search by keyword] (キーワードによる検索) 場合は、チェック名や説明文からキーワードを入力し、
検索結果をフィルターします。

4. [表示] リストで、表示するチェックを指定します。

• [All checks] (全てのチェック項目) - このカテゴリのすべてのチェックが一覧表示されます。
• 推奨されるアクション — アクションの実行が推奨されるチェックが一覧表示されます。これらの

チェックは赤色でハイライトされます。
• 調査が推奨されるチェック項目 — 可能なアクションの実行が推奨されるチェックが一覧表示されま

す。これらのチェックは黄色でハイライトされます。
• 問題は検出されませんでした — 問題のないチェックが一覧表示されます。これらのチェックは緑色

でハイライトされます。
• 非表示の項目を含むチェック — チェック結果から項目を除外するよう指定したチェックが一覧表示

されます。
5. タグを AWS リソース (Amazon EC2 インスタンスや AWS CloudTrail 追跡など) に追加すると、結果

をフィルターして、指定したタグのある項目のみをチェックで表示できます。

[タグでフィルター] にタグキーと値を入力して [フィルターを適用] を選択します。
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6. チェックのテーブルでは、チェック結果には、指定されたキーと値を持つ項目のみが表示されます。
7. タグによるフィルターをクリアするには、[リセット] を選択します。

関連情報
Trusted Advisor のタグ付けの詳細については、次のトピックを参照してください。

• AWS Support enables tagging capabilities for Trusted Advisor
• 「AWS 全般のリファレンス」の「AWS リソースのタグ付け」

チェック結果の更新
チェックを更新して、アカウントの最新の結果を取得できます。デベロッパーまたはベーシッ
クサポートプランの場合は、Trusted Advisor コンソールにサインインしてチェックを更新しま
す。Business、Enterprise On-Ramp、または Enterprise Support プランをご利用の場合は、Trusted 
Advisor によってアカウント内のチェックが毎週更新されます。

Trusted Advisor チェックを更新するには

1. AWS Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor) に移動します。
2. [Trusted Advisor Recommendations] または [Check category] (チェックカテゴリー) ページ

で、[Refresh all checks] (すべてのチェックを更新) を選択します。

次の方法で特定のチェックを更新することもできます。

•
目的のチェックの更新アイコン ( ）を選択します。

• RefreshTrustedAdvisorCheck API オペレーションを使用します。

メモ

• Trusted Advisor は、AWS Well-Architected 信頼性チェックのリスクが高い問題など、一部の
チェックを 1 日に数回自動的に更新します。アカウントに変更が表示されるまでに数時間かか

る場合があります。自動更新されるチェックについては、最新表示アイコン ( ) を選択して
結果を手動で更新することはできません。

• アカウント用に AWS Security Hub を有効にした場合、Trusted Advisor コンソールを使用して 
Security Hub コントロールを更新することはできません。詳細については、「Security Hub の
調査結果を更新する (p. 53)」を参照してください。

結果のダウンロード
チェック結果をダウンロードして、アカウントの Trusted Advisor の概要を取得できます。すべてのチェッ
クまたは特定のチェックの結果をダウンロードできます。

Trusted Advisor Recommendations でチェック結果をダウンロードするには

1. AWS Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor) に移動します。
• すべてのチェック結果をダウンロードするには、[Trusted Advisor Recommendations] または 

[Check category] (チェックカテゴリー) ページで、[Download all checks] (すべてのチェックをダ
ウンロード) を選択します。
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• 特定のチェックのチェック結果をダウンロードするには、チェック名を選択し、ダウンロードア

イコン ( ) を選択します。
2. .xls ファイルを保存するか、開きます。このファイルには、Trusted Advisor コンソールと同じサマ

リー情報 (チェック名、説明、ステータス、影響を受けるリソースなど) が含まれます。

組織ビュー
組織ビューをセットアップして、AWS 組織内のすべてのメンバーアカウントのレポートを作成できます。
詳細については、「AWS Trusted Advisor の組織ビュー (p. 31)」を参照してください。

設定
[Trusted Advisor の管理] ページで、Trusted Advisor を無効化 (p. 27)できます。

Notifications ページで、チェックサマリーの毎週の E メールメッセージを設定できます。「通知設定の設
定 (p. 27)」を参照してください。

[組織] ページで、AWS Organizations で信頼されるアクセスを有効または無効にできます。これは AWS 
Trusted Advisor の組織ビュー (p. 31) の機能と Trusted Advisor Priority (p. 57) で必須です。

通知設定の設定
チェック結果の週次 Trusted Advisor E メールメッセージの受信者と言語を指定できます。週 1 
回、Trusted Advisor Recommendations のチェックサマリーに関する E メール通知が送信されます。

Trusted Advisor Recommendations の E メール通知には、Trusted Advisor Priority の結果は含まれませ
ん。詳細については、「Trusted Advisor Priority の通知を管理する (p. 64)」を参照してください。

通知設定をセットアップするには

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. ナビゲーションペインの [Preferences] (設定) で、[Notifications] (通知) を選択します。
3. [Recommendations] (レコメンデーション) で、チェック結果の通知先を選択します。受信者の追加お

よび削除は、AWS Billing and Cost Management コンソールの [アカウント設定] で行うことができま
す。

4. [言語] で E メールメッセージの言語を選択します。
5. [Save your preferences] (詳細設定を保存) を選択します。

組織ビューのセットアップ
AWS Organizations でアカウントをセットアップした場合、組織内のすべてのメンバーアカウントのレ
ポートを作成できます。詳細については、「AWS Trusted Advisor の組織ビュー (p. 31)」を参照してく
ださい。

Trusted Advisor を無効にする
このサービスを無効にすると、Trusted Advisor では、アカウントのチェックは実行されません。Trusted 
Advisor コンソールへのアクセス、または API オペレーションの使用を試みるユーザーには、アクセス拒
否エラーメッセージが表示されます。
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Trusted Advisor を無効化するには

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. ナビゲーションペインの [設定]で [Trusted Advisor を管理]を選択します。
3. [Trusted Advisor] で、[Enabled] (有効) をオフにします。アカウントのすべてのチェックの Trusted 

Advisor が無効になります。
4. その後、アカウントから AWSServiceRoleForTrustedAdvisor を手動で削除できます。詳細について

は、「Trusted Advisor のサービスにリンクされたロールの削除 (p. 214)」を参照してください。

関連情報
Trusted Advisor の詳細については、以下のトピックを参照してください。

• Trusted Advisor を開始する方法を教えてください
• AWS Trusted Advisor チェックリファレンス (p. 71)

ウェブサービスとしての Trusted Advisor の使用
AWS Support サービスを使用すると、AWS Trusted Advisor と交信するアプリケーションを作成できま
す。このトピックでは、Trusted Advisor チェックのリストを取得し、その 1 つを更新してから、チェック
の結果詳細を取得する方法を説明します。これには、Java を使用します。他の言語のサポートに関する情
報については、アマゾン ウェブ サービスのツールを参照してください。

トピック
• 提供されている Trusted Advisor チェックのリストを取得する (p. 28)
• 提供されている Trusted Advisor チェックのリストを更新する (p. 29)
• Trusted Advisor をポーリングして、ステータス変更をチェックする (p. 29)
• Trusted Advisor チェック結果のリクエスト (p. 30)
• Trusted Advisor のチェック詳細を印刷する (p. 31)

提供されている Trusted Advisor チェックのリストを
取得する
次の Java コードスニペットでは、すべての Trusted Advisor API オペレーションを呼び出すために使用で
きる AWS Support クライアントのインスタンスを作成します。次に、DescribeTrustedAdvisorChecks API 
オペレーションを呼び出すことによって、Trusted Advisor チェックのリストおよび対応する CheckId の
値が取得されます。この情報を使って、チェックを実行するか更新するかをユーザーが選択できるユー
ザーインターフェイスを構築できます。

private static AWSSupport createClient()
{ 
    return AWSSupportClientBuilder.defaultClient();
}
// Get the List of Available Trusted Advisor Checks
public static void getTAChecks() { 
    // Possible language parameters: "en" (English), "ja" (Japanese), "fr" (French), 
 "zh" (Chinese) 
    DescribeTrustedAdvisorChecksRequest request = new 
 DescribeTrustedAdvisorChecksRequest().withLanguage("en"); 
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チェックのリストを更新する

    DescribeTrustedAdvisorChecksResult result = 
 createClient().describeTrustedAdvisorChecks(request); 
    for (TrustedAdvisorCheckDescription description : result.getChecks()) { 
        // Do something with check description. 
        System.out.println(description.getId()); 
        System.out.println(description.getName()); 
    }
}

提供されている Trusted Advisor チェックのリストを
更新する
次の Java コードスニペットでは、すべての Trusted Advisor データを更新するために使用できる AWS 
Support クライアントのインスタンスを作成します。

// Refresh a Trusted Advisor Check
// Note: Some checks are refreshed automatically, and they cannot be refreshed by using 
 this operation.
// Specifying the check ID of a check that is automatically refreshed causes an 
 InvalidParameterValue error.
public static void refreshTACheck(final String checkId) { 
    RefreshTrustedAdvisorCheckRequest request = new 
 RefreshTrustedAdvisorCheckRequest().withCheckId(checkId); 
    RefreshTrustedAdvisorCheckResult result = 
 createClient().refreshTrustedAdvisorCheck(request); 
    System.out.println("CheckId: " + result.getStatus().getCheckId()); 
    System.out.println("Milliseconds until refreshable: " + 
 result.getStatus().getMillisUntilNextRefreshable()); 
    System.out.println("Refresh Status: " + result.getStatus().getStatus());
}

Trusted Advisor をポーリングして、ステータス変更を
チェックする
Trusted Advisor チェックを実行して最新のステータスデータを生成するリクエストを送信したら、
DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses API オペレーションを使用して、チェック実行の進行状
況、およびいつ新しいデータでチェックの準備ができるかをリクエストします。

次の Java コードスニペットは、CheckId 変数内の対応する値を使用して、次のセクションで要求した
チェックのステータスを取得します。また、コードは、Trusted Advisor サービスの他の使用方法を示しま
す。

1. getMillisUntilNextRefreshable の呼び出し
は、DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatusesResult インスタンス内に含まれるオブ
ジェクトをトラバースすることによって実行できます。返された値を使用して、チェックの更新を続け
るのにコードが必要かどうかをテストできます。

2. timeUntilRefreshable が 0 の場合、チェックの更新を要求できます。
3. 返されたステータスを使って、ステータスの変更のポーリングを続けることができます。このコード

スニペットは、ポーリング間隔を推奨値の 10 秒に設定しています。ステータスが enqueued または
in_progress のいずれかの場合、ループは回帰し、他のステータスを要求します。呼び出しによって
successful が返ってきた場合は、ループは終了します。

4. 最後に、コードは、チェックによって生成された情報をトラバースするために使用でき
る、DescribeTrustedAdvisorCheckResultResult データ型のインスタンスを返します。

注: リクエストのステータスをポーリングする前に、単一の更新リクエストを使用します。
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// Retrieves TA refresh statuses. Multiple checkId's can be submitted.
public static List<TrustedAdvisorCheckRefreshStatus> getTARefreshStatus(final String... 
 checkIds) { 
    DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatusesRequest request = 
            new DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatusesRequest().withCheckIds(checkIds); 
    DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatusesResult result = 
            createClient().describeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses(request); 
    return result.getStatuses();
}
// Retrieves a TA check status, and checks to see if it has finished processing.
public static boolean isTACheckStatusInTerminalState(final String checkId) { 
    // Since we only submitted one checkId to getTARefreshStatus, just retrieve the only 
 element in the list. 
    TrustedAdvisorCheckRefreshStatus status = getTARefreshStatus(checkId).get(0); 
    // Valid statuses are: 
    // 1. "none", the check has never been refreshed before. 
    // 2. "enqueued", the check is waiting to be processed. 
    // 3. "processing", the check is in the midst of being processed. 
    // 4. "success", the check has succeeded and finished processing - refresh data is 
 available. 
    // 5. "abandoned", the check has failed to process. 
    return status.getStatus().equals("abandoned") || status.getStatus().equals("success");
}
// Enqueues a Trusted Advisor check refresh. Periodically polls the check refresh status 
 for completion.
public static TrustedAdvisorCheckResult getFreshTACheckResult(final String checkId) throws 
 InterruptedException { 
    refreshTACheck(checkId); 
    while(!isTACheckStatusInTerminalState(checkId)) { 
        Thread.sleep(10000); 
    } 
    return getTACheckResult(checkId);
}
// Retrieves fresh TA check data whenever possible.
// Note: Some checks are refreshed automatically, and they cannot be refreshed by using 
 this operation. This method
// is only functional for checks that can be refreshed using the RefreshTrustedAdvisorCheck 
 operation.
public static void pollForTACheckResultChanges(final String checkId) throws 
 InterruptedException { 
    String checkResultStatus = null; 
    do { 
        TrustedAdvisorCheckResult result = getFreshTACheckResult(checkId); 
        if (checkResultStatus != null && !checkResultStatus.equals(result.getStatus())) { 
            break; 
        } 
        checkResultStatus = result.getStatus(); 
        // The rule refresh has completed, but due to throttling rules the checks may not 
 be refreshed again 
        // for a short period of time. 
        // Since we only submitted one checkId to getTARefreshStatus, just retrieve the 
 only element in the list. 
        TrustedAdvisorCheckRefreshStatus refreshStatus = 
 getTARefreshStatus(checkId).get(0); 
        Thread.sleep(refreshStatus.getMillisUntilNextRefreshable()); 
    } while(true); 
    // Signal that a TA check has changed check result status here.
}

Trusted Advisor チェック結果のリクエスト
目的の詳細結果のチェックを選択したら、DescribeTrustedAdvisorCheckResult API オペレーションを使っ
てリクエストを送信します。
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Tip

Trusted Advisor チェックの名前と説明は変更されることがあります。チェックを一意に識別
するために、コードでチェック ID を指定することをお勧めします。チェック ID を取得するに
は、DescribeTrustedAdvisorChecks API オペレーションを使用します。

次の Java コードスニペットでは、前のコードスニペットで取得された result 変数によって参照
される、DescribeTrustedAdvisorChecksResult インスタンスを使用します。ユーザーイン
ターフェイスを通じてインタラクティブにチェックを定義する代わりに、このスニペットを実行
する要求を送信した後で、result.getChecks().get(0) 呼び出しごとに 0 のインデックス値
を指定することによってリスト内の最初のチェックを実行する要求を送信します。次に、コードで
は、checkResult と呼ばれる DescribeTrustedAdvisorCheckResultResult のインスタンスに渡
す DescribeTrustedAdvisorCheckResultRequest のインスタンスを定義します。チェックの結果を
見るには、このデータ型のメンバー構造体を使用します。

// Request a Trusted Advisor Check Result
public static TrustedAdvisorCheckResult getTACheckResult(final String checkId) { 
    DescribeTrustedAdvisorCheckResultRequest request = new 
 DescribeTrustedAdvisorCheckResultRequest() 
            // Possible language parameters: "en" (English), "ja" (Japanese), 
 "fr" (French), "zh" (Chinese) 
            .withLanguage("en") 
            .withCheckId(checkId); 
    DescribeTrustedAdvisorCheckResultResult requestResult = 
 createClient().describeTrustedAdvisorCheckResult(request); 
    return requestResult.getResult();
}

注: チェック結果を要求しても、更新された Trusted Advisor 結果データは生成されません。

Trusted Advisor のチェック詳細を印刷する
次の Java コードスニペットは、Trusted Advisor チェックによってフラグが付けられたリソースのリスト
を取得するために前のセクションで返された DescribeTrustedAdvisorCheckResultResult インス
タンス上を反復します。

// Print ResourceIds for flagged resources.  
for (TrustedAdvisorResourceDetail flaggedResource :  
    result1.getResult().getFlaggedResources())
{ 
    System.out.println( 
        "The resource for this ResourceID has been flagged: " +  
        flaggedResource.getResourceId());
}

AWS Trusted Advisor の組織ビュー
組織ビューでは、AWS Organizations のすべてのアカウントの Trusted Advisor チェックを表示できま
す。この機能を有効にすると、組織内のすべてのメンバーアカウントのチェック結果を集計するレポー
トを作成できます。このレポートには、チェック結果のサマリー、および各アカウントの影響を受けるリ
ソースに関する情報が含まれます。例えば、レポートを使用して、[IAM の使用] チェックで組織内で AWS 
Identity and Access Management (IIA) を使用しているアカウントを識別することや、Amazon S3 バケッ
ト許可で Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに推奨されるアクションがあるかどうか
を確認することができます。

トピック
• 前提条件 (p. 32)
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• 組織ビューを有効にする (p. 32)
• Trusted Advisor チェックを更新する (p. 33)
• 組織ビューレポートを作成する (p. 33)
• レポートのサマリーの表示 (p. 36)
• 組織ビューレポートをダウンロードする (p. 37)
• 組織ビューを無効にする (p. 41)
• IAM ポリシーを使用して組織ビューへのアクセスを許可する (p. 42)
• その他の AWS のサービスを使用して Trusted Advisor レポートを表示する (p. 44)

前提条件
組織ビューを有効にするには、次の要件を満たす必要があります。

• アカウントは、AWS 組織のメンバーである必要があります。
• 組織で Organizations のすべての機能が有効になっ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「組織内のすべての機能の有効化」を参照してください。。
• 組織の管理アカウントには、Business、Enterprise On-Ramp、または Enterprise Support プランが必

要です。サポートプランは、AWS Supportセンターまたは [サポートプラン] ページで確認できます。
「AWS Support サポートのプラン比較」を参照してください。

• 管理アカウント (または同等の継承されたロール) のユーザーとしてサインインする必要がありま
す。IAM ユーザーとしてサインインする場合でも IAM ロールとしてサインインする場合でも、必要な
アクセス許可のあるポリシーが必要です。「IAM ポリシーを使用して組織ビューへのアクセスを許可す
る (p. 42)」を参照してください。

組織ビューを有効にする
前提要件を満たした後、次の手順に従って組織ビューを有効にします。この機能を有効にすると、次の処
理が実行されます。

• Trusted Advisor が組織内の信頼されたサービスとして有効化されます。詳細については、「AWS 
Organizations ユーザーガイド」の「AWSの他のサービスで信頼されたアクセスを有効にする」 を参照
してください。

• AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting サービスにリンクされたロールが組織の管理アカ
ウントに作成されます。このロールには、Trusted Advisor がユーザーに代わって Organizations を呼び
出すアクセス許可が含まれます。このサービスにリンクされたロールはロックされているため、手動で
削除することはできません。詳細については、「Trusted Advisor のサービスにリンクされたロールの使
用 (p. 212)」を参照してください。

Trusted Advisor コンソールで組織ビューを有効にします。

組織ビューを有効にするには

1. 組織の管理アカウントに管理者としてサインインし、AWS Trusted Advisor コンソール (https://
console.aws.amazon.com/trustedadvisor) を開きます。

2. ナビゲーションペインの [Preferences] (設定) で、[Your organization] (お客様の組織) を選択します。
3. [AWS Organizations で信頼できるアクセスを可能にする] で、[有効] をオンにします。

Note

管理アカウントの組織ビューを有効にしても、すべてのメンバーアカウントに同じチェックが
提供されるわけではありません。例えば、メンバーアカウントすべてにベーシックサポートが
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ついている場合、それらのアカウントは管理アカウントと同じチェックを受けることはできませ
ん。AWS Support プランは、アカウントで使用可能な Trusted Advisor チェックを判断します。

Trusted Advisor チェックを更新する
組織のレポートを作成する前に、Trusted Advisor チェックのステータスを更新することをお勧めしま
す。Trusted Advisor を更新せずにレポートをダウンロードすることができますが、レポートに最新情報が
含まれない可能性があります。

Business、Enterprise On-Ramp、または Enterprise Support プランをご利用の場合は、Trusted Advisor に
よってアカウント内のチェックが毎週更新されます。

Note

Developer または Basic Support プランがある組織内にアカウントがある場合、それらのアカウ
ントのユーザーが Trusted Advisor コンソールにサインインしてチェックを更新する必要がありま
す。組織の管理アカウントからすべてのアカウントのチェックを更新することはできません。

Trusted Advisor チェックを更新するには

1. AWS Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor) に移動します。
2. [Trusted Advisor Recommendations] ページで、[Refresh all checks] (すべてのチェックを更新) を選択

します。アカウントのすべてのチェックが更新されます。

次の方法で特定のチェックを更新することもできます。

• RefreshTrustedAdvisorCheck API オペレーションを使用します。
•

目的のチェックの更新アイコン ( ）を選択します。

組織ビューレポートを作成する
組織ビューを有効にした後、レポートを作成して組織の Trusted Advisor チェック結果を表示できます。

最大 50 のレポートを作成できます。このクォータを超えるレポートを作成した場合、以前のレポートが 
Trusted Advisor によって削除されます。削除されたレポートを復元することはできません。

組織ビューレポートを作成するには

1. 組織の管理アカウントにサインインし、AWS Trusted Advisor コンソール (https://
console.aws.amazon.com/trustedadvisor) を開きます。

2. ナビゲーションペインの [Organizational View] (組織ビュー) を選択します。
3. [Create report (レポートを作成)] を選択します。
4. デフォルトでは、レポートにはすべての AWS リージョン、チェックカテゴリ、チェック、およびリ

ソースのステータスが含まれます。リポジトリの [Create report] (レポートの作成) ページでは、フィ
ルターオプションを使用してレポートをカスタマイズできます。例えば、[Region] (リージョン) の 
[All] (すべて) をクリアして、レポートに含める個々のリージョンを指定できます。

a. レポートの [Name](名前) を入力します。
b. [Format] で、[JSON] または [CSV] を選択します。
c. [Region] (リージョン) で AWS リージョンを指定するか、[All] (すべて) を選択します。
d. [Check category] (チェックカテゴリ) でチェックカテゴリを選択するか、[All] (すべて) を選択しま

す。
e. [Check] で、そのカテゴリの特定のチェックを選択するか、[All] (すべて) を選択します。
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Note

[Check category] (チェックカテゴリ) フィルターは [Check] (チェック) フィルターを上書
きします。例えば、[Security] (セキュリティ) カテゴリを選択し、特定のチェック名を選
択した場合、レポートには、そのカテゴリのすべてのチェック結果が含まれます。特定
のチェックのみのレポートを作成するには、[Check category] (チェックカテゴリ) のデ
フォルトの [All] (すべて) を選択し、目的のチェック名を選択します。

f. [Resource status] (リソースのステータス) で、フィルターするステータス ([Warning] など) また
は [All] (すべて) を選択します。

5. [AWS Organization] で、レポートに含める組織単位 (OU) を選択します。OU の詳細について
は、AWS Organizations ユーザーガイドの「組織単位 (OU) の管理」を参照してください。

6. [Create report (レポートを作成)] を選択します。

Example : レポートフィルターオプションの作成

次の例は、以下の JSON レポートを作成します。

• 3 つの AWS リージョン
• すべてのセキュリティおよびパフォーマンスチェック
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次の例では、レポートには support-team OU および組織の一部である 1 つの AWS アカウントが含まれま
す。
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メモ

• レポートの作成に要する時間は、組織内のアカウントの数と各アカウントのリソースの数に
よって異なります。

• 現在のレポートが 6 時間以上実行している場合を除き、複数のレポートを同時に生成すること
はできません。

• レポートがページに表示されない場合は、ページを更新します。

レポートのサマリーの表示
レポートの準備ができたら、Trusted Advisor コンソールからレポートのサマリーを表示できます。この機
能を使用して、組織全体のチェック結果のサマリーをすばやく表示できます。

レポートのサマリーを表示するには

1. 組織の管理アカウントにサインインし、AWS Trusted Advisor コンソール (https://
console.aws.amazon.com/trustedadvisor) を開きます。

2. ナビゲーションペインの [Organizational View] (組織ビュー) を選択します。
3. レポート名を選択します。
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4. [Summary] (サマリー) ページには、各カテゴリのチェックのステータスが表示されます。[Download 
report] (レポートをダウンロード) を選択することもできます。

Example : 組織のレポートのサマリー

組織ビューレポートをダウンロードする
レポートの準備ができたら、Trusted Advisor コンソールからレポートをダウンロードします。レポート
は、次の 3 つのファイルを含む .zip ファイルです。

• summary.json — 各チェックカテゴリのチェック結果のサマリーが含まれます。
• schema.json — レポート内の指定されたチェックのスキーマが含まれます。
• リソースファイル (.json または .csv) — 組織内のリソースのチェックステータスに関する詳細情報が含

まれます。

組織ビューレポートをダウンロードするには

1. 組織の管理アカウントにサインインし、AWS Trusted Advisor コンソール (https://
console.aws.amazon.com/trustedadvisor) を開きます。

2. ナビゲーションペインの [Organizational View] (組織ビュー) を選択します。

組織ビューページに、ダウンロードできるレポートが表示されます。
3. レポートを選択し、[Download report] (レポートをダウンロード) を選択してファイルを保存します。

一度にダウンロードできるレポートは 1 つだけです。
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4. ファイルを解凍します。
5. テキストエディタを使用して .json ファイルを開くか、スプレッドシートアプリケーションを使用し

て .csv ファイルを開きます。
Note

レポートが 5 MB 以上の場合、複数のファイルがダウンロードされることがあります。

Example : summary.json ファイル

summary.json ファイルには、組織内のアカウントの数、および各カテゴリのチェックのステータスが表
示されます。

Trusted Advisor では、チェック結果に次のカラーコードが使用されます。

• Green – Trusted Advisor はチェックの問題を検出しませんでした。
• Yellow – Trusted Advisor はチェックの潜在的な問題を検出しました。
• Red – Trusted Advisor はエラーを検出し、チェックのアクションを推奨しました。
• Blue – Trusted Advisor はチェックの状態を特定できませんでした。

次の例では、2 つのチェックが Red で、1 つチェックが Green、そして 1 つのチェックが Yellow です。

{ 
    "numAccounts": 3, 
    "filtersApplied": { 
        "accountIds": ["123456789012","111122223333","111111111111"], 
        "checkIds": "All", 
        "categories": [ 
            "security", 
            "performance" 
        ], 
        "statuses": "All", 
        "regions": [ 
            "us-west-1", 
            "us-west-2", 
            "us-east-1" 
        ], 
        "organizationalUnitIds": [ 
            "ou-xa9c-EXAMPLE1", 
            "ou-xa9c-EXAMPLE2" 
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        ] 
    }, 
    "categoryStatusMap": { 
        "security": { 
            "statusMap": { 
                "ERROR": { 
                    "name": "Red", 
                    "count": 2 
                }, 
                "OK": { 
                    "name": "Green", 
                    "count": 1 
                }, 
                "WARN": { 
                    "name": "Yellow", 
                    "count": 1 
                } 
            }, 
            "name": "Security" 
        } 
    }, 
    "accountStatusMap": { 
        "123456789012": { 
            "security": { 
                "statusMap": { 
                    "ERROR": { 
                        "name": "Red", 
                        "count": 2 
                    }, 
                    "OK": { 
                        "name": "Green", 
                        "count": 1 
                    }, 
                    "WARN": { 
                        "name": "Yellow", 
                        "count": 1 
                    } 
                }, 
                "name": "Security" 
            } 
        } 
    }
}

Example : schema.json ファイル

schema.json ファイルには、レポート内のチェックのスキーマが含まれます。次の例には、IAM パス
ワードポリシー (Yw2K9puPzl) チェックと IAM キーローテーション (DqdJqYeRm5) チェックの ID とプロ
パティが含まれます。

{ 
    "Yw2K9puPzl": [ 
        "Password Policy", 
        "Uppercase", 
        "Lowercase", 
        "Number", 
        "Non-alphanumeric", 
        "Status", 
        "Reason" 
    ], 
    "DqdJqYeRm5": [ 
        "Status", 
        "IAM User", 
        "Access Key", 
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        "Key Last Rotated", 
        "Reason" 
    ], 
    ...
}

Example : resources.csv ファイル

resources.csv ファイルには、組織内のリソースに関する情報が含まれます。この例は、次のようなレ
ポートに表示されるデータ列の一部を示します。

• 影響を受けるアカウントのアカウント ID
• Trusted Advisor チェック ID
• リソース ID。
• レポートのタイムスタンプ
• Trusted Advisor チェックの完全な名前
• Trusted Advisor チェックカテゴリ
• 親組織単位 (OU) またはルートのアカウント ID

チェック結果がリソースレベルに存在する場合、リソースファイルにはエントリのみが含まれます。次の
ような理由から、レポートにチェックが表示されない場合があります。

• いくつかのチェック ([ルートアカウントの MFA] など) にはリソースがないので、レポートに表示されま
せん。リソースのないチェックは、summary.json ファイルに含まれます。

• 一部のチェックでは、Red または Yellow の場合にリソースのみが表示されます。すべてのリソースが
Green の場合、リソースがレポートに表示されないことがあります。

• チェックが必要なサービスに対してアカウントが有効になっていない場合、チェックがレポートに表示
されないことがあります。例えば、組織で Amazon Elastic Compute Cloud リザーブドインスタンスを
使用していない場合、[Amazon EC2 リザーブドインスタンスリースの有効期限切れ] チェックはレポー
トに表示されません。

• アカウントでチェック結果が更新されていません。これは、Basic または Developer Support プラン
を持つユーザーが Trusted Advisor コンソールに初めてサインインしたときに発生することがありま
す。Business、Enterprise On-Ramp、または Enterprise Support プランをご利用の場合は、チェック結
果が表示されるまでにアカウントのサインアップから最大で 1 週間かかることがあります。詳細につい
ては、「Trusted Advisor チェックを更新する (p. 33)」を参照してください。

• 組織の管理アカウントのみでチェックのレコメンデーションが有効な場合、レポートには組織内の他の
アカウントのリソースは含まれません。

リソースファイルでは、Microsoft Excel などの一般的なソフトウェアを使用して、.csv ファイル形式を開
くことができます。.csv ファイルは、組織内のすべてのアカウントにわたるチェックの 1 回だけの分析に
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使用できます。レポートをアプリケーションで使用する場合は、.json ファイルとしてレポートをダウン
ロードできます。

.json ファイル形式は、集約や複数のデータセットを使用した高度な分析などの高度なユースケースで .csv 
ファイル形式よりも高い柔軟性を提供します。例えば、Amazon Athena などの AWS のサービスで SWL 
インターフェイスを使用してレポートにクエリを実行できます。Amazon QuickSight を使用してダッシュ
ボードを作成し、データを視覚化することもできます。詳細については、「その他の AWS のサービスを
使用して Trusted Advisor レポートを表示する (p. 44)」を参照してください。

組織ビューを無効にする
組織ビューを無効にするには、次の手順に従います。この機能を無効にするには、組織の管理アカウント
にサインインするか、必要なアクセス許可を持つロールを継承する必要があります。この機能を組織内の
別のアカウントから無効にすることはできません。

この機能を無効にすると、次の処理が実行されます。

• Trusted Advisor が Organizations の信頼済みサービスとして削除されます。
• AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting サービスにリンクされたロールのロックが組織の

管理アカウントで解除されます。その結果、必要に応じて手動で削除できるようになります。
• 組織のレポートを作成、表示、およびダウンロードすることはできません。以前に作成したレポートに

アクセスするには、Trusted Advisor コンソールから組織ビューを再度有効にする必要があります。「組
織ビューを有効にする (p. 32)」を参照してください。

Trusted Advisor の組織ビューを無効にするには

1. 組織の管理アカウントにサインインし、AWS Trusted Advisor コンソール (https://
console.aws.amazon.com/trustedadvisor) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [設定] を選択します。
3. [Organizational View] (組織ビュー) で [Disable organizational view] (組織ビューを無効化) を選択しま

す。

組織ビューを無効にすると、Trusted Advisor では、組織内の他の AWS アカウントからチェックが集計さ
れなくなります。ただし、AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting サービスにリンクされた
ロールは、IAM コンソール、IAM API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) から削除するま
で組織の管理アカウントに残ります。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
ロールの削除」を参照してください。

Note

その他の AWS のサービスを使用して、組織ビューレポートのデータをクエリおよび視覚化でき
ます。詳細については、以下のリソースを参照してください。
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• AWS Management & Governance ブログ の「View AWS Trusted Advisor recommendations at 
scale with AWS Organizations」

• その他の AWS のサービスを使用して Trusted Advisor レポートを表示する (p. 44)

IAM ポリシーを使用して組織ビューへのアクセスを許
可する
AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを使用して、アカウント内のユーザーまたはロール
に AWS Trusted Advisor の組織ビューへのアクセスを許可できます。

Example : 組織ビューへのフルアクセス

次のポリシーは、組織ビュー機能へのフルアクセスを許可します。これらのアクセス許可が付与されてい
るユーザーは、次のことを行うことができます。

• 組織ビューを有効または無効にする
• レポートを作成、表示、およびダウンロードする。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ReadStatement", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:ListAccountsForParent", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:ListRoots", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "trustedadvisor:DescribeAccount", 
                "trustedadvisor:DescribeChecks", 
                "trustedadvisor:DescribeCheckSummaries", 
                "trustedadvisor:DescribeAccountAccess", 
                "trustedadvisor:DescribeOrganization", 
                "trustedadvisor:DescribeReports", 
                "trustedadvisor:DescribeServiceMetadata", 
                "trustedadvisor:DescribeOrganizationAccounts", 
                "trustedadvisor:ListAccountsForParent", 
                "trustedadvisor:ListRoots", 
                "trustedadvisor:ListOrganizationalUnitsForParent" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CreateReportStatement", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "trustedadvisor:GenerateReport" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ManageOrganizationalViewStatement", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:DisableAWSServiceAccess", 
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                "trustedadvisor:SetOrganizationAccess" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CreateServiceLinkedRoleStatement", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
reporting.trustedadvisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting" 
        } 
    ]
}

Example : 組織ビューへの読み取りアクセス

次のポリシーは、Trusted Advisor の組織ビュー機能への読み取り専用アクセスを許可します。これらのア
クセス許可を持つユーザーは、既存のレポートを表示およびダウンロードできます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ReadStatement", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:ListAccountsForParent", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:ListRoots", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "trustedadvisor:DescribeAccount", 
                "trustedadvisor:DescribeChecks", 
                "trustedadvisor:DescribeCheckSummaries", 
                "trustedadvisor:DescribeAccountAccess", 
                "trustedadvisor:DescribeOrganization", 
                "trustedadvisor:DescribeReports", 
                "trustedadvisor:ListAccountsForParent", 
                "trustedadvisor:ListRoots", 
                "trustedadvisor:ListOrganizationalUnitsForParent" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

独自の IAM ポリシーを作成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 ポリ
シーの作成」を参照してください。

Note

アカウントで AWS CloudTrail を有効にすると、次のロールがログエントリに表示されます。

• AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting — Trusted Advisor が組織内のアカウン
トにアクセスするために使用するサービスにリンクされたロール。

• AWSServiceRoleForTrustedAdvisor — Trusted Advisor が組織内のサービスにアクセスす
るために使用する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の詳細については、「Trusted Advisor のサービスにリンクされた
ロールの使用 (p. 212)」を参照してください。
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その他の AWS のサービスを使用して Trusted Advisor 
レポートを表示する
このチュートリアルに従い、その他の AWS のサービスを使用してデータをアップロードし、表示しま
す。このトピックでは、を保存する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを作成し、レ
ポート、およびアカウントにリソースを作成する AWS CloudFormation テンプレートを保存します。次
に、Amazon Athena を使用してレポートに対して分析またはクエリを実行するか、Amazon QuickSight を
使用して、そのデータをダッシュボードで視覚化できます。

レポートデータの視覚化の詳細と例については、AWS Management & Governance ブログの「View AWS 
Trusted Advisor recommendations at scale with AWS Organizations」を参照してください。

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、以下の要件を満たす必要があります。

• 管理者権限を持つ AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーとしてサインインします。
• 米国東部 (バージニア北部) AWS リージョンを使用して、AWS のサービスとリソースをすばやくセット

アップします。
• Amazon QuickSight アカウントを作成します。詳細については、Amazon QuickSight ユーザーガイ

ド「Amazon QuickSight でのデータ分析の開始方法」を参照してください。

レポートを Amazon S3 にアップロードする
resources.json レポートをダウンロードした後、ファイルを Amazon S3 にアップロードします。米国
東部 (バージニア北部) リージョンのバケットを使用する必要があります。

Amazon S3 バケットにレポートをアップロードするには

1. AWS Management Console (https://console.aws.amazon.com/) にサインインします。
2. リージョンの選択ツールを使用して [米国東部（バージニア北部] リージョンを選択します。
3. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
4. バケットの一覧から S3 バケットを選択し、名前をコピーします。この名前は次の手順で使用しま

す。
5. #####のページで、[フォルダの作成] を選択して フォルダ名に「folder1」と入力して [保存] を選択

します。
6. [folder1] を選択します。
7. folder1 で [アップロード] を選択し、resources.json ファイルを選択します。
8. [次へ] を選択し、デフォルトのオプションを変更せずに、[アップロード] を選択します。

Note

このバケットに新しいレポートをアップロードする場合は、既存のレポートが上書きされな
いように .json ファイルをアップロードするたびに名前を変更します。例えば、各ファイル
にタイムスタンプ (resources-timestamp.json、resources-timestamp2.json など) 
を追加できます。

AWS CloudFormation を使用してリソースを作成する
レポートを Amazon S3 にアップロードしたら、次の YAML テンプレートを AWS CloudFormation にアッ
プロードします。このテンプレートは、S3 バケット内のレポートデータをその他のサービスが使用できる
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よう、アカウントに作成するリソースを AWS CloudFormation に伝えます。テンプレートは、IAM、AWS 
Lambda、および AWS Glue のリソースを作成します。

AWS CloudFormation を使用してリソースを作成するには

1. trusted-advisor-reports-template.zip ファイルをダウンロードします。
2. ファイルを解凍します。
3. テキストエディタでテンプレートファイルを開きます。
4. BucketName および FolderName パラメーターで、your-bucket-name-here および folder1 の

値をアカウントのバケット名とフォルダ名で置き換えます。
5. ファイルを保存します。
6. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
7. リージョンの選択ツールで [米国東部 (バージニア北部)] リージョンを選択します (まだ選択していな

い場合)。
8. ナビゲーションペインで、[Stacks] を選択します。
9. [スタックの作成] を選択し、[新しいリソースを使用 (標準)] を選択します。
10. [スタックの作成] ページの [テンプレートの指定] で、テンプレートファイルのアップロード]、[ファイ

ルの選択] の順に選択します。
11. YAML ファイルを選択し、[次へ] を選択します。
12. [スタックの詳細を指定] ページで、スタック名 (Organizational-view-Trusted-Advisor-

reports など) を入力して [次へ] を選択します。
13. [スタックオプションを設定] ページでデフォルトオプションを受け入れ、[次へ] を選択します。
14. [Organizational-view-Trusted-Advisor-reports の確認] ページでオプションを確認しま

す。ページの下部で、[AWS CloudFormation によって IAM リソースが作成される場合があることを承
認します] チェックボックスを選択します。

15. [スタックの作成] を選択します。

スタックの作成には約 5 分かかります。
16. スタックが正常に作成されると、[リソース] タブは、次の例のようになります。

Amazon Athena でデータをクエリする
リソースを取得したら、Athena でデータを表示できます。Athena を使用してクエリを作成し、レポート
の結果を分析します (組織内のアカウントの特定のチェック結果の検索など)。
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メモ

• 米国東部 (バージニア北部) リージョンを使用します。
• Athena を初めて使用する場合は、レポートに対してクエリを実行する前にクエリ結果の場所を

指定する必要があります。この場所には別の S3 バケットを指定することをお勧めします。詳
細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「クエリ結果の場所の指定」を参照してくだ
さい。

Amazon Athena でデータをクエリするには

1. https://console.aws.amazon.com/athena/ で Athena コンソールを開きます。
2. リージョンの選択ツールで [米国東部 (バージニア北部)] リージョンを選択します (まだ選択していな

い場合)。
3. [保存したクエリ] を選択し、検索フィールドに「Show sample」と入力します。
4. 表示されたクエリを選択します ([Show sample entries of TA report] など)。

クエリは以下のようになります。

SELECT * FROM "athenatacfn"."folder1" limit 10

5. [Run query] (クエリの実行) を選択します。クエリの結果が表示されます。

Example : Athena クエリ

次の例は、レポートの 10 件のサンプルエントリを示しています。
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詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドの「Amazon Athena を使用した SQL クエリの実行」を
参照してください。

これで Amazon QuickSight でダッシュボードを作成できるよう
になりました。
Amazon QuickSight をセットアップして、ダッシュボードでデータを表示し、レポート情報を視覚化する
こともできます。

Note

米国東部 (バージニア北部) リージョンを使用する必要があります。

Amazon QuickSight でダッシュボードを作成するには

1. Amazon QuickSight コンソールに移動し、アカウントにサインインします。
2. [新しい分析]、[新しいデータセット] の順に選択し、[Athena] を選択します。
3. [新しい Athena データソース] ダイアログボックスで、データソース名 (「AthenaTA」など) を入力し

て [データソースを作成] を選択します。
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4. [テーブルを選択] ダイアログボックスで、[athenatacfn] テーブル、[folder1] の順に選択し、[選択] を選
択します。

5. [データセットの作成を完了] ダイアログボックスで [データを直接クエリする] を選択し、[視覚化] を
選択します。

これで Amazon QuickSight でダッシュボードを作成できるようになりました。詳細については、Amazon 
QuickSight ユーザーガイドの「ダッシュボードの使用」を参照してください。

Example : Amazon QuickSight ダッシュボード

次の例のダッシュボードは、次のような Trusted Advisor チェックに関する情報を示します。

• 影響を受けるアカウント ID
• AWS リージョンごとのサマリー
• チェックカテゴリ
• チェックのステータス
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• 各アカウントのレポート内のエントリの数

Note

ダッシュボードの作成中にアクセス許可エラーが発生した場合は、Amazon QuickSight が Athena 
を使用できることを確認してください。詳細については、Amazon QuickSight ユーザーガイドの
「Amazon Athena に接続できない」を参照してください。

レポートデータの視覚化の詳細と例については、AWS Management & Governance ブログの「View AWS 
Trusted Advisor recommendations at scale with AWS Organizations」を参照してください。

トラブルシューティング
このチュートリアルで問題が発生した場合は、次のトラブルシューティングのヒントを参照してくださ
い。

レポートに最新のデータが表示されない

組織ビュー機能では、レポートを作成しても組織の Trusted Advisor チェックは自動的に更新されません。
最新のチェック結果を取得するには、組織内の管理アカウントと各メンバーアカウントのチェックを更新
します。詳細については、「Trusted Advisor チェックを更新する (p. 33)」を参照してください。

レポートに重複する列がある

レポートに重複する列がある場合、Athena コンソールのテーブルに次のエラーが表示されることがありま
す。

HIVE_INVALID_METADATA: Hive metadata for table folder1 is invalid: Table 
descriptor contains duplicate columns

例えば、すでに存在する列をレポートに追加した場合、Athena コンソールでレポートデータを表示しよう
とすると問題が発生する可能性があります。この問題を解決するには、次のステップに従います。
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重複した列を検索する

AWS Glue コンソールを使用してスキーマを表示し、レポートに重複する列があるかどうかをすばやく特
定できます。

重複した列を検索するには

1. https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。
2. リージョンの選択ツールで [米国東部 (バージニア北部)] リージョンを選択します (まだ選択していな

い場合)。
3. ナビゲーションペインで、[Tables] (テーブル) を選択します。
4. フォルダ名 (folder1 など) を選択し、[スキーマ] で [列名] の値を表示します。

列が重複する場合は、新しいレポートを Amazon S3 バケットにアップロードする必要があります。
次の「新しいレポートをアップロードする (p. 50)」セクションを参照してください。

新しいレポートをアップロードする

重複する列を識別したら、既存のレポートを新しいレポートで置き換えることをお勧めします。これによ
り、このチュートリアルで作成されたリソースは、組織の最新のレポートデータを使用するようになりま
す。

新しいレポートをアップロードするには

1. 組織内のアカウントの Trusted Advisor チェックを更新します (まだ更新していない場合)。「Trusted 
Advisor チェックを更新する (p. 33)」を参照してください。

2. Trusted Advisor コンソールで別の JSON レポートを作成してダウンロードします。「組織ビューレ
ポートを作成する (p. 33)」を参照してください。このチュートリアルでは、JSON ファイルを使用
する必要があります。

3. AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール https:// 
console.aws.amazon.com/s3/ を開きます。

4. Amazon S3 バケットを選択し、folder1 フォルダを選択します。
5. 以前の resources.json レポートを選択し、[削除] を選択します。
6. [オブジェクトの削除] ページの [オブジェクトを完全に削除しますか?] に「permanently delete」

と入力し、[オブジェクトを削除] を選択します。
7. S3 バケットで [アップロード] を選択し、新しいレポートを指定します。この操作により Athena テー

ブルと AWS Glue クローラリソースが最新のレポートデータで更新されます。リソースの更新には数
分かかることがあります。

8. Athena コンソールで新しいクエリを入力します。「Amazon Athena でデータをクエリす
る (p. 45)」を参照してください。

Note

このチュートリアルの問題が解決しない場合は、AWS Supportセンターで技術サポートを作成で
きます。

AWS Security Hub のコントロールを AWS Trusted 
Advisor で表示する

AWS アカウント の AWS Security Hub を有効にした後、Trusted Advisor コンソールでセキュリティコン
トロールと調査結果を確認できます。Trusted Advisor チェックを使用するのと同じ方法で、Security Hub 
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コントロールを使用して、アカウントのセキュリティの脆弱性を特定できます。チェック状況や影響を受
けるリソースのリストを表示し、Security Hub のレコメンデーションに従ってセキュリティ問題を対処し
ます。この機能を使用して、1 つの便利な場所で Trusted Advisor や Security Hub からセキュリティレコ
メンデーションをみつかることができます。

メモ

• Trusted Advisor から、AWS 基礎セキュリティのベストプラクティスセキュリティスタン
ダードで、Category: Recover > Resilience を除くすべてのコントロールを表示できます。サ
ポートされるコントロールのリストについては、AWS Security Hub ユーザーガイドの「AWS 
Foundational Security Best Practices controls」を参照してください。

Security Hub のカテゴリの詳細については、「Control categories」を参照してください。
• 現在、Security Hub が新しいコントロールを AWS 基本的なセキュリティベストプラクティス

のセキュリティ標準に追加する場合、Trusted Advisor でそれらを表示する前に 2 ～ 4 週間遅れ
る場合があります。この期間は、ベストエフォートであり、保証されません。

トピック
• 前提条件 (p. 51)
• Security Hub の調査結果を表示する (p. 52)
• Security Hub の調査結果を更新する (p. 53)
• Trusted Advisor から Security Hub を無効にする (p. 53)
• トラブルシューティング (p. 54)

前提条件
Security Hub と Trusted Advisor の統合を有効にするには、次の要件を満たす必要があります。

• この機能を使用するには、ビジネス、エンタープライズ On-Ramp、または エンタープライズサポート
プランが必要です。サポートプランは、AWS Support センターまたはサポートプランページで確認でき
ます。詳細については、「AWS Support プランの比較」を参照してください。

• Security Hub でコントロールが必要な AWS リージョン は、AWS Config でリソースレコードを有効に
する必要があります。詳細については、「AWS Config の有効化と設定」を参照してください。

• Security Hub を有効にして、[AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0] (基礎セキュリティのベ
ストプラクティス v1.0.0) セキュリティスタンダードを選択する必要があります。まだ設定していない
場合は、AWS Security Hub ユーザーガイドの「AWS Security Hub のセットアップ」を参照してくださ
い。

Note

前提条件をすでに満たしている場合は、Security Hub の調査結果を表示する (p. 52) に進んで
ください。

AWS Organizations アカウントについて
管理者アカウントの前提条件をすでに満たしている場合、この統合は組織内すべてのメンバーアカウント
に対して自動的に有効になります。この機能を有効にするために、個々のメンバーアカウントから AWS 
Support へのお問い合わせは不要です。ただし、組織のメンバーアカウントは、Trusted Advisor で調査結
果を確認したい場合は、Security Hub を有効にする必要があります。

特定のメンバーアカウントに対してこの統合を無効にする場合は、AWS Organizations アカウントのこの
機能を無効にする (p. 54) を参照してください。
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Security Hub の調査結果を表示する
アカウントの Security Hub を有効にした後、Trusted Advisor コンソールの[Security] (セキュリティ) ペー
ジに、Security Hub の調査結果が表示されるまで最大 24 時間かかる場合があります。

Trusted Advisor で Security Hub の調査結果を表示するには

1. Trusted Advisor コンソールに移動し、[Security] (セキュリティ) カテゴリを選択します。
2. [Search by keyword] (キーワードによる検索) フィールドに、コントロール名または説明をに入力しま

す。

Tip

[Source] (ソース) は、[AWS Security Hub] を選択して、Security Hub のコントロールをフィ
ルターできます。

3. Security Hub コントロール名を選択すると、次の情報が表示されます。

• [Description] (説明) — コントロールがアカウントに対してセキュリティの脆弱性をチェックする方
法を説明します。

• [Source] (ソース) — AWS Trusted Advisor または AWS Security Hub からのチェックか確認しま
す。Security Hub コントロールの場合、コントロール ID を確認できます。

• [Alert Criteria] (アラート基準) — コントロールのステータスを確認します。例えば、Security Hub が
重要な問題を検出した場合、ステータスは赤: [Critical] (重大) または [High] (高) と表示される場合が
あります。

• [Recommended Action] (推奨されるアクション) — Security Hub のドキュメントリンクを活用し
て、問題解決の推奨手順を確認します。

• [Security Hub resources] (Security Hub リソース) — Security Hub が問題を検出したリソースは、ア
カウントで確認できます。

メモ

• 調査結果からリソースを除外するには、Security Hub を使用する必要があります。現
在、Trusted Advisor コンソールを使用して、Security Hub のコントロールからアイテムを除外
することはできません。詳細については、「Setting the workflow status for findings」を参照し
てください。

• 組織ビュー機能は、Security Hub との統合をサポートします。組織全体の Security Hub コント
ロールの調査結果を表示した後、レポートを作成しダウンロードできます。詳細については、
「AWS Trusted Advisor の組織ビュー (p. 31)」を参照してください。

Example 例:IAM ユーザーアクセスキーの Security Hub コントロールは存在してはいけない

次の例は、Trusted Advisor コンソールの Security Hub コントロールの調査結果です。
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Security Hub の調査結果を更新する
セキュリティスタンダードを有効にした後、Security Hub がリソースの調査結果を取得するまでに最大 2 
時間かかる場合があります。その後、データが Trusted Advisor コンソールに表示されるまで、最大 24 時
間かかる場合があります。[AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0] (基礎セキュリティのベスト
プラクティス v1.0.0) セキュリティスタンダードを最近有効にした場合は、後で Trusted Advisor コンソー
ルを再度チェックしてください。

Note

• 各 Security Hub の更新スケジュールは、定期的または変更がトリガーとなり設定されます。現
在、Trusted Advisor コンソールや AWS Support APIを使用して Security Hub のコントロール
を更新することはできません。詳細については、「Schedule for running security checks」を参
照してください。

• 調査結果からリソースを除外するには、Security Hub を使用する必要があります。現
在、Trusted Advisor コンソールを使用して、Security Hub のコントロールからアイテムを除外
することはできません。詳細については、「Setting the workflow status for findings」を参照し
てください。

Trusted Advisor から Security Hub を無効にする
Security Hub 情報を Trusted Advisor コンソールに表示したくない場合は、この手順を実行してください。
この手順では、Security Hub と Trusted Advisor の統合のみ無効にします。Security Hub の設定には影響し
ません。引き続き、Security Hub のコンソールを使用して、セキュリティコントロール、リソース、およ
びレコメンデーションを表示できます。

Security Hub の統合を無効にするには

1. AWS Support にお問い合わせて、Security Hub と Trusted Advisor の統合を無効にするようにリクエ
ストします。

AWS Support がこの機能を無効にすると、Security Hub は Trusted Advisor にデータを送信しなくな
ります。Security Hub のデータは Trusted Advisor から削除されます。

API バージョン 2013-04-15
53

https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-schedule.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/finding-workflow-status.html
https://console.aws.amazon.com/support


AWS Support ユーザーガイド
トラブルシューティング

2. この統合を再度有効にするには、AWS Support にお問い合わせください。

AWS Organizations アカウントのこの機能を無効にする
管理アカウントに対して既に前述の手順を完了している場合、組織内のすべてのメンバーアカウントか
ら Security Hub の統合が自動的に削除されます。組織内の個々のメンバーアカウントは、個別に AWS 
Support へお問い合わせ必要はありません。

組織のメンバーアカウントの場合は、自分のアカウントのみこの機能を削除するように AWS Support にお
問い合わせます。

トラブルシューティング
この統合に問題がある場合は、次のトラブルシューティング情報を参照してください。

目次
• Security Hub の調査結果が Trusted Advisor コンソールに表示されない (p. 54)
• Security Hub と AWS Config を正しく設定したが、検出結果がまだ確認できない。 (p. 54)
• 特定の Security Hub コントロールを無効にしたい (p. 55)
• 除外された Security Hub リソースを検索したい (p. 55)
• AWS 組織に属するメンバーアカウントに対して、この機能を有効または無効にしたい (p. 55)
• Security Hub チェックで同じ影響を受けるリソースに関して複数の AWS リージョン が表示されま

す (p. 55)
• リージョンで Security Hub または AWS Config をオフにしました (p. 56)
• コントロールが Security Hub にアーカイブされているが、Trusted Advisor にはまだ調査結果が表示さ

れている (p. 56)
• Security Hub の調査結果がまだ表示されない。 (p. 56)

Security Hub の調査結果が Trusted Advisor コンソールに表示さ
れない
次のステップを完了していることを確認します。

• ビジネスプラン、エンタープライズ On-Ramp、エンタープライズサポートプランを利用している。
• Security Hub と同じリージョン内の AWS Config でリソースレコードを有効にしている。
• Security Hub を有効にして、[AWS Foundational Security Best Practices v1.0.0] (基礎セキュリティのベ

ストプラクティス v1.0.0) セキュリティスタンダードを選択した。
• Security Hub からの新しいコントロールが、2〜4 週間以内に Trusted Advisor でチェックインとして追

加されます。注釈 (p. 51)を参照してください。

詳細については、「前提条件 (p. 51)」を参照してください。

Security Hub と AWS Config を正しく設定したが、検出結果がま
だ確認できない。
Security Hub がリソースの結果を取得するまでに、最大 2 時間かかることがあります。データが Trusted 
Advisor コンソールに表示されるまでに最大 24 時間かかる場合があります。後で Trusted Advisor コン
ソールをもう一度チェックしてください。
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メモ

• [Recover] (復元) > [Resilience] (耐障害性)のカテゴリ を含むコントロールを除いて、AWS 基礎
セキュリティのベストプラクティスセキュリティスタンダードのコントロールに関する調査結
果のみ Trusted Advisor に表示されます。

• Security Hub または Security Hub にサービス上の問題がある場合、調査結果が Trusted Advisor 
に表示されるまでに最大 24 時間かかる場合があります。後で Trusted Advisor コンソールをも
う一度チェックしてください。

特定の Security Hub コントロールを無効にしたい
Security Hub は、データを Trusted Advisor に自動的に送信します。Security Hub コントロールを無効にす
るか、そのコントロールのリソースが存在しなくなった場合、調査結果は Trusted Advisor に表示されませ
ん。

Security Hub のコンソールにサインインして、コントロールが有効か無効か確認できます。

Security Hub コントロールを無効にする、または AWS Foundation Security Best Practices セキュリティ
標準に対するすべてのコントロールを無効にすると、調査結果はそれから 5 日後までにアーカイブされま
す。この 5 日間のアーカイブ期間は概算かつベストエフォートにとどまるものであり、保証されるもので
はありません。検出結果がアーカイブされると、Trusted Advisor から削除されます。

詳細については、次のトピックを参照してください。

• 個々のコントロールの無効化と有効化
• セキュリティ標準の無効化または有効化

除外された Security Hub リソースを検索したい
Trusted Advisor コンソールで、Security Hub コントロール名を選択してから、[Excluded items] (非表示の
項目) オプションを選択します。このオプションは、Security Hub で抑制されているすべてのリソースを表
示します。

リソースのワークフローステータスが SUPPRESSED に設定されている場合、そのリソースは Trusted 
Advisor では除外項目となります。Trusted Advisor コンソールから Security Hub のリソースを抑制する
ことはできません。抑制する場合は、Security Hub コンソールを使用します。詳細については、「Setting 
the workflow status for findings」を参照してください。

AWS 組織に属するメンバーアカウントに対して、この機能を有
効または無効にしたい
デフォルトでは、メンバーアカウントは AWS Organizations の管理アカウントから機能を引き継ぎます。
管理アカウントでこの機能を有効にした場合、組織内のすべてのアカウントにもこの機能が備わります。
メンバーアカウントに対して特定の変更を加えたい場合は、AWS Support にお問い合わせ必要がありま
す。

Security Hub チェックで同じ影響を受けるリソースに関して複数
の AWS リージョン が表示されます
IAM や Amazon CloudFront など、一部の AWS のサービス はグローバルであり、リージョンに固有ではあ
りません。デフォルトでは、Amazon S3 バケットなどのグローバルリソースは、米国東部 (バージニア北
部) リージョンに表示されます。

グローバルサービスのリソースを評価する Security Hub チェックでは、影響を受けるリソースに関して複
数の項目が表示される場合があります。例えば、アカウントでこの機能がアクティブ化されていないこと
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Compute Optimizer をオプトインする

が Hardware MFA should be enabled for the root user チェックで確認された場合、同じリ
ソースのテーブルに複数のリージョンが表示されます。

Security Hub および AWS Config を設定して、同じリソースについて複数のリージョンが表示されない
ようにできます。詳細については、「AWS Foundational Best Practices controls that you might want to 
disable」(無効にする可能性のある の基本的なベストプラクティスのコントロール) を参照してください。

リージョンで Security Hub または AWS Config をオフにしまし
た
AWS Config を使用してリソースの記録を停止するか、AWS リージョン で Security Hub を無効にする
と、Trusted Advisor はそのリージョンのコントロールのデータを受信しなくなります。Trusted Advisor は 
Security Hub の調査結果を 7～9 日以内に削除します。この期間は、ベストエフォートであり、保証され
ません。詳細については、「Security Hub を無効にする」を参照してください。

アカウントでこの機能を無効にするには、「Trusted Advisor から Security Hub を無効にする (p. 53)」
を参照してください。

コントロールが Security Hub にアーカイブされている
が、Trusted Advisor にはまだ調査結果が表示されている
調査結果の RecordState ステータスが ARCHIVED に変わると、Trusted Advisor はその Security Hub コ
ントロールの調査結果をアカウントから削除します。Trusted Advisor の調査結果が削除されるまで、最大 
7～9 日間は表示される場合があります。この期間は、ベストエフォートであり、保証されません。

Security Hub の調査結果がまだ表示されない。
この機能の問題が解決しない場合は、AWS Support センターで技術サポートを作成できます。

Trusted Advisor チェックのために AWS Compute 
Optimizer をオプトインする

Compute Optimizer は、AWS リソースの設定と使用率のメトリクスを分析するサービスです。このサー
ビスは、リソースが効率性と信頼性のために正しく設定されているかどうかを報告します。また、ワー
クロードのパフォーマンスを向上させるために実装できる改善も示唆しています。Compute Optimizer で
は、Trusted Advisor チェックで同じレコメンデーションを表示します。

AWS アカウント のみ、または AWS Organizations の組織の一部であるすべてのメンバーアカウントのい
ずれかをオプトインできます。詳細については、「AWS Compute Optimizer ユーザーガイド」の「使用開
始」を参照してください。

Compute Optimizer をオプトインすると、以下のチェックは Lambda 関数と Amazon EBS ボリュームから
データを受け取ります。検出結果と最適化のレコメンデーションの生成には、最大 12 時間かかることが
あります。その後、次のチェックのために Trusted Advisor で結果を表示するのに最大 48 時間かかる場合
があります。

コスト最適化 (p. 72)

• Amazon EBS の過剰プロビジョニングボリューム
• AWS Lambda メモリサイズの過剰プロビジョニング関数

パフォーマンス (p. 91)
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• Amazon EBS のプロビジョニング不足ボリューム
• AWS Lambda メモリサイズのプロビジョニング不足関数

メモ

• これらのチェックの結果は、毎日数回自動的に更新されます。更新要求は許可されません。変
更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、これらのチェックからリ
ソースを除外することはできません。

• Trusted Advisor には、活用不足の Amazon EBS ボリュームと、使用率が高い Amazon EBS 磁
気ボリュームのチェックが既にあります。

Compute Optimizer でオプトインしたら、新しい Amazon EBS 過剰プロビジョニングボリュー
ムと Amazon EBS プロビジョニング不足ボリュームのチェックを代わりに使用することをお勧
めします。

関連情報
詳細については、次のトピックを参照してください。

• AWS Compute Optimizerユーザーガイドの Amazon EBS ボリュームに関するレコメンデーションの表
示

• AWS Compute Optimizerユーザーガイドの Lambda 関数に関するレコメンデーションの表示
• 詳細については、「AWS Lambda デベロッパーガイド」の「Lambda 関数メモリの設定」を参照してく

ださい。
• Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EBS ボリュームへの変更のリクエスト

AWS Trusted Advisor Priority の開始方法
Trusted Advisor Priority は、AWS ベストプラクティスに従って AWS アカウント を保護し、最適化するの
に役立ちます。Trusted Advisor Priority を使用すると、AWS アカウント チームは、予防的にアカウントを
モニタリングし、ユーザーに代わって機会を特定したときに優先順位の高いレコメンデーションを作成で
きます。

例えば、アカウントチームは、ルートアカウントに多要素認証 (MFA) が欠落していないかどうかを確認で
きます。アカウントチームは、レコメンデーションを作成することで、MFA on Root Account のよう
なチェックにすぐに対応できます。レコメンデーションは、Trusted Advisor コンソールの Trusted Advisor 
Priority のページにアクティブな優先順位付けされたレコメンデーションとして表示されます。次に、この
レコメンデーションに従って解決します。

Trusted Advisor Priority のレコメンデーションは、次の 2 つのソースのいずれかから取得できます。

• AWS のサービス – Trusted Advisor、AWS Security Hub、および AWS Well-Architected などのサービス
は、レコメンデーションを自動的に作成します。アカウントチームは、Trusted Advisor Priority に表示
されるように、これらのレコメンデーションをお客様と共有します。

• アカウントチーム — アカウントチームは手動レコメンデーションを作成できます。

Trusted Advisor Priority は、最も重要なレコメンデーションに集中するのに役立ちます。お客様とアカウ
ントチームは、アカウントチームがレコメンデーションを共有したときからお客様がレコメンデーショ
ンを確認、解決、却下するまでのレコメンデーションライフサイクルをモニタリングできます。Trusted 
Advisor Priority を使用すると、組織のメンバーアカウントすべてのレコメンデーションを特定できます。

トピック
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前提条件

• 前提条件 (p. 58)
• Trusted Advisor Priority を有効化 (p. 58)
• 優先レコメンデーションを表示 (p. 58)
• レコメンデーションを確認するには (p. 59)
• レコメンデーションを却下する (p. 60)
• レコメンデーションを解決する (p. 61)
• レコメンデーションを再オープンする (p. 62)
• レコメンデーションの詳細をダウンロード (p. 62)
• 委任管理者を登録する (p. 63)
• 委任管理者を登録解除する (p. 63)
• Trusted Advisor Priority の通知を管理する (p. 64)
• Trusted Advisor Priority を無効化 (p. 64)

前提条件
Trusted Advisor Priority を使用するときは、次の要件を満たしている必要があります。

• 組織で、AWS Organizations のすべての機能が有効になっている必要があります。これで、Trusted 
Advisor が信頼されたサービスとして Organizations に追加されます。信頼されたアクセスは、Trusted 
Advisor コンソールの [組織] (p. 27) ページ、または Organizations から有効にできます。詳細につい
ては、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「組織内のすべての機能の有効化」を参照してくださ
い。

• エンタープライズサポートプランの利用と、組織の管理アカウントへのサインインが必要です。
• Trusted Advisor Priority にアクセスするには、AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス

許可が必要です。Trusted Advisor Priority へのアクセスをコントロールする方法については、「AWS 
Trusted Advisor の AWS マネージドポリシー (p. 229)」と「AWS Trusted Advisor へのアクセスを管理
する (p. 242)」を参照してください。

Trusted Advisor Priority を有効化
アカウントチームに連絡し、この機能を有効にするように依頼してください。エンタープライズサポー
トプランがあり、組織の管理アカウントの所有者である必要があります。コンソールの Trusted Advisor 
Priority ページに AWS Organizations で信頼されるアクセスが必要であることが表示された場合、[AWS 
Organizations で信頼されたアクセスを有効にする] を選択できます。詳細については、前の「前提条
件 (p. 58)」セクションを参照してください。

優先レコメンデーションを表示
アカウントチームが Trusted Advisor Priority を有効にすると、組織向けの最新のレコメンデーションを表
示できます。

優先レコメンデーションを表示するには

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. [Trusted Advisor Priority] ページで、以下を表示することができます。

• [必要なアクション] — 応答を保留中または処理中のレコメンデーションの数。
• [Overview] (概要) - 次の情報が表示されます。

• 過去 90 日間に却下されたレコメンデーション
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レコメンデーションを確認するには

• 過去 90 日間に解決されたレコメンデーション
• 30 日以上更新されていないレコメンデーション
• レコメンデーションの解決に要する平均時間

3. [Active] (アクティブ) タブの [Active prioritized recommendations] (優先順位付けされたアクティブな
レコメンデーション) に、アカウントチームが優先順位付けしたレコメンデーションが表示されま
す。[クローズ] タブには、解決済みまたは却下されたレコメンデーションが表示されます。

• 結果を絞り込むには、次のオプションを使用します。

• [Recommendation] (レコメンデーション) – 名前で検索するためのキーワードを入力します。
チェック名、またはアカウントチームが作成したカスタム名などです。

• ステータス – レコメンデーションが応答を保留中、進行中、却下、または解決済みのいずれ
か。

• 送信元 – 優先レコメンデーションの起源。レコメンデーションは、AWS のサービス、お客様の 
AWS アカウント チーム、または予定されているサービスイベントから届きます。

• カテゴリ – セキュリティやコストの最適化などのレコメンデーションカテゴリ。
• [Age] (経過時間) – アカウントチームがお客様にレコメンデーションを共有した時期です。

4. レコメンデーションを選択し、その詳細、影響が及ぶリソースとアカウント、取るべき推奨アクショ
ンを確認します。その後、レコメンデーションを確認 (p. 59)または却下 (p. 60)できます。

Example : Trusted Advisor Priority レコメンデーション

次の例は、[必要なアクション] セクションに表示されている応答を保留中の 3 つの推奨事項と進行中の 3 
つの推奨事項を示しています。次の画像は、[アクティブな優先レコメンデーション] タブに表示されてい
る応答を保留中の 3 つのレコメンデーションを示しています。

レコメンデーションを確認するには
[アクティブ] タブでは、レコメンデーションの詳細を確認し、それを確認するかどうか決定できます。

レコメンデーションを確認するには

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. [Trusted Advisor Priority] ページの [Active] (アクティブ) タブで、レコメンデーション名を選択しま
す。

3. [詳細] セクションで、レコメンデーションに関する次の情報を確認できます。
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レコメンデーションを却下する

• 組織のアカウントで影響を受けるリソース
• 関連するサポートケースへのリンク
• 完了すべき推奨アクション

4. [Acknowledge] (承認) を選択します。
5. [レコメンデーションを確認] ダイアログボックスで [確認] を選択します。

レコメンデーションステータスが [In progress] に変わります。進行中または応答待ちのレコメンデー
ションは、Trusted Advisor Priority ページの [Active] (アクティブ) タブに表示されます。

6. レコメンデーションを解決するには、レコメンデーションに従います。詳細については、「レコメン
デーションを解決する (p. 61)」を参照してください。

Example : Trusted Advisor Priorityからの手動レコメンデーション

次の画像は、応答を保留中の [VPC エンドポイントの単一の AZ 設定]  レコメンデーションを示していま
す。

レコメンデーションを却下する
レコメンデーションは却下することもできます。これは、レコメンデーションを確認しても対処しないこ
とを意味します。アカウントに関係ないレコメンデーションは却下できます。例えば、削除する予定のテ
スト AWS アカウント の場合、推奨されるアクションに従う必要はありません。

レコメンデーションを却下するには

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. [Trusted Advisor Priority] ページの [Active] (アクティブ) タブで、レコメンデーション名を選択しま
す。

3. レコメンデーションの詳細ページで、組織内の、影響が及ぶリソースとアカウントの情報を確認しま
す。

4. このレコメンデーションがアカウントに該当しない場合は、[却下] を選択します。
5. [レコメンデーションを却下] ダイアログでレコメンデーションに対処しない理由を選択します。
6. (オプション) レコメンデーションを却下する理由を入力します。[その他] を選択した場合は、[メモ] セ

クションに説明を入力する必要があります。
7. [却下] を選択します。レコメンデーションのステータスが [却下済み] に変わり、Trusted Advisor 

Priority ページの [クローズ] タブに表示されます。
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レコメンデーションを解決する

Tip

レコメンデーションの名前を選択し、[メモを表示] を選択すると却下の理由を確認できま
す。アカウントチームがお客様に代わってレコメンデーションを却下した場合、メモの横に
チームの E メールアドレスが表示されます。

また、Trusted Advisor Priority はレコメンデーションが却下されたことをアカウントチームに通知し
ます。

Example : Trusted Advisor Priority からレコメンデーションを却下する

次の例は、レコメンデーションを却下する方法を示します。

レコメンデーションを解決する
レコメンデーションを確認して推奨されるアクションを完了したら、レコメンデーションを解決できま
す。

Tip

解決したレコメンデーションは再度開くことはできません。後でもう一度レコメンデーション確
認する場合は、「レコメンデーションを却下する (p. 60)」を参照してください。

レコメンデーションを解決するには

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. [Trusted Advisor Priority] ページで、レコメンデーションを選択してから、[Resolve] を選択します。
3. [レコメンデーションの解決] ダイアログで [解決] を選択します。解決済みのレコメンデーショ

ンは、Trusted Advisor Priority ページの [Closed] (クローズ) タブに表示されます。Trusted 
AdvisorPriority は、お客様がレコメンデーションを解決したことをアカウントチームに通知します。

Example : Trusted Advisor Priorityからの手動レコメンデーション

次の例は、解決済みの [VPC エンドポイントの単一の AZ 設定]  レコメンデーションを示しています。
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レコメンデーションを再オープンする
却下したレコメンデーションはお客様またはアカウントチームが再度開くことができます。

レコメンデーションを再オープンするには

1. [Trusted Advisor Priority] ページで、[Closed] (クローズ) タブを選択します。
2. [クローズしたレコメンデーション] で、[却下済み] のレコメンデーションを選択して [再度開く] を選

択します。
3. [レコメンデーションを再度開く] ダイアログボックスで、レコメンデーションを再度開く理由を入力

します。
4. [Reopen] (再オープン) を選択します。レコメンデーションステータスが [In progress] (進行中) に変

わって、[Active] (アクティブ) タブに表示されます。

Tip

レコメンデーションの名前を選択し、[メモを表示] を選択すると再度開く理由が表示されま
す。アカウントチームがお客様に代わってレコメンデーションを再度開いた場合、メモの横
にチームの名前が表示されます。

5. レコメンデーションの詳細に表示される手順に従います。

Example : Trusted Advisor Priority からのレコメンデーションを再オープンする

以下は、レコメンデーションの再オープンの例です。

レコメンデーションの詳細をダウンロード
また、Trusted Advisor Priority から優先レコメンデーションの結果をダウンロードすることもできます。
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Note

現在、レコメンデーションをダウンロードできるのは、一度に 1 回のみです。

レコメンデーションをダウンロードするには

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. [Trusted Advisor Priority] ページで、レコメンデーションを選択してから、[Download] を選択します。
3. ファイルを開いてレコメンデーションの詳細を表示します。

委任管理者を登録する
組織に属するメンバーアカウントを委任管理者として追加できます。委任管理者のアカウントは、Trusted 
Advisor Priority でレコメンデーションを参照、確認、解決、却下することに加えて、再度開くことができ
ます。

アカウントを登録したら、Trusted Advisor Priority へのアクセスに要求される IAM アクセス許可を委
任管理者に付与する必要があります。詳細については、AWS Trusted Advisor へのアクセスを管理す
る (p. 242) および AWS Trusted Advisor の AWS マネージドポリシー (p. 229) を参照してください。

メンバーアカウントは 5 つまで登録できます。組織の委任管理者を追加できるのは、管理アカウントのみ
です。

委任管理者を登録するには

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. ナビゲーションペインの [Preferences] (設定) で、[Your organization] (お客様の組織) を選択します。
3. [Delegated administrator] (委任管理者) で、[Register new account] (新しいアカウントを登録) を選択

します。
4. ダイアログボックスでメンバーアカウント ID を入力し、[Register] (登録) を選択します。
5. (オプション) アカウントの登録を解除するには、アカウントを選択して [Deregister] (登録解除) を選択

します。ダイアログボックスで、再度 [Deregister] (登録解除) を選択します。

委任管理者を登録解除する
メンバーアカウントの登録を解除すると、そのアカウントは、管理アカウントと同じように Trusted 
Advisor Priority にアクセスすることができなくなります。委任管理者でなくなったアカウントには、以
後、Trusted Advisor Priority からのメール通知が届かなくなります。

委任管理者の登録を解除するには

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. ナビゲーションペインの [Preferences] (設定) で、[Your organization] (お客様の組織) を選択します。
3. [Delegated administrator] (委任管理者) で、アカウントを選択し、[Deregister] (登録解除) を選択しま

す。
4. ダイアログボックスで、[Deregister] (登録解除) を選択します。
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Trusted Advisor Priority の通知を管理する
Trusted Advisor Priority は、メールで通知を送信します。このメール通知には、アカウントチームが優先
順位付けしているレコメンデーションの概要が記されています。Trusted Advisor Priority から最新情報を
受け取る頻度は指定可能です。

メンバーアカウントを委任管理者として登録する場合、Trusted Advisor Priority のメール通知を受け取る
ようにアカウントを設定することも可能です。

Trusted Advisor Priority の E メール通知には、個別のアカウントのチェック結果が含まれないた
め、Trusted Advisor Recommendations の週次通知とは別のものになります。詳細については、「通知設
定の設定 (p. 27)」を参照してください。

Trusted Advisor Priority 通知を管理するには

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. ナビゲーションペインの [Preferences] (設定) で、[Notifications] (通知) を選択します。
3. [ Priority] で、以下のオプションを選択できます。

a. [Daily] (日次) — メール通知を毎日受け取ります。
b. [Weekly] (週次) — メール通知を週 1 回受け取ります。
c. 受信する通知を選択してください。

• 優先順位付けされたレコメンデーションの概要
• 解決した日

4. [Recipients] (受信者) で、メール通知を受け取るその他の連絡先を選択します。受信者の追加および削
除は、AWS Billing and Cost Management コンソールの [アカウント設定] で行うことができます。

5. [Language] (言語) で、メール通知の使用言語を選択します。
6. [Save your preferences] (詳細設定を保存) を選択します。

Note

Trusted Advisor Priority は、アドレス (noreply@notifications.trustedadvisor.us-
west-2.amazonaws.com) からメール通知を送信します。メールクライアントがこれらのメールを
スパムとして認識していないかどうか、確認することをお勧めします。

Trusted Advisor Priority を無効化
アカウントチームに連絡し、この機能を無効にするように依頼してください。優先順位付けされたレコメ
ンデーションは今後、お客様の Trusted Advisor コンソールに表示されません。

Trusted Advisor Priority を無効にした後で再度有効にすると、Trusted Advisor Priority を無効にする前にア
カウントチームが送信したレコメンデーションを、引き続き表示できます。

AWS Trusted Advisor Engage を開始する (プレ
ビュー)

Note

AWS Trusted Advisor Engage はプレビューリリースであり、変更される可能性があります。プレ
ビューサービス条件については、https://aws.amazon.com/service-terms/ を参照してください。
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AWS Trusted Advisor Engage を使用すると、すべての積極的なエンゲージメントを簡単に確認、要求、追
跡し、進行中のエンゲージメントについて AWS アカウント チームとコミュニケーションをとることがで
きるため、AWS Support プランを最大限に活用できます。

例えば、AWS Trusted Advisor コンソールの [Engage] ページにアクセスして、AWS アカウント チームに
「マネジメントビジネスレビュー」をリクエストできます。その後、AWS 専門家がリクエストの担当にな
り、エンゲージメント全体をフォローします。

トピック
• 前提条件 (p. 65)
• エンゲージメントダッシュボードを表示する (p. 65)
• エンゲージメントタイプのカタログを表示する (p. 66)
• エンゲージメントをリクエストする (p. 67)
• 添付ファイルとメモを送信する (p. 68)
• エンゲージメントステータスを変更する (p. 69)
• 推奨エンゲージメントとリクエストしたエンゲージメントを区別する (p. 70)
• エンゲージメントを検索する (p. 70)

前提条件
Trusted Advisor Engage を使用するには、以下の要件を満たすために必要なアクションを実行する必要が
あります。

• Enterprise On-Ramp Support プランに加入していて、組織の管理アカウントまたは委任管理者アカウン
トにサインインする必要があります。委任管理者アカウントの登録方法については、「委任管理者を登
録する (p. 63)」を参照してください。

• 組織で、AWS Organizations のすべての機能が有効になっている必要があります。これで、Trusted 
Advisor が信頼されたサービスとして Organizations に追加されます。信頼されたアクセスは、Trusted 
Advisor コンソールの [組織] (p. 27) ページ、または Organizations から有効にできます。詳細につい
ては、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「組織内のすべての機能の有効化」を参照してくださ
い。

• Trusted Advisor Engage にアクセスするには、AWS Identity and Access Management (IAM) アクセス
許可が必要です。Trusted Advisor Engage へのアクセスをコントロールする方法については、「AWS 
Trusted Advisor へのアクセスを管理する (p. 242)」を参照してください。

エンゲージメントダッシュボードを表示する
アクセス権を取得すると、Trusted Advisor コンソールの [Trusted Advisor Engage] ページにアクセスして
ダッシュボードを表示し、AWS アカウント チームとのエンゲージメントを管理できます。

エンゲージメントを管理するには:

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. [Trusted Advisor Engage] ページでは、以下を表示できます。

• [エンゲージメントをリクエスト] ボタン
• [アクティブなエンゲージメント] テーブル
• [クローズしたエンゲージメント] テーブル
• [利用可能なすべてのエンゲージメント] カタログ
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Example : エンゲージメントダッシュボード

エンゲージメントタイプのカタログを表示する
エンゲージメントタイプのカタログを表示して、AWS アカウント チームにリクエストできる最新のタイ
プのエンゲージメントを見つけることができます。

エンゲージメントタイプのカタログを表示するには:

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. [Trusted Advisor Engage] ページには、エンゲージメントタイプのカタログがあります。
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Example : エンゲージメントタイプカタログ

エンゲージメントをリクエストする
AWS Support プランに含まれるエンゲージメントタイプに応じて、AWS アカウント チームにエンゲージ
メントをリクエストできます。

エンゲージメントをリクエストするには:

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. [Trusted Advisor Engage] ページで、[エンゲージメントをリクエスト] を選択します。
3. 以下の項目に入力します。

• [Title] (タイトル)
• [主な連絡先]: このエンゲージメントの主な連絡先として AWS で使用される E メールアドレス。
• [エンゲージメントの選択]: リクエストしたいエンゲージメントのタイプ。
• [コレスポンデンス]: このエンゲージメントに関する詳細を知らせるメモと (必要に応じて) 添付ファ

イル。
4. [リクエストを送信] を選択します。
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Example : エンゲージメントをリクエスト

添付ファイルとメモを送信する
エンゲージメントリクエストの裏付けとなるメモや添付ファイルを送信することで、個々のエンゲージメ
ントについて AWS アカウント チームとコミュニケーションをとることができます。1 回のコミュニケー
ションに含めることができる添付ファイルとメモは 1 件だけです。エンゲージメントをリクエストしたの
と同じ AWS アカウント のエンゲージメントにのみファイルを添付できます。コミュニケーションが送信
された後に添付ファイルやメモを削除することはできません。

アクティブなエンゲージメントリクエストにファイルを添付したり、メモを追加したりするには:

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. [Trusted Advisor Engage] ページで、ファイルを添付したりメモを追加したりする [アクティブなエン
ゲージメント] の ID を選択します。

3. [コレスポンデンス] を選択してフォームを展開します。
4. 割り当てられた TAM のメモを入力し、必要に応じてファイルを添付します。パスワード、クレジッ

トカードデータ、署名付き URL、個人を特定できる情報などの機密情報をコレスポンデンスで共有し
ないでください。

5. [Save (保存)] を選択します。
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Example : エンゲージメントへのメモの追加とファイルの添付

エンゲージメントステータスを変更する
エンゲージメントのステータスを変更して、応答の保留中のエンゲージメントをキャンセルしたり、進行
中のエンゲージメントを完了したり、キャンセルまたはクローズとマークされたエンゲージメントを再
オープンしたりできます。

エンゲージメントのステータスを変更するには:

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. [Trusted Advisor Engage] ページで、ステータスを変更したい [アクティブなエンゲージメント] の ID 
を選択します。

3. [エンゲージメント] の詳細ページで、ステータスを [キャンセル済み] または [完了] に変更できます。

• エンゲージメントのステータスが [応答の保留中] の場合は、[キャンセル] を選択できます。
• エンゲージメントのステータスが [進行中] の場合は、[完了] を選択できます。
• クローズされたエンゲージメントの場合は、[再オープン] を選択できます。キャンセルされたエン

ゲージメントは [応答の保留中] に移動し、完了したエンゲージメントは [進行中] に移動します。
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トしたエンゲージメントを区別する

Example : エンゲージメントのステータスの変更

推奨エンゲージメントとリクエストしたエンゲージメ
ントを区別する
エンゲージメントのソースを特定することで、エンゲージメントを自分からリクエストしたのか、AWS ア
カウント チームが推奨したのかを知ることができます。

[アクティブなエンゲージメント] のさまざまなソースを表示するには:

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. [Trusted Advisor Engage] ページで [日付] 列を表示して、[推奨] エンゲージメントと [リクエスト済み]
エンゲージメントを区別します。

• [推奨]: AWS アカウント チームが作成したエンゲージメントリクエスト。
• [リクエスト済み]: ユーザーが作成したエンゲージメントリクエスト。

Example : 推奨エンゲージメントとリクエストしたエンゲージメントを区別する

エンゲージメントを検索する
フィルターを使用して、既存のアクティブなエンゲージメントとクローズされたエンゲージメントを検索
できます。
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エンゲージメントを検索するには:

1. Trusted Advisor コンソール (https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home) にサインインしま
す。

2. [Trusted Advisor Engage] ページでは、次のフィルターから選択できます。

• [経過期間 (日数)]
• [エンゲージメントタイプ]
• [リクエストタイトル]
• ステータス

Example : エンゲージメントを検索する

AWS Trusted Advisor チェックリファレンス
このリファレンスでは、すべての Trusted Advisor チェック名、説明、および ID を示します。Trusted 
Advisor コンソールにサインインして、チェック、推奨アクション、およびそのステータスに関する詳細
情報を表示することもできます。

Business、Enterprise On-Ramp、または Enterprise Support プランをお持ちの場合は、AWS Support API
と AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してチェックにアクセスすることもできます。詳細に
ついては、次のトピックを参照してください。

• ウェブサービスとしての Trusted Advisor の使用 (p. 28)
• AWS CLI コマンドリファレンスで使用可能な AWS Support コマンド

Note

Basic Support および Developer Support プランをお持ちの場合は、Trusted Advisor コンソール
を使用して、サービス制限 (p. 142)カテゴリのすべてのチェックとセキュリティカテゴリの次の
チェックにアクセスできます。

• Amazon EBS パブリックスナップショット (p. 104)
• Amazon RDS パブリックスナップショット (p. 105)
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• Amazon S3 バケット許可 (p. 107)
• IAM の使用 (p. 117)
• ルートアカウントの MFA (p. 117)
• セキュリティグループ — 開かれたポート (p. 118)

チェックカテゴリ
• コスト最適化 (p. 72)
• パフォーマンス (p. 91)
• セキュリティ (p. 102)
• 耐障害性 (p. 119)
• サービス制限 (p. 142)

コスト最適化
コスト最適化カテゴリの次のチェックを使用できます。

チェック名
• Amazon Comprehend の使用率の低いエンドポイント (p. 72)
• Amazon EBS の過剰プロビジョニングボリューム (p. 73)
• Amazon EC2 インスタンスの統合 (Microsoft SQL Server 向け) (p. 74)
• 過剰にプロビジョニングされた Amazon EC2 インスタンス (Microsoft SQL サーバー向け) (p. 75)
• Amazon EC2 リザーブドインスタンスのリース有効期限切れ (p. 76)
• Amazon EC2 リザーブドインスタンスの最適化 (p. 77)
• Amazon ElastiCache リザーブドノードの最適化 (p. 78)
• Amazon OpenSearch Service リザーブドインスタンス最適化 (p. 79)
• Amazon RDS アイドル DB インスタンス (p. 80)
• Amazon Redshift リザーブドノードの最適化 (p. 80)
• Amazon Relational Database Service (RDS) リザーブドインスタンスの最適化 (p. 81)
• Amazon Route 53 レイテンシーリソースレコードセット (p. 82)
• 過度にタイムアウトが発生している AWS Lambda 関数 (p. 83)
• エラー率が高い AWS Lambda 関数 (p. 84)
• AWS Lambda メモリサイズの過剰プロビジョニング関数 (p. 85)
• コスト最適化に関する AWS Well-Architected のリスクの高い問題 (p. 86)
• アイドル状態の Load Balancer (p. 87)
• 低稼働率の Amazon EC2 インスタンス (p. 88)
• Savings Plan (p. 89)
• 関連付けられていない Elastic IP Address (p. 89)
• 利用頻度の低い Amazon EBS ボリューム (p. 90)
• 使用率の低い Amazon Redshift クラスター (p. 91)

Amazon Comprehend の使用率の低いエンドポイント
説明

エンドポイントのスループット設定をチェックします。このチェックでは、エンドポイントがリアル
タイム推論リクエストでアクティブに使用されていない場合に警告が表示されます。連続 15 日以上
に使用されないエンドポイントは十分に使用されていないと考えられます。すべてのエンドポイント
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は、スループットセット 、、およびエンドポイントがアクティブである時間の長さの両方に基づいて
料金が発生します。

Note

このチェックは、1 日に複数回自動的に更新されます。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

Cm24dfsM12
アラート条件

黄: エンドポイントはアクティブですが、過去 15 日間、リアルタイム推論リクエストに使用されてい
ません。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

エンドポイントが過去 15 日間使用されていない場合は、Application Autoscaling を使用してリソース
のスケーリングポリシーを定義することをお勧めします。

エンドポイントにスケーリングポリシーが定義されていて、過去 30 日間使用されていない場合
は、エンドポイントを削除して非同期推論を使用することを検討してください。詳細については、
「Deleting an endpoint with Amazon Comprehend」(Amazon Comprehend を使用したエンドポイント
の削除) を参照してください。

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• エンドポイント ARN
• プロビジョニングされた推論ユニット
• AutoScaling ステータス
• 理由
• 最終更新日時

Amazon EBS の過剰プロビジョニングボリューム
説明

ルックバック期間中に任意の時点で実行していた Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームをチェックします。このチェックは、ワークロードに対して過剰プロビジョニングされた 
EBS ボリュームがある場合に警告します。ボリュームが過剰にプロビジョニングされている場合、
未使用のリソースに対して料金を支払うことになります。シナリオによっては設計による最適化が低
下することがありますが、多くの場合、EBS ボリュームの構成を変更することでコストを削減できま
す。月あたりの推定節約額は、EBS ボリュームの現在の使用率を使用して計算されます。実際の節約
額は、ボリュームが一か月間存在しない場合、変動します。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

COr6dfpM03
アラート条件

黄: ルックバック期間中に過剰にプロビジョニングされた EBS ボリューム。ボリュームが過剰にプロ
ビジョニングされていないかどうかを判断するために、すべてのデフォルトの CloudWatch メトリク
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ス (IOPS とスループットを含む) を考慮します。過剰にプロビジョニングされた EBS ボリュームを識
別するために使用されるアルゴリズムは、AWS のベストプラクティスに従います。新しいパターンが
特定されると、アルゴリズムが更新されます。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

使用量の少ないボリュームをダウンサイジングすることを検討してください。

詳細については、「Trusted Advisor チェックのために AWS Compute Optimizer をオプトインす
る (p. 56)」を参照してください。

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• ボリューム ID
• ボリュームタイプ
• ボリュームサイズ (GB)
• ボリュームベースライン IOPS
• ボリューム IOPS
• ボリュームバーストスループット
• 推奨ボリュームタイプ
• 推奨ボリュームサイズ (GB)
• 推奨ボリュームベースライン IOPS
• 推奨ボリュームバースト IOPS
• 推奨ボリュームベースラインスループット
• 推奨ボリュームバーストスループット
• ルックバック期間 (日)
• コスト削減の機会 (%)
• 月間削減額の見積もり
• 月間削減額の見積もりの通貨
• 最終更新日時

Amazon EC2 インスタンスの統合 (Microsoft SQL Server 向け)
説明

直近 24 時間以内に SQL Server を実行している Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) イン
スタンスをチェックします。このチェックでは、インスタンスの SQL Server ライセンス数が最小数
よりも少ない場合に警告を受け取ります。Microsoft SQL Server Licensing Guide によると、インスタ
ンスの vCPU が 1 つまたは 2 つのみであっても、4 つの vCPUs ライセンスの料金を支払うことにな
ります。小さめの SQL Server インスタンスを統合して、コストの削減に役立てることができます。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

Qsdfp3A4L2
アラート条件

黄: SQL Server を使用するインスタンスの vCPU の数が 4 つ未満です。
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[Recommended Action] (推奨されるアクション)

小規模な SQL Server ワークロードを、少なくとも 4 個の vCPU を使用するインスタンスに統合する
ことを検討します。

その他のリソース
• AWS での Microsoft SQL Server
• AWS での Microsoft ライセンシング
• Microsoft SQL Server ライセンスガイド

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• インスタンス ID
• インスタンスタイプ
• vCPU
• 最小 vCPU
• SQL Server エディション
• 最終更新日時

過剰にプロビジョニングされた Amazon EC2 インスタンス 
(Microsoft SQL サーバー向け)
説明

直近 24 時間以内に SQL Server を実行している Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) イン
スタンスをチェックします。SQL Server データベースには、各インスタンスについてコンピューティ
ング性能の制限があります。SQL Server Standard エディションを使用するインスタンスでは、最大 
48 個の vCPU を使用できます。SQL Server Web を使用するインスタンスでは、最大 32 個の vCPU 
を使用できます。このチェックでは、インスタンスがこの vCPU 制限を超えた場合に警告を受け取り
ます。

インスタンスが過剰にプロビジョニングされている場合は、料金全額を支払う必要があるにもかかわ
らず、パフォーマンスは向上しません。コストの削減に資するよう、インスタンスの数とサイズを管
理できます。

推定月間削減額は、SQL Server インスタンスが使用できる vCPU の最大数を備え、かつ、オンデマ
ンド料金を使用する同じインスタンスファミリーを使用して計算されます。実際の節約額は、リザー
ブドインスタンス (RI) を使用しているかどうか、またはインスタンスが 1 日実行されているかどうか
に応じて異なります。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

Qsdfp3A4L1
アラート条件

• 赤: SQL Server Standard エディションを使用するインスタンスには、48 個を超える vCPU があり
ます。

• 赤: SQL Server Web エディションを使用するインスタンスには、32 個を超える vCPU がありま
す。
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[Recommended Action] (推奨されるアクション)

SQL Server Standard エディションでは、48 個の vCPU を持つ同じインスタンスファミリーのイン
スタンスに変更することを検討してください。SQL Server Web エディションでは、32 個の vCPU 
を持つ同じインスタンスファミリーのインスタンスに変更することを検討してください。メモリを
大量に消費する場合は、メモリ最適化 R5 インスタンスに変更することを検討してください。詳細に
ついては、「Best Practices for Deploying Microsoft SQL Server on Amazon EC2」(Amazon EC2 に 
Microsoft Amazon EC2 で SQL Server をデプロイするためのベストプラクティス) 」を参照してくだ
さい。

その他のリソース
• AWS での Microsoft SQL Server
• Launch Wizard を使用して、EC2 での SQL Server のデプロイを簡素化できます。

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• インスタンス ID
• インスタンスタイプ
• vCPU
• SQL Server エディション
• 最大 vCPU
• 推奨インスタンスタイプ
• 月間削減額の見積もり
• 最終更新日時

Amazon EC2 リザーブドインスタンスのリース有効期限切れ
説明

30 日以内に有効期限が切れる Amazon EC2 リザーブドインスタンスのチェック、または過去 30 日間
に有効期限が切れた Amazon EC2 リザーブドインスタンスのチェック。

リザーブドインスタンスは、自動的に更新されません。予約の対象となる Amazon EC2 インスタンス
を引き続き中断なく使用できますが、オンデマンド料金が適用されます。新しいリザーブドインスタ
ンスに有効期限が切れたインスタンスと同じパラメータを設定するか、別のパラメータを持つリザー
ブドインスタンスを購入することができます。

月あたりの推定節約額は、同じインスタンスタイプのオンデマンド料金とリザーブドインスタンス料
金の差額です。

チェック ID

1e93e4c0b5
アラート条件

• 黄: リザーブドインスタンスのリースが 30 日以内に期限切れになります。
• 黄: リザーブドインスタンスのリースが過去 30 日間で期限切れになりました。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

期限切れが近いリザーブドインスタンスを交換するために、新しいリザーブドインスタンスを購入
することを検討してください。詳細については、「リザーブドインスタンスの購入方法」および「リ
ザーブドインスタンスの購入」を参照してください。

その他のリソース
• リザーブドインスタンス
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• インスタンスタイプ
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• ゾーン
• インスタンスタイプ
• プラットフォーム
• Instance Count
• 現在の月額コスト
• 月間削減額の見積もり
• 有効期限日
• Reserved Instance ID
• 理由

Amazon EC2 リザーブドインスタンスの最適化
説明

AWS を使用する際は、オンデマンドインスタンスの使用量に照らしてリザーブドインスタンス (RI) 
の購入のバランスを取ることが重要です。このチェックは、オンデマンドインスタンスの使用で発生
するコストの削減に役立つ RI のレコメンデーションを示します。

このレコメンデーションは、過去 30 日間のオンデマンドの使用量を分析することによって作成され
ます。その後、使用量は、予約の対象となるカテゴリに分類されます。使用量の生成されたカテゴリ
内の予約のすべての組み合わせがシミュレートされ、購入する RI の各タイプごとの推奨数が特定され
ます。このシミュレーションと最適化のプロセスにより、お客様のコストを最大限に節約できます。
このチェックでは、スタンダードリザーブドインスタンスに基づくレコメンデーションと一部前払い
支払いオプションについて説明します。

このチェックは、一括請求 (コンソリデーティッドビリング) にリンクされたアカウントでは使用でき
ません。このチェックのレコメンデーションは、支払いアカウントでのみ利用できます。

チェック ID

cX3c2R1chu
アラート条件

黄: 部分的な前払い RI の使用を最適化すると、コスト削減に役立ちます。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

より詳細でカスタマイズされた推奨事項については、Cost Explorer ページを参照してください。さ
らに、「buying guide」(購入ガイド) を参照して、RI の購入方法と利用可能なオプションを理解しま
しょう。

その他のリソース
• RI と、RI によりどのようにコストを節約できるかについての情報は、こちらをご覧ください。
• この推奨事項の詳細については、「Trusted Advisor のよくある質問」の「Reserved Instance 

Optimization Check Questions」(リザーブドインスタンスの最適化チェックに関する質問) を参照し
てください。

[Report columns] (レポート列)
• リージョン
• インスタンスタイプ
• プラットフォーム
• 購入する RI の推奨数
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• 想定される RI の平均使用量
• 推定節約額とレコメンデーション (月額)
• RI の前払いコスト
• RI の推定コスト (月額)
• 推奨 RI 購入後の推定オンデマンドコスト (月額)
• 推定損益分岐点 (月額)
• ルックバック期間 (日)
• 期間 (年)

Amazon ElastiCache リザーブドノードの最適化
説明

ElastiCache の使用状況をチェックし、リザーブドノードの購入に関するレコメンデーションを示しま
す。このレコメンデーションは、ElastiCache オンデマンドの使用で発生するコストを削減するために
提供されます。このレコメンデーションは、過去 30 日間のオンデマンドの使用量を分析することに
よって作成されます。

この分析を使用して、生成された使用状況カテゴリの予約のすべての組み合わせがシミュレートされ
ます。これにより、削減額が最大になるように、購入するリザーブドノードの各タイプ数が推奨され
ます。このチェックは、1 年または 3 年のコミットメントでの一部前払いオプションに基づくレコメ
ンデーションをカバーします。

このチェックは、一括請求 (コンソリデーティッドビリング) にリンクされたアカウントでは使用でき
ません。このチェックのレコメンデーションは、支払いアカウントでのみ利用できます。

チェック ID

h3L1otH3re
アラート条件

黄: ElastiCache リザーブドノードの購入を最適化すると、コスト削減に役立ちます。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

詳細な推奨事項、カスタマイズオプション (ルックバック期間、支払いオプションなど)、および 
ElastiCache リザーブドノードの購入については、Cost Explorer ページを参照してください。

その他のリソース
• ElastiCache リザーブドノードと、ElastiCache リザーブドノードによりどのようにコストを節約で

きるかについての情報は、こちらをご覧ください。
• この推奨事項の詳細については、「Trusted Advisor のよくある質問」の「Reserved Instance 

Optimization Check Questions」(リザーブドインスタンスの最適化チェックに関する質問) を参照し
てください。

• フィールドの詳細については、Cost Explorer のドキュメントを参照してください。
[Report columns] (レポート列)

• リージョン
• ファミリー
• ノードの種類
• 製品の説明
• 購入するリザーブドノードの推奨数
• リザーブドノードの想定平均使用量
• 推定節約額とレコメンデーション (月額)
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• リザーブドノードの前払いコスト
• リザーブドノードの推定コスト (月額)
• 推奨されるリザーブドノードの購入後の推定オンデマンドコスト (月額)
• 推定損益分岐点 (月額)
• ルックバック期間 (日)
• 期間 (年)

Amazon OpenSearch Service リザーブドインスタンス最適化
説明

Amazon OpenSearch Service の使用状況を確認して、リザーブドインスタンスの購入に関するレコメ
ンデーションを提供します。このレコメンデーションは、OpenSearch オンデマンドの使用で発生す
るコストを削減するために提供されます。このレコメンデーションは、過去 30 日間のオンデマンド
の使用量を分析することによって作成されます。

この分析を使用して、生成された使用状況カテゴリの予約のすべての組み合わせがシミュレートされ
ます。これにより、削減額が最大になるように、購入するリザーブドインスタンスの各タイプ数を推
奨することができます。このチェックは、1 年または 3 年のコミットメントでの一部前払いオプショ
ンに基づくレコメンデーションをカバーします。

このチェックは、一括請求 (コンソリデーティッドビリング) にリンクされたアカウントでは使用でき
ません。このチェックのレコメンデーションは、支払いアカウントでのみ利用できます。

チェック ID

7ujm6yhn5t
アラート条件

黄: Amazon OpenSearch Service のリザーブドインスタンスの購入を最適化すると、コスト削減に役
立ちます。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

詳細な推奨事項、カスタマイズオプション (ルックバック期間、支払いオプションなど)、および 
Amazon OpenSearch Service リザーブドインスタンスの購入については、Cost Explorer ページを参
照してください。

その他のリソース
• Amazon OpenSearch Service リザーブドインスタンスと、Amazon OpenSearch Service リザーブ

ドインスタンスによりどのようにコストを節約できるかについての情報は、こちらをご覧くださ
い。

• この推奨事項の詳細については、「Trusted Advisor のよくある質問」の「Reserved Instance 
Optimization Check Questions」(リザーブドインスタンスの最適化チェックに関する質問) を参照し
てください。

• フィールドの詳細については、Cost Explorer のドキュメントを参照してください。
[Report columns] (レポート列)

• リージョン
• インスタンスクラス
• インスタンスサイズ
• 購入するリザーブドインスタンスの推奨数
• リザーブドインスタンスの想定平均使用量
• 推定節約額とレコメンデーション (月額)
• リザーブドインスタンスの前払いコスト
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• リザーブドインスタンスの推定コスト (月額)
• 推奨されるリザーブドインスタンスの購入後の推定オンデマンドコスト (月額)
• 推定損益分岐点 (月額)
• ルックバック期間 (日)
• 期間 (年)

Amazon RDS アイドル DB インスタンス
説明

アイドル状態と思われるデータベース (DB) インスタンスに対する Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS) の設定をチェックします。

DB インスタンスの接続が長時間にわたって確立されていない場合は、インスタンスを削除してコス
トを削減できます。過去 7 日間にインスタンスが接続していない DB インスタンスはアイドル状態と
見なされます。インスタンス上のデータの永続的ストレージが必要な場合は、低コストのオプション 
(DB スナップショットの作成や保持など) を使用できます。手動で作成された DB スナップショット
は、ユーザーが削除するまで保持されます。

チェック ID

Ti39halfu8
アラート条件

黄: アクティブな DB インスタンスは、過去 7 日間に接続されていません。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

アイドル状態の DB インスタンスのスナップショットを作成し、停止または削除することを検討して
ください。DB インスタンスを停止すると、そのコストの一部が削減されますが、ストレージコスト
は削減されません。停止したインスタンスは、設定された保持期間に基づいて、すべての自動バッ
クアップを保持します。通常、DB インスタンスを停止すると、インスタンスを削除して最終的な
スナップショットだけを保持する場合に比べて、追加のコストが発生します。「一時的に Amazon 
RDS インスタンスを停止する」および「Deleting a DB Instance with a Final Snapshot」(最終スナッ
プショットを使用して DB インスタンスを削除する) を参照してください。

その他のリソース

バックアップと復元
[Report columns] (レポート列)

• リージョン
• DB インスタンス名
• マルチ AZ
• インスタンスタイプ
• プロビジョニングされたストレージ (GB)
• 最終接続から経過した日数
• 推定月間節約額 (オンデマンド)

Amazon Redshift リザーブドノードの最適化
説明

Amazon Redshift の使用量をチェックし、リザーブドノードの購入に関するレコメンデーションを示
して、Amazon Redshift オンデマンドの使用によって発生するコストを削減します。
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このレコメンデーションは、過去 30 日間のオンデマンドの使用量を分析することによって生成され
ます。この分析を使用して、生成された使用状況カテゴリの予約のすべての組み合わせがシミュレー
トされます。これにより、削減額が最大になるように、購入するリザーブドノードの各タイプの最適
数が推奨されます。このチェックは、1 年または 3 年のコミットメントでの一部前払いオプションに
基づくレコメンデーションをカバーします。

このチェックは、一括請求 (コンソリデーティッドビリング) にリンクされたアカウントでは使用でき
ません。このチェックのレコメンデーションは、支払いアカウントでのみ利用できます。

チェック ID

1qw23er45t
アラート条件

黄: Amazon Redshift リザーブドノードの購入を最適化すると、コスト削減に役立ちます。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

詳細な推奨事項、カスタマイズオプション (ルックバック期間、支払いオプションなど)、および 
Amazon Redshift リザーブドノードの購入については、Cost Explorer ページを参照してください。

その他のリソース
• Amazon Redshift リザーブドノードと、Amazon Redshift リザーブドノードによりどのようにコス

トを節約できるかについての情報は、こちらをご覧ください。
• この推奨事項の詳細については、「Trusted Advisor のよくある質問」の「Reserved Instance 

Optimization Check Questions」(リザーブドインスタンスの最適化チェックに関する質問) を参照し
てください。

• フィールドの詳細については、Cost Explorer のドキュメントを参照してください。
[Report columns] (レポート列)

• リージョン
• ファミリー
• ノードの種類
• 購入するリザーブドノードの推奨数
• リザーブドノードの想定平均使用量
• 推定節約額とレコメンデーション (月額)
• リザーブドノードの前払いコスト
• リザーブドノードの推定コスト (月額)
• 推奨されるリザーブドノードの購入後の推定オンデマンドコスト (月額)
• 推定損益分岐点 (月額)
• ルックバック期間 (日)
• 期間 (年)

Amazon Relational Database Service (RDS) リザーブドインスタ
ンスの最適化
説明

RDS の使用量をチェックし、RDS オンデマンドの使用によって発生するコストの削減に役立つリ
ザーブドインスタンスの購入に関するレコメンデーションを示します。

このレコメンデーションは、過去 30 日間のオンデマンドの使用量を分析することによって生成され
ます。この分析を使用して、生成された使用状況カテゴリの予約のすべての組み合わせがシミュレー
トされます。これにより、削減額が最大になるように、購入するリザーブドインスタンスの各タイ
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プの最適数が推奨されます。このチェックは、1 年または 3 年のコミットメントでの一部前払いオプ
ションに基づくレコメンデーションをカバーします。

このチェックは、一括請求 (コンソリデーティッドビリング) にリンクされたアカウントでは使用でき
ません。このチェックのレコメンデーションは、支払いアカウントでのみ利用できます。

チェック ID

1qazXsw23e
アラート条件

黄: Amazon RDS リザーブドインスタンスの購入を最適化すると、コスト削減に役立ちます。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

詳細な推奨事項、カスタマイズオプション (ルックバック期間、支払いオプションなど)、および 
Amazon RDS リザーブドインスタンスの購入については、Cost Explorer ページを参照してくださ
い。

その他のリソース
• Amazon RDS リザーブドインスタンスと、Amazon RDS リザーブドインスタンスによりどのよう

にコストを節約できるかについての情報は、こちらをご覧ください。
• この推奨事項の詳細については、「Trusted Advisor のよくある質問」の「Reserved Instance 

Optimization Check Questions」(リザーブドインスタンスの最適化チェックに関する質問) を参照し
てください。

• フィールドの詳細については、Cost Explorer のドキュメントを参照してください。
[Report columns] (レポート列)

• リージョン
• ファミリー
• インスタンスタイプ
• ライセンスモデル
• データベースの編集
• データベースエンジン
• デプロイオプション
• 購入するリザーブドインスタンスの推奨数
• リザーブドインスタンスの想定平均使用量
• 推定節約額とレコメンデーション (月額)
• リザーブドインスタンスの前払いコスト
• リザーブドインスタンスの推定コスト (月額)
• 推奨されるリザーブドインスタンスの購入後の推定オンデマンドコスト (月額)
• 推定損益分岐点 (月額)
• ルックバック期間 (日)
• 期間 (年)

Amazon Route 53 レイテンシーリソースレコードセット
説明

非効率的に設定されている Amazon Route 53 レイテンシーレコードセットをチェックします。

Amazon Route 53 でクエリを最低のネットワークレイテンシーで AWS リージョンにルーティング
するには、別のリージョンの特定のドメイン名 (example.com など) のレイテンシーリソースレコー
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ドセットを作成することをお勧めします。1 つのドメイン名に対してレイテンシーリソースレコード
セットを 1 つだけ作成すると、すべてのクエリが 1 つのリージョンにルーティングされ、レイテン
シーベースルーティングの追加料金が発生しますが、メリットはありません。

AWS サービスによって作成されたホストゾーンはチェック結果に表示されません。
チェック ID

51fC20e7I2
アラート条件

黄: 特定のドメイン名用に設定されているレイテンシーリソースレコードセットは 1 つだけです。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

複数のリージョンにリソースがある場合は、それぞれのリージョンにレイテンシーリソースレコード
セットを定義してください。「レイテンシーに基づくルーティング」を参照してください。

1 つの AWS リージョン にしかリソースがない場合は、複数の AWS リージョン でリソースを作成
し、それぞれにレイテンシーリソースレコードセットを定義することを検討してください。「レイテ
ンシーに基づくルーティング」を参照してください。

複数の AWS リージョン を使用したくない場合は、シンプルなリソースレコードセットを使用する必
要があります。「Working with Resource Record Sets」(リソースレコードセットを使用する) を参照
してください。

その他のリソース
• Amazon Route 53 デベロッパーガイド
• Amazon Route 53 の料金

[Report columns] (レポート列)
• ホストゾーン名
• ホストゾーン ID
• リソースレコードセット名
• リソースレコードセットのタイプ

過度にタイムアウトが発生している AWS Lambda 関数
説明

高いコストの原因となる高いタイムアウト率の Lambda 関数をチェックします。

Lambda 料金はランタイムと関数に対するリクエストの数に基づきます。関数のタイムアウトが発生
すると、再試行が行われる可能性があるエラーが生じます。関数を再試行すると、追加のリクエスト
とランタイムの料金が発生します。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

L4dfs2Q3C3
アラート条件

黄: 過去 7 日間の任意の日のタイムアウトにより、呼び出しの 10% 超がエラーで終了する関数。
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[Recommended Action] (推奨されるアクション)

機能ログ記録と X-ray トレースを検査して、関数の使用時間が長くなっている原因を特定します。API 
コールやデータベース接続の前後など、関連する部分のコードでログ記録を実施します。デフォルト
では、AWS SDK クライアントのタイムアウトは、設定された関数の使用期間よりも長くなる場合が
あります。API および SDK 接続クライアントを調整して、関数タイムアウト内に再試行または失敗す
るようにします。想定期間が設定されたタイムアウトより長い場合は、関数のタイムアウト設定を引
き上げることができます。詳細については、「Lambda アプリケーションのモニタリングとトラブル
シューティング」を参照してください。

その他のリソース
• Lambda アプリケーションのモニタリングとトラブルシューティング
• Lambda Function Retry Timeout SDK
• AWS X-Ray での AWS Lambda の使用
• AWS Lambda の Amazon CloudWatch Logs へのアクセス
• AWS Lambda の Error Processor サンプルアプリケーション

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• 関数 ARN
• 最大日次タイムアウトレート
• 最大日次タイムアウトレートの日付
• 平均日次タイムアウトレート
• 関数タイムアウト設定 (ミリ秒)
• コンピューティングコストの日次損失
• 平均日次呼び出し
• 当日の呼び出し
• 当日のタイムアウトレート
• 最終更新日時

エラー率が高い AWS Lambda 関数
説明

高いコストの原因となる高いエラー率の Lambda 関数をチェックします。

Lambda 料金は関数のリクエストの数と集計ランタイムに基づきます。関数エラーは、追加料金が発
生する再試行を引き起こす可能性があります。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

L4dfs2Q3C2
アラート条件

黄: 過去 7 日間の任意の日に、呼び出しの 10% 超がエラーで終了する関数。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

エラーを低減するために、次のガイドラインを検討します。関数エラーには、関数のコードによって
返されるエラーと、関数のランタイムによって返されるエラーが含まれます。
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Lambda のエラーのトラブルシューティングをサポートするために、Lambda では、Amazon 
CloudWatch や AWS X-Ray などのサービスを統合しています。ログやメトリクス、アラーム、関数
コード内の問題を迅速に検出および特定する X-Ray トレーシング、API またはアプリケーションをサ
ポートするその他のリソースを組み合わせて使用することができます。詳細については、「Lambda 
アプリケーションのモニタリングとトラブルシューティング」を参照してください。

特定のランタイムでのエラー処理の詳細については、「エラー処理と AWS Lambda での自動再試
行」を参照してください。

その他のトラブルシューティングについては、「Lambda における問題のトラブルシューティング」
を参照してください。

AWS Lambda パートナーが提供するモニタリングおよびオブザーバビリティツールのエコシステムか
ら選択することもできます。詳細については、「AWS Lambda パートナー」を参照してください。

その他のリソース
• エラー処理と AWS Lambda での自動再試行
• Lambda アプリケーションのモニタリングとトラブルシューティング
• Lambda Function Retry Timeout SDK
• Lambda における問題のトラブルシューティング
• API 呼び出しエラー
• AWS Lambda の Error Processor サンプルアプリケーション

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• 関数 ARN
• 最大日次エラーレート
• 最大エラーレートの日付
• 平均日次エラーレート
• コンピューティングコストの日次損失
• 平均日次呼び出し
• 当日の呼び出し

当日のエラーレート
• 最終更新日時

AWS Lambda メモリサイズの過剰プロビジョニング関数
説明

ルックバック期間中に少なくとも 1 回呼び出された AWS Lambda 関数をチェックします。この
チェックは、Lambda 関数がメモリサイズに関して過剰プロビジョニングされた場合に警告します。
メモリサイズに対して過剰プロビジョニングされた Lambda 関数がある場合、未使用のリソースに対
して料金を支払うことになります。シナリオによっては設計による最適化が低下することがあります
が、多くの場合、Lambda 関数のメモリ構成を変更することでコストを削減できます。月あたりの推
定節約額は、Lambda 関数の現在の使用率を使用して計算されます。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。
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チェック ID

COr6dfpM05
アラート条件

黄: ルックバック期間中にメモリサイズに対して過剰にプロビジョニングされた Lambda 関
数。Lambda 関数が過剰にプロビジョニングされていないかどうかを判断するために、その関数のす
べてのデフォルト CloudWatch メトリクスを考慮します。メモリサイズについて過剰にプロビジョニ
ングされた Lambda 関数を識別するために使用されるアルゴリズムは、AWS のベストプラクティス
に従います。新しいパターンが特定されると、アルゴリズムが更新されます。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

Lambda 関数のメモリサイズを小さくすることを検討してください。

詳細については、「Trusted Advisor チェックのために AWS Compute Optimizer をオプトインす
る (p. 56)」を参照してください。

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• 関数名
• 関数バージョン
• メモリサイズ (MB)
• 推奨メモリサイズ (MB)
• ルックバック期間 (日)
• コスト削減の機会 (%)
• 月間削減額の見積もり
• 月間削減額の見積もりの通貨
• 最終更新日時

コスト最適化に関する AWS Well-Architected のリスクの高い問
題
説明

コスト最適化の柱で、ワークロードに関するリスクの高い問題 (HRI) をチェックします。この
チェックは、お客様の AWS-Well Architected レビューに基づきます。チェック結果は、AWS Well-
Architected でワークロード評価を完了したかどうかによって異なります。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

Wxdfp4B1L1
アラート条件

• 赤: AWS Well-Architected のコスト最適化の柱で、少なくとも 1 つのアクティブな高リスクの問題
が特定されました。

• 緑: AWS Well-Architected のコスト最適化の柱でアクティブな高リスクの問題は検出されませんで
した。
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[Recommended Action] (推奨されるアクション)

AWS Well-Architected は、ワークロードの評価中に高リスクの問題を検出しました。これらの問題
は、リスクを軽減し、費用を節約する機会を提示します。AWS Well-Architected ツールにサインイン
して、回答を確認し、アクティブな問題を解決するためのアクションを実行します。

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• ワークロードの ARN
• ワークロード名
• レビュー担当者名
• ワークロードタイプ
• ワークロードの開始日
• ワークロードの最終変更日
• コスト最適化について特定された HRI の数
• コスト最適化について解決された HRI の数
• コスト最適化について回答された質問の数
• コスト最適化の柱の質問の総数
• 最終更新日時

アイドル状態の Load Balancer
説明

アイドル状態のロードバランサーについて Elastic Load Balancing の設定をチェックします。

設定されているロードバランサーには料金が発生します。ロードバランサーにバックエンドインスタ
ンスが関連付けられていない場合、またはネットワークトラフィックが厳しく制限されている場合、
ロードバランサーは効果的に使用されていません。現在、このチェックは ELB サービス内の Classic 
Load Balancer タイプのみをチェックします。他の ELB タイプ (Application Load Balancer、Network 
Load Balancer) は含まれません。

チェック ID

hjLMh88uM8
アラート条件

• 黄: ロードバランサーにはアクティブなバックエンドインスタンスがありません。
• 黄: ロードバランサーには正常なバックエンドインスタンスがありません。
• 黄: 過去 7 日間において、ロードバランサーの 1 日あたりのリクエスト数は 100 件未満です。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

ロードバランサーにアクティブなバックエンドインスタンスがない場合は、インスタンスを登録
するか、ロードバランサーを削除することを検討してください。「Registering Your Amazon EC2 
Instances with Your Load Balancer」(Amazon EC2 インスタンスをロードバランサーに登録する) また
は「Delete Your Load Balancer」(ロードバランサーを削除する) を参照してください。

ロードバランサーに正常なバックエンドインスタンスがない場合は、「Troubleshooting Elastic Load 
Balancing: Health Check Configuration」(Elastic Load Balancing のトラブルシューティング: ヘルス
チェックの設定) を参照してください。

ロードバランサーのリクエスト数が少ない場合は、ロードバランサーを削除することを検討してくだ
さい。「ロードバランサーの削除」を参照してください。
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その他のリソース
• ロードバランサーの管理
• Elastic Load Balancing をトラブルシューティングする

[Report columns] (レポート列)
• リージョン
• ロードバランサー名
• 理由
• 月間削減額の見積もり

低稼働率の Amazon EC2 インスタンス
説明

過去 14 日間の任意の時点で実行していた Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタン
スをチェックします。このチェックでは、過去 4 日間の毎日の CPU 使用率が 10% 以下で、ネット
ワーク I/O が 5 MB 以下である場合にアラートが発生します。

実行中のインスタンスでは、時間単位の利用料金が発生します。シナリオによっては設計によって使
用率が低下することがありますが、多くの場合、インスタンスの数とサイズを管理することでコスト
を削減できます。

月あたりの推定節約額は、オンデマンドインスタンスの現在の使用率、およびインスタンスが十分に
活用されていない可能性のある推定日数を使用して計算されます。実際の節約額は、リザーブドイン
スタンスまたはスポットインスタンスを使用しているかどうか、またはインスタンスが 1 日実行され
ているかどうかに応じて異なります。毎日の使用量データを取得するには、このチェックのレポート
をダウンロードします。

チェック ID

Qch7DwouX1
アラート条件

黄: 過去 14 日間のうち少なくとも 4 日で、インスタンスの 1 日の平均 CPU 使用率が 10% 以下で、
ネットワーク I/O が 5 MB 以下でした。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

使用量の少ないインスタンスを停止または終了するか、Auto Scaling を使用してインスタンスの数を
スケールすることを検討してください。詳細については、「インスタンスの停止と起動」、「インス
タンスの終了」、および「Auto Scaling とは」を参照してください。

その他のリソース
• Amazon EC2 のモニタリング
• インスタンスメタデータとユーザーデータ
• Amazon CloudWatch ユーザーガイド
• Auto Scaling デベロッパーガイド

[Report columns] (レポート列)
• リージョン/AZ
• インスタンス ID
• インスタンス名
• インスタンスタイプ
• 月間削減額の見積もり
• CPU 使用率 (14 日間の平均)
• ネットワーク I/O (14 日間の平均)
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• 使用率が低い日数

Savings Plan
説明

過去 30 日間の Amazon EC2、Fargate、および Lambda の使用量をチェックし、Savings Plan の購入
に関するレコメンデーションを示します。このレコメンデーションにより、割引料金と引き換えに、1 
年間または 3 年間のドルで測定された 1 時間あたりの一貫した使用量をコミットできます。

これらは、より詳細なレコメンデーションを取得できる AWS Cost Explorer から取得されます。Cost 
Explorer から Savings Plans を購入することもできます。このレコメンデーションは、RI レコメン
デーションの代替とみなされます。1 つのレコメンデーションのみに従うことをお勧めします。両方
のレコメンデーションに従うと、オーバーコミットメントにつながる可能性があります。

このチェックは、一括請求 (コンソリデーティッドビリング) にリンクされたアカウントでは使用でき
ません。このチェックのレコメンデーションは、支払いアカウントでのみ利用できます。

チェック ID

vZ2c2W1srf
アラート条件

黄: Savings Plans の購入を最適化すると、コスト削減に役立ちます。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

より詳細でカスタマイズされた推奨事項と Savings Plans の購入については、Cost Explorer ページを
参照してください。

その他のリソース
• Savings Plan ユーザーガイド
• Savings Plans のよくある質問

[Report columns] (レポート列)
• Savings Plan タイプ
• お支払い方法
• 前払い料金
• 購入する時間単位のコミットメント
• 推定平均使用量
• 月間削減額の見積もり
• 推定節約率
• 期間 (年)
• ルックバック期間 (日)

関連付けられていない Elastic IP Address
説明

実行中の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスに関連付けられていない 
Elastic IP アドレス (EIP) をチェックします。

EIP は、動的なクラウドコンピューティングのために設計された静的 IP アドレスです。従来の静的 IP 
アドレスとは異なり、EIP はパブリック IP アドレスをアカウント内の別のインスタンスに再マッピン
グすることで、インスタンスまたはアベイラビリティーゾーンの障害をマスクします。実行中のイン
スタンスに関連付けられていない EIP には、わずかな料金が課されます。
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チェック ID

Z4AUBRNSmz
アラート条件

黄: 割り当てられた Elastic IP アドレス (EIP) は、実行中の Amazon EC2 インスタンスに関連付けられ
ていません。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

EIP を実行中のアクティブなインスタンスに関連付けるか、関連付けられていない EIP を解放しま
す。詳細については、「Associating an Elastic IP Address with a Different Running Instance」(Elastic 
IP アドレスを別の実行中のインスタンスに関連付ける) および「Elastic IP アドレスを解放する」を参
照してください。

その他のリソース

Elastic IP アドレス
[Report columns] (レポート列)

• リージョン
• IP アドレス

利用頻度の低い Amazon EBS ボリューム
説明

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム設定をチェックし、ボリュームの使用率が低い
と思われる場合に警告を表示します。

課金は、ボリュームの作成時に開始されます。ボリュームが一定期間アタッチされていないままの場
合や、書き込みアクティビティが非常に低い (ブートボリュームを除く) 場合、ボリュームの利用頻
度が低くなります。コストを削減するには、利用頻度の低いボリュームを削除することをお勧めしま
す。

チェック ID

DAvU99Dc4C
アラート条件

黄: ボリュームがアタッチされていないか、過去 7 日間の 1 日あたりの IOPS が 1 未満でした。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

コストを削減するには、スナップショットを作成してボリュームを削除することを検討してくださ
い。詳細については、「Amazon EBS スナップショットの作成」および「Amazon EBS ボリュームの
削除」を参照してください。

その他のリソース
• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
• ボリュームのステータスのモニタリング

[Report columns] (レポート列)
• リージョン
• ボリューム ID
• ボリューム名
• ボリュームタイプ
• ボリュームサイズ
• 月間ストレージコスト
• スナップショット ID
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• スナップショット名
• スナップショット作成後に経過した期間

Note

AWS Compute Optimizer のアカウントにオプトインした場合、代わりに Amazon EBS の過剰プ
ロビジョニングボリュームチェックを使用することをお勧めします。詳細については、「Trusted 
Advisor チェックのために AWS Compute Optimizer をオプトインする (p. 56)」を参照してく
ださい。

使用率の低い Amazon Redshift クラスター
説明

使用率が低いと思われるクラスターについて、Amazon Redshift 設定をチェックします。

Amazon Redshift クラスターが長時間接続されていない場合や、CPU の使用量が少ない場合は、低
コストのオプション (クラスターのダウンサイジング、クラスターのシャットダウンと最終スナップ
ショットの作成など) を使用できます。最終的なスナップショットは、クラスターを削除した後も保持
されます。

チェック ID

G31sQ1E9U
アラート条件

• 黄: 実行中のクラスターは、過去 7 日間接続されていません。
• 黄: 実行中のクラスターでは、過去 7 日間の 99% で、クラスター全体の平均 CPU 使用率が 5% 未

満でした。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

クラスターをシャットダウンして最終的なスナップショットを作成するか、クラスターをダウンサイ
ジングすることを検討してください。「Shutting Down and Deleting Clusters」(クラスターのシャッ
トダウンと削除) および「Resizing a Cluster」(クラスターのサイズ変更) を参照してください。

その他のリソース

Amazon CloudWatch ユーザーガイド
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• リージョン
• クラスター
• インスタンスタイプ
• 理由
• 月間削減額の見積もり

パフォーマンス
サービスクォータ (以前は制限と呼ばれていました) をチェックしてサービスのパフォーマンスを向上さ
せ、プロビジョニングされたスループットを活用して使用率が高いインスタンスを監視することによって
未使用のリソースを検出できます。

パフォーマンスカテゴリの次のチェックを使用できます。

チェック名
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https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/working-with-clusters.html#rs-mgmt-shutdown-delete-cluster
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• Amazon EBS プロビジョンド IOPS (SSD) ボリュームアタッチ設定 (p. 92)
• Amazon EBS のプロビジョニング不足ボリューム (p. 93)
• Amazon EC2 から EBS スループット最適化 (p. 94)
• Amazon Route 53 エイリアスリソースレコードセット (p. 94)
• AWS Lambda メモリサイズのプロビジョニング不足関数 (p. 95)
• パフォーマンスに関する AWS Well-Architected のリスクの高い問題 (p. 96)
• CloudFront 代替ドメイン名 (p. 97)
• コンテンツ配信の最適化 (CloudFront) (p. 98)
• CloudFront ヘッダー転送とキャッシュヒット率 (p. 98)
• 使用率の高い Amazon EC2 インスタンス (p. 99)
• EC2 セキュリティグループルールの増大 (p. 100)
• EC2 セキュリティグループルールの増大 (p. 100)
• 利用率が高すぎる Amazon EBS マグネティックボリューム (p. 101)

Amazon EBS プロビジョンド IOPS (SSD) ボリュームアタッチ設
定
説明

Amazon EBS の最適化が可能で EBS 最適化されていない Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2) インスタンスにアタッチされていないプロビジョンド IOPS (SSD) ボリュームをチェックしま
す。

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) のプロビジョンド IOPS (SSD) ボリュームは、EBS 最適化
インスタンスにアタッチされている場合にのみ、予期されたパフォーマンスを提供するように設計さ
れています。

チェック ID

PPkZrjsH2q
アラート条件

黄: EBS 最適化が可能な Amazon EC2 インスタンスにはプロビジョンド IOPS (SSD) ボリュームがア
タッチされていますが、そのインスタンスは EBS 最適化されていません。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

EBS 最適化されている新しいインスタンスを作成し、ボリュームをデタッチして、そのボリュームを
新しいインスタンスに再アタッチします。詳細については、「Amazon EBS-Optimized Instances」
(Amazon EBS 最適化インスタンス) および「インスタンスへの Amazon EBS ボリュームのアタッ
チ」を参照してください。

その他のリソース
• Amazon EBS ボリュームの種類
• Amazon EBS ボリュームパフォーマンス

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン/AZ
• ボリューム ID
• ボリューム名
• ボリュームのアタッチ
• インスタンス ID
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https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSOptimized.html
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• インスタンスタイプ
• EBS 最適化

Amazon EBS のプロビジョニング不足ボリューム
説明

ルックバック期間中に任意の時点で実行していた Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボ
リュームをチェックします。このチェックは、ワークロードに対してプロビジョニング不足である 
EBS ボリュームがある場合に警告します。一貫した高い使用率は、パフォーマンスが最適化され安定
していることを示しますが、アプリケーションに十分なリソースがない可能性も示唆しています。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

COr6dfpM04
アラート条件

黄: ルックバック期間中にプロビジョニングが不足していた EBS ボリューム。ボリュームのプロビ
ジョニングが不足していないかどうかを判断するために、すべてのデフォルトの CloudWatch メトリ
クス (IOPS とスループットを含む) を考慮します。プロビジョニングが不足している EBS ボリューム
を識別するために使用されるアルゴリズムは、AWS のベストプラクティスに従います。新しいパター
ンが特定されると、アルゴリズムが更新されます。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

使用量の多いボリュームをアップサイジングすることを検討してください。

詳細については、「Trusted Advisor チェックのために AWS Compute Optimizer をオプトインす
る (p. 56)」を参照してください。

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• ボリューム ID
• ボリュームタイプ
• ボリュームサイズ (GB)
• ボリュームベースライン IOPS
• ボリューム IOPS
• ボリュームバーストスループット
• 推奨ボリュームタイプ
• 推奨ボリュームサイズ (GB)
• 推奨ボリュームベースライン IOPS
• 推奨ボリュームバースト IOPS
• 推奨ボリュームベースラインスループット
• 推奨ボリュームバーストスループット
• ルックバック期間 (日)
• パフォーマンスリスク
• 最終更新日時
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Amazon EC2 から EBS スループット最適化
説明

アタッチされている Amazon EC2 インスタンスの最大スループットキャパシティーによってパフォー
マンスの影響を受ける可能性がある Amazon EBS ボリュームをチェックします。

パフォーマンスを最適化するには、アタッチされた EBS ボリュームの合計最大スループットよりも 
Amazon EC2 インスタンスの最大スループットが大きいことを確認することをお勧めします。この
チェックでは、EBS 最適化インスタンスごとに前日の各 5 分間の合計 (協定世界時 (UTC) に基づく) 
EBS ボリュームスループットが計算され、これらの期間の半分以上の使用量が EC2 インスタンスの
最大スループットの 95% を超えた場合に警告が表示されます。

チェック ID

Bh2xRR2FGH
アラート条件

黄: 前日 (UTC) に、EC2 インスタンスにアタッチされた EBS ボリュームの総スループット (メガバイ
ト/秒) が、50% 超の時間にわたって、インスタンスと EBS ボリューム間の公開スループットの 95% 
を超えました。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

Amazon EBS ボリュームの最大スループット (「Amazon EBS ボリュームの種類」を参照) を、それ
らがアタッチされている Amazon EC2 インスタンスの最大スループットと比較します。「Instance 
Types That Support EBS Optimization」(EBS 最適化をサポートするインスタンスタイプ) を参照して
ください。

最適なパフォーマンスを実現するために、Amazon EBS に対してより高いスループットをサポートす
るインスタンスにボリュームをアタッチすることを検討してください。

その他のリソース
• Amazon EBS ボリュームの種類
• Amazon EBS 最適化インスタンス
• ボリュームのステータスのモニタリング
• 「インスタンスへの Amazon EBS ボリュームのアタッチ」を参照してください。
• インスタンスからの Amazon EBS ボリュームのデタッチ
• Amazon EBS ボリュームの削除

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• インスタンス ID
• インスタンスタイプ
• 最大に近い時間

Amazon Route 53 エイリアスリソースレコードセット
説明

パフォーマンスを向上させ、コストを節約するために、エイリアスリソースレコードセットに変更で
きるリソースレコードセットをチェックします。

エイリアスリソースレコードセットは、DNS クエリを AWS リソース (Elastic Load Balancing ロード
バランサーや Amazon S3 バケットなど) または別の Route 53 リソースレコードセットにルーティン
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https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSVolumeTypes.html
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グします。エイリアスリソースレコードセットを使用する場合、Route 53 は DNS クエリを AWS リ
ソースに無料でルーティングします。

AWS サービスによって作成されたホストゾーンはチェック結果に表示されません。
チェック ID

B913Ef6fb4
アラート条件

• 黄: リソースレコードセットは Amazon S3 ウェブサイトの CNAME です。
• 黄: リソースレコードセットは Amazon CloudFront ディストリビューションの CNAME です。
• 黄: リソースレコードセットは Elastic Load Balancing ロードバランサーの CNAME です。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

リストされた CNAME リソースレコードセットをエイリアスリソースレコードセットに置き換えま
す。「Choosing Between Alias and Non-Alias Resource Record Sets」(エイリアスのリソースレコー
ドセットと非エイリアスのリソースレコードセットの選択) を参照してください。

また、AWS リソースに応じて、レコードタイプを CNAME から A または AAAA に変更する必要が
あります。「Values that You Specify When You Create or Edit Amazon Route 53 Resource Record 
Sets」(Amazon Route 53 リソースレコードセットの作成または編集時に指定する値) を参照してくだ
さい。

その他のリソース

「AWS リソースへのインターネットトラフィックのルーティング」
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• ホストゾーン名
• ホストゾーン ID
• リソースレコードセット名
• リソースレコードセットのタイプ
• リソースレコードセットの識別子
• エイリアス先

AWS Lambda メモリサイズのプロビジョニング不足関数
説明

ルックバック期間中に少なくとも 1 回呼び出された AWS Lambda 関数をチェックします。この
チェックは、Lambda 関数がメモリサイズに関してプロビジョニング不足である場合に警告します。
メモリサイズについてプロビジョニング不足である Lambda 関数がある場合、これらの関数の完了に
時間がかかります。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

COr6dfpM06
アラート条件

黄: ルックバック期間中にメモリサイズのプロビジョニングが不足していた Lambda 関数。Lambda 
関数のプロビジョニングが不足していないかどうかを判断するために、その関数のすべてのデフォ
ルト CloudWatch メトリクスを考慮します。メモリサイズについてプロビジョニングが不足している 
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Lambda 関数を識別するために使用されるアルゴリズムは、AWS のベストプラクティスに従います。
新しいパターンが特定されると、アルゴリズムが更新されます。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

Lambda 関数のメモリサイズを大きくすることを検討してください。

詳細については、「Trusted Advisor チェックのために AWS Compute Optimizer をオプトインす
る (p. 56)」を参照してください。

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• 関数名
• 関数バージョン
• メモリサイズ (MB)
• 推奨メモリサイズ (MB)
• ルックバック期間 (日)
• パフォーマンスリスク
• 最終更新日時

パフォーマンスに関する AWS Well-Architected のリスクの高い
問題
説明

パフォーマンスの柱で、ワークロードに関するリスクの高い問題 (HRI) をチェックします。この
チェックは、お客様の AWS-Well Architected レビューに基づきます。チェック結果は、AWS Well-
Architected でワークロード評価を完了したかどうかによって異なります。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

Wxdfp4B1L2
アラート条件

• 赤: AWS Well-Architected のパフォーマンスの柱で、少なくとも 1 つのアクティブな高リスクの問
題が特定されました。

• 緑: AWS Well-Architected のパフォーマンスの柱でアクティブな高リスクの問題は検出されません
でした。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

AWS Well-Architected は、ワークロードの評価中に高リスクの問題を検出しました。これらの問題
は、リスクを軽減し、費用を節約する機会を提示します。AWS Well-Architected ツールにサインイン
して、回答を確認し、アクティブな問題を解決するためのアクションを実行します。

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• ワークロードの ARN
• ワークロード名
• レビュー担当者名
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• ワークロードタイプ
• ワークロードの開始日
• ワークロードの最終変更日
• パフォーマンスについて特定された HRI の数
• パフォーマンスについて解決された HRI の数
• パフォーマンスについて回答された質問の数
• パフォーマンスの柱の質問の総数
• 最終更新日時

CloudFront 代替ドメイン名
説明

DNS 設定が正しく設定されていない代替ドメイン名 (CNAMES) がないか、Amazon CloudFront ディ
ストリビューションをチェックします。

CloudFront ディストリビューションに代替ドメイン名が含まれる場合、ドメインの DNS 設定は、そ
のディストリビューションに DNS クエリをルーティングする必要があります。

Note

このチェックでは、Amazon Route 53 DNS と Amazon CloudFront ディストリビューション
が同じAWS アカウントで設定されていることが前提になります。そのため、アラートリスト
には、それ以外の場合にこの AWS アカウント の外部の DNS 設定で機能すると予期されて
いるリソースが含まれる場合があります。

チェック ID

N420c450f2
アラート条件

• 黄: CloudFront ディストリビューションには代替ドメイン名が含まれていますが、DNS 設定が 
CNAME レコードまたは Amazon Route 53 エイリアスリソースレコードで正しくセットアップされ
ていません。

• 黄: CloudFront ディストリビューションには代替ドメイン名が含まれていますが、リダイレクトが
多すぎるため、Trusted Advisor は DNS 設定を評価できませんでした。

• 黄: CloudFront ディストリビューションには代替ドメイン名が含まれていますが、他の理由で 
Trusted Advisor は DNS 設定を評価できませんでした。おそらく、タイムアウトが原因です。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

DNS 設定を更新して、DNS クエリを CloudFront ディストリビューションにルーティングします。
「Using Alternate Domain Names (CNAMEs)」(代替ドメイン名 (CNAME) の使用) を参照してくださ
い。

DNS サービスとして Amazon Route 53 を使用している場合は、「ドメイン名を使用したトラフィッ
クの Amazon CloudFront ディストリビューションへのルーティング」を参照してください。チェック
がタイムアウトした場合は、チェックを更新してみてください。

その他のリソース

Amazon CloudFront 開発者ガイド
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• ディストリビューション ID
• ディストリビューションドメイン名
• 代替ドメイン名
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• 理由

コンテンツ配信の最適化 (CloudFront)
説明

AWS のグローバルコンテンツ配信サービスである Amazon CloudFront を使用することによ
り、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットからのデータ転送を高速化できるケース
をチェックします。

コンテンツを配信するために CloudFront を設定すると、コンテンツに対するリクエストは、コンテン
ツがキャッシュされている最も近いエッジロケーションに自動的にルーティングされます。このルー
ティングでは、可能な限り最高のパフォーマンスでコンテンツをユーザーに配信できます。バケット
に格納されているデータと比較して、転送されるデータの比率が高いと場合、Amazon CloudFront を
使用してデータを配信することによってメリットが生まれる可能性があることを示しています。

チェック ID

796d6f3D83
アラート条件

• 黄: チェックの前 30 日間に GET リクエストによってバケットからユーザーに転送 (OUT) された
データ量は、バケットに保存されている平均データ量の少なくとも 25 倍です。

• 赤: チェックの前 30 日間に GET リクエストによってバケットからユーザーに転送 (OUT) された
データ量は、少なくとも 10 TB、かつ、バケットに保存されている平均データ量の少なくとも 25 倍
です。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

より良いパフォーマンスのために CloudFront の使用を検討してください。「Amazon CloudFront 
Product Details」(Amazon CloudFront 製品の詳細) を参照してください。

転送されるデータが 1 か月あたり 10 TB 以上の場合は、「Amazon CloudFront の料金」を参照して、
可能なコスト削減を検討してください。

その他のリソース
• Amazon CloudFront デベロッパーガイド
• AWS 導入事例: PBS

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• バケット名
• S3 ストレージ (GB)
• データ転送 (OUT) (GB)
• ストレージへの転送の比率

CloudFront ヘッダー転送とキャッシュヒット率
説明

CloudFront が現在クライアントから受け取り、オリジンサーバーに転送する HTTP リクエストヘッ
ダーをチェックします。

日付やユーザーエージェントなどの一部のヘッダーは、キャッシュヒット率 (CloudFront エッジ
キャッシュから提供されるリクエストの割合) を大幅に低下させます。これにより、CloudFront はよ
り多くのリクエストをオリジンに転送する必要があるため、オリジンへの負荷が高くなり、パフォー
マンスが低下します。
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チェック ID

N415c450f2
アラート条件

黄: CloudFront がオリジンに転送する 1 つ以上のリクエストヘッダーにより、キャッシュヒット率が
大幅に低下する可能性があります。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

リクエストヘッダーが、キャッシュヒット率への悪影響を正当化するのに十分なメリットを提供する
かどうかを検討します。特定のヘッダーの値にかかわらず、オリジンが同じオブジェクトを返す場合
は、そのヘッダーをオリジンに転送するように CloudFront を設定しないことをお勧めします。詳細に
ついては、「Configuring CloudFront to Cache Objects Based on Request Headers」(リクエストヘッ
ダーに基づいてオブジェクトをキャッシュするように CloudFront を設定する) を参照してください。

その他のリソース
• CloudFront エッジキャッシュから提供されるリクエストの比率の向上
• CloudFront キャッシュ統計レポート
• HTTP リクエストヘッダーと CloudFront の動作

[Report columns] (レポート列)
• ディストリビューション ID
• ディストリビューションドメイン名
• キャッシュ動作のパスパターン
• ヘッダー

使用率の高い Amazon EC2 インスタンス
説明

過去 14 日間の任意の時点で実行していた Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタン
スをチェックします。4 日以上で 1 日あたりの CPU 使用率が 90% 以上の場合、アラートが送信され
ます。

使用率が一貫して高い場合は、パフォーマンスが最適化され、安定している場合があります。ただ
し、アプリケーションに十分なリソースがない可能性もあります。毎日の CPU 使用量データを取得
するには、このチェックのレポートをダウンロードします。

チェック ID

ZRxQlPsb6c
アラート条件

黄: インスタンスは、過去 14 日間のうち少なくとも 4 日間で、1 日の平均 CPU 使用率が 90% を超え
ていました。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

インスタンスをさらに追加することを検討してください。需要に基づいてインスタンス数をスケーリ
ングする方法については、「What is Auto Scaling?」(Auto Scaling とは) を参照してください。

その他のリソース
• Amazon EC2 のモニタリング
• インスタンスメタデータとユーザーデータ
• Amazon CloudWatch ユーザーガイド
• Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド

[Report columns] (レポート列)
• リージョン/AZ
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• インスタンス ID
• インスタンスタイプ
• インスタンス名
• 14 日間の平均 CPU 使用率
• CPU 使用率が 90% を超えた日数

EC2 セキュリティグループルールの増大
説明

多くのセキュリティグループルールがある Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタン
スをチェックします。インスタンスに多数のルールがある場合、パフォーマンスが低下する可能性が
あります。

チェック ID

j3DFqYTe29
アラート条件

• 黄: Amazon EC2-VPC インスタンスには、50 個を超えるセキュリティグループルールがあります。
• 黄: Amazon EC2-Classic インスタンスには、100 個を超えるセキュリティグループルールがありま

す。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

不要なルールや重複するルールを削除して、インスタンスに関連付けられているルールの数を減らし
ます。詳細については、「Deleting Rules from a Security Group」(セキュリティグループからのルー
ルの削除) を参照してください。

その他のリソース

Amazon EC2 セキュリティグループ
[Report columns] (レポート列)

• リージョン
• インスタンス ID
• インスタンス名
• VPC ID
• 合計インバウンドルール
• 合計アウトバウンドルール

EC2 セキュリティグループルールの増大
説明

ルールの数が多すぎる Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) セキュリティグループをチェッ
クします。

セキュリティグループに多くのルールがある場合、パフォーマンスが低下する可能性があります。
チェック ID

tfg86AVHAZ
アラート条件

• 黄: Amazon EC2-VPC セキュリティグループには、50 個を超えるルールがあります。
• 黄: Amazon EC2-Classic セキュリティグループには、100 個を超えるルールがあります。
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[Recommended Action] (推奨されるアクション)

不要なルールや重複するルールを削除して、セキュリティグループ内のルールの数を減らします。詳
細については、「Deleting Rules from a Security Group」(セキュリティグループからのルールの削除) 
を参照してください。

その他のリソース

Amazon EC2 セキュリティグループ
[Report columns] (レポート列)

• リージョン
• セキュリティグループ名
• グループ ID
• 説明
• Instance Count
• VPC ID
• 合計インバウンドルール
• 合計アウトバウンドルール

利用率が高すぎる Amazon EBS マグネティックボリューム
説明

潜在的に利用率が高すぎ、効率的な設定からメリットが生まれる可能性がある Amazon Elastic Block 
Store (Amazon EBS) マグネティックボリュームをチェックします。

マグネティックボリュームは、中程度または バースト性の入出力 (I/O) の要件があるアプリケーショ
ン用に設計されていて、IOPS レートは保証されません。平均 IOPS は約 100 で、ベストエフォー
トでの数百の IOPS へのバーストが可能です。IOPS が一貫して高い場合は、プロビジョンド IOPS 
(SSD) ボリュームを使用できます。バースト性 IOPS の場合は、汎用 (SSD) ボリュームを使用できま
す。詳細については、「Amazon EBS ボリュームのタイプ」を参照してください。

EBS 最適化動作をサポートするインスタンスタイプのリストについては、「Amazon EBS 最適化イン
スタンスを使用する」を参照してください。

毎日の使用量メトリクスを取得するには、このチェックのレポートをダウンロードします。詳細レ
ポートには、過去 14 日間の各日の列が表示されます。アクティブな EBS ボリュームがない場合、
セルは空となります。信頼できる測定を行うのに十分なデータがない場合、セルには N/A が含まれ
ます。十分なデータがある場合、セルには日次の中央値と、中央値に関連する差異のパーセンテージ 
(%) が含まれます (例: 256 / 20%)。

チェック ID

k3J2hns32g
アラート条件

黄: Amazon EBS Magnetic ボリュームは、EBS 最適化が可能なインスタンス、またはクラスターコ
ンピューティングネットワークの一部であるインスタンスにアタッチされており、1 日の中央値が 95 
IOPS を超え、過去 14 日間のうち少なくとも 7 日間は中央値の 10% 未満で変動します。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

IOPS が一貫して高い場合は、プロビジョンド IOPS (SSD) ボリュームを使用できます。バースト性 
IOPS の場合は、汎用 (SSD) ボリュームを使用できます。詳細については、「Amazon EBS ボリュー
ムのタイプ」を参照してください。

その他のリソース

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
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[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• ボリューム ID
• ボリューム名
• しきい値を超過した日数
• 1 日の最大中央値

Note

AWS Compute Optimizer のアカウントにオプトインした場合、代わりに Amazon EBS のプロビ
ジョニング不足ボリュームチェックを使用することをお勧めします。詳細については、「Trusted 
Advisor チェックのために AWS Compute Optimizer をオプトインする (p. 56)」を参照してく
ださい。

セキュリティ
セキュリティカテゴリの次のチェックを使用できます。

Note

AWS アカウント で Security Hub を有効にした場合、調査結果を Trusted Advisor コンソールで表
示できます。詳細については、AWS Security Hub のコントロールを AWS Trusted Advisor で表示
する (p. 50)を参照してください。
Category: Recover > Resilience を持つコントロールを除いて、AWS 基本的セキュリティのベ
ストプラクティスセキュリティ標準のすべてのコントロールを表示できます。サポートされる
コントロールのリストについては、AWS Security Hub ユーザーガイドの「AWS Foundational 
Security Best Practices controls」を参照してください。

チェック名
• Microsoft SQL Server を使用した Amazon EC2 インスタンスのサポートの終了 (p. 103)
• Microsoft Windows Server を使用した Amazon EC2 インスタンスのサポートの終了 (p. 104)
• Amazon EBS パブリックスナップショット (p. 104)
• Amazon RDS パブリックスナップショット (p. 105)
• Amazon RDS セキュリティグループのアクセスリスク (p. 106)
• Amazon Route 53 MX リソースレコードセットと Sender Policy Framework (p. 107)
• Amazon S3 バケット許可 (p. 107)
• AWS CloudTrail ロギング (p. 108)
• 非推奨のランタイムを使用する AWS Lambda 関数 (p. 109)
• セキュリティに関する AWS Well-Architected のリスクの高い問題 (p. 110)
• IAM 証明書ストアの CloudFront 独自 SSL 証明書 (p. 111)
• オリジンサーバーの CloudFront 独自 SSL 証明書 (p. 112)
• ELB リスナーのセキュリティ (p. 112)
• ELB セキュリティグループ (p. 113)
• 露出したアクセスキー (p. 114)
• IAM アクセスキーローテーション (p. 115)
• IAM パスワードポリシー (p. 116)
• IAM の使用 (p. 117)
• ルートアカウントの MFA (p. 117)
• セキュリティグループ — 開かれたポート (p. 118)
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https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp-controls.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp-controls.html
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• セキュリティグループ — 無制限アクセス (p. 118)

Microsoft SQL Server を使用した Amazon EC2 インスタンスの
サポートの終了
説明

直近 24 時間以内に実行されている Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスの 
SQL Server バージョンをチェックします。このチェックでは、ご利用のバージョンのサポートが終
了に近づいているか、または終了している場合に警告を受け取ります。SQL Server の各バージョンで
は、5 年間のメインストリームサポートと 5 年間の延長サポートを含む 10 年間のサポートが提供され
ます。サポートの終了後には、SQL Server バージョンは定期的なセキュリティ更新を受け取らなくな
ります。サポートされていないバージョンの SQL Server でアプリケーションを実行すると、セキュ
リティまたはコンプライアンスのリスクが生じる可能性があります。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

Qsdfp3A4L3
アラート条件

• 赤: EC2 インスタンスには、サポートが終了した SQL Server バージョンがあります。
• 黄: EC2 インスタンスには、12 か月以内にサポートが終了する SQL Server バージョンがありま

す。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

SQL Server のワークロードをモダナイズするには、Amazon Aurora などの AWS クラウド ネイティ
ブデータベースへのリファクタリングを検討してください。詳細については、「AWS で Windows 
ワークロードを最新化」を参照してください。

フルマネージドデータベースに移行するには、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 
への再プラットフォーム化を検討します。詳細については、「Amazon RDS for SQL Server」を参照
してください。

Amazon EC2 で SQL Server をアップグレードするには、オートメーションランブックを使用して
アップグレードを簡素化することを検討してください。詳細については、「AWS Systems Manager 
ドキュメント」を参照してください。

Amazon EC2 で SQL Server をアップグレードできない場合は、Windows Server 向けサポート終了移
行プログラム (EMP) を検討してください。詳細については、EMP のウェブサイトを参照してくださ
い。

その他のリソース
• AWS で SQL Server のサポート終了の準備をする
• AWS での Microsoft SQL Server

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• インスタンス ID
• SQL Server バージョン
• サポートサイクル
• サポートの終了

API バージョン 2013-04-15
103

http://aws.amazon.com/windows/modernization/
http://aws.amazon.com/windows/modernization/
http://aws.amazon.com/rds/sqlserver/
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http://aws.amazon.com/emp-windows-server/
http://aws.amazon.com/sql/sql2008-eos/
http://aws.amazon.com/sql
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• 最終更新日時

Microsoft Windows Server を使用した Amazon EC2 インスタン
スのサポートの終了
説明

このチェックでは、ご利用のバージョンのサポートが終了に近づいているか、または終了している
場合に警告を受け取ります。Windows Server の各バージョンは、10 年間のサポートを提供していま
す。これには、5 年間のメインストリームサポートと 5 年間の延長サポートが含まれます。サポー
トの終了後には、Windows Server バージョンは定期的なセキュリティ更新を受け取らなくなりま
す。Windows Server の未サポートのバージョンでアプリケーションを実行すると、アプリケーション
のセキュリティやコンプライアンスにリスクが生じます。

チェック ID

Qsdfp3A4L4
アラート条件

• 赤: EC2 インスタンスには、サポートが終了している Windows Server バージョン (Windows Server 
2003、2003 R2、2008、2008 R2) があります。

• 黄: EC2 インスタンスには、18 か月以内にサポートが終了する Windows Server バージョン 
(Windows Server 2012、2012 R2) があります。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

Windows Server のワークロードを最新化する際は、「AWS で Windows ワークロードを最新化」で
利用できる各種オプションをご検討ください。

Windows Server ワークロードをアップグレードしてより新しいバージョンの Windows Server で実行
するときは、自動化ランブックを使用できます。詳細については、AWS Systems Manager のドキュ
メントを参照してください。

アプリケーションとの互換性がないために Windows Server ワークロードをアップグレードできな
いときは、Windows Server 向けサポート終了移行プログラム (EMP) をご検討ください。詳細につ
いては、EMP のウェブサイトを参照してください。また、製品のサポート終了日から最大 3 年間
は、Microsoft から延長セキュリティ更新 (ESU) プログラムも購入可能です。詳細はこちら。

その他のリソース
• Windows on AWS
• Windows Server 向けサポート終了移行プログラム

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• インスタンス ID
• Windows Server バージョン
• サポートサイクル
• サポートの終了
• 最終更新日時

Amazon EBS パブリックスナップショット
説明

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームスナップショットのアクセス許可設定をチェッ
クし、スナップショットがパブリックとしてマークされている場合に警告します。
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http://aws.amazon.com/windows/modernization/
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/os-inplaceupgrade.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/os-inplaceupgrade.html
http://aws.amazon.com/emp-windows-server/
http://aws.amazon.com/windows/faq/#eos-microsoft-products
http://aws.amazon.com/windows/?blog-posts-content-windows.sort-by=item.additionalFields.createdDate=desc
http://aws.amazon.com/emp-windows-server/
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スナップショットをパブリックにすると、すべての AWS アカウント とユーザーにスナップショット
上のすべてのデータへのアクセスが付与されます。スナップショットを特定のユーザーまたはアカウ
ントをのみ共有する場合は、そのスナップショットをプライベートとしてマークします。その後にス
ナップショットデータを共有するユーザーまたはアカウントを指定します。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。

チェック ID

ePs02jT06w
アラート条件

赤: EBS ボリュームスナップショットはパブリックとしてマークされています。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

スナップショット内のすべてのデータをすべての AWS アカウント およびユーザーと共有することが
確実でない限り、許可を変更します。スナップショットをプライベートとしてマークしてから、許可
を付与するアカウントを指定します。詳細については、「Amazon EBS スナップショットの共有」を
参照してください。このチェックは、Trusted Advisor コンソールのビューから除外することはできま
せん。

スナップショットの許可を直接変更するために、AWS Systems Manager コンソールでランブックを
使用できます。詳細については、「AWSSupport-ModifyEBSSnapshotPermission」を参照して
ください。

その他のリソース

Amazon EBS スナップショット
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• リージョン
• ボリューム ID
• スナップショット ID
• 説明

Amazon RDS パブリックスナップショット
説明

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) DB スナップショットのアクセス許可設定を
チェックし、スナップショットがパブリックとしてマークされている場合に警告します。

スナップショットをパブリックにすると、すべての AWS アカウント とユーザーにスナップショット
上のすべてのデータへのアクセスが付与されます。スナップショットを特定のユーザーまたはアカウ
ントをのみ共有する場合は、そのスナップショットをプライベートとしてマークします。その後にス
ナップショットデータを共有するユーザーまたはアカウントを指定します。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。

チェック ID

rSs93HQwa1
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https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-modifying-snapshot-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager-automation-runbooks/latest/userguide/automation-awssupport-modifyebssnapshotpermission.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSSnapshots.html
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アラート条件

赤: Amazon RDS スナップショットはパブリックとしてマークされています。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

スナップショット内のすべてのデータをすべての AWS アカウント およびユーザーと共有すること
が確実でない限り、許可を変更します。スナップショットをプライベートとしてマークしてから、許
可を付与するアカウントを指定します。詳細については、「DB スナップショットまたは DB クラス
タースナップショットの共有」を参照してください。このチェックは、Trusted Advisor コンソールの
ビューから除外することはできません。

スナップショットの許可を直接変更するために、AWS Systems Manager コンソールでランブックを
使用できます。詳細については、「AWSSupport-ModifyRDSSnapshotPermission」を参照して
ください。

その他のリソース

Amazon RDS DB インスタンスのバックアップと復元
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• リージョン
• DB インスタンスまたはクラスター ID
• スナップショット ID

Amazon RDS セキュリティグループのアクセスリスク
説明

Amazon Relational Database Service（Amazon RDS）のセキュリティグループ設定をチェックし、セ
キュリティグループルールでデータベースへの過度なアクセスが許可されている場合に警告します。
セキュリティグループルールの推奨設定は、特定の Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) セ
キュリティグループまたは特定の IP アドレスからのアクセスのみを許可することです。

チェック ID

nNauJisYIT
アラート条件

• 黄: DB セキュリティグループルールは、次のポートのいずれかでグローバル
アクセス権を付与する Amazon EC2 セキュリティグループを参照しています: 
20、21、22、1433、1434、3306、3389、4333、5432、5500。

• 黄: DB セキュリティグループルールは、複数の IP アドレスへのアクセス権を付与します (CIDR 
ルールのサフィックスは /0 または /32 ではありません)。

• 赤: DB セキュリティグループルールはグローバルアクセス権を付与します (CIDR ルールのサフィッ
クスは /0)。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

セキュリティグループルールを確認し、許可された IP アドレスまたは IP 範囲にアクセスを制限し
ます。セキュリティグループを編集するには、AuthorizeDBSecurityGroupIngress API または AWS 
Management Console を使用します。詳細については、「DB セキュリティグループの操作」を参照
してください。

その他のリソース
• Amazon RDS セキュリティグループ
• クラスレスドメイン間ルーティング
• TCP と UDP のポート番号のリスト
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ShareSnapshot.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ShareSnapshot.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager-automation-runbooks/latest/userguide/automation-awssupport-modifyrdssnapshotpermission.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_CommonTasks.BackupRestore.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/APIReference/API_AuthorizeDBSecurityGroupIngress.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithSecurityGroups.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Overview.RDSSecurityGroups.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Classless_Inter-Domain_Routing
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers
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[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• RDS セキュリティグループ名
• 受信ルール
• 理由

Amazon Route 53 MX リソースレコードセットと Sender Policy 
Framework
説明

各 MX リソースレコードセットについて、有効な SPF レコードが TXT または SPF リソースレコード
セットに含まれていることをチェックします。レコードは「v=spf1」で始まる必要があります。SPF 
レコードは、ドメインの E メールの送信が許可されているサーバーを指定します。これにより、E 
メールアドレスのスプーフィングを検出して停止し、スパムを削減できます。Route 53 では、SPF レ
コードの代わりに TXT レコードを使用することをお勧めします。各 MX リソースレコードセットに 
SPF レコードまたは TXT レコードが少なくとも 1 つある場合、Trusted Advisor は、このチェックを
「緑」として報告します。

チェック ID

c9D319e7sG
アラート条件

黄: MX リソースレコードセットには、有効な SPF 値を含む TXT または SPF のリソースレコードが
ありません。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

MX リソースレコードセットごとに、有効な SPF 値を含む TXT リソースレコードセットを作成しま
す。詳細については、「Sender Policy Framework: SPF Record Syntax」(Sender Policy Framework: 
SPF レコード構文) および「Amazon Route 53 コンソールを使用したリソースレコードセットの作
成」を参照してください。

その他のリソース
• センダーポリシーフレームワーク
• MX レコード

[Report columns] (レポート列)
• ホストゾーン名
• ホストゾーン ID
• リソースレコードセット名
• ステータス

Amazon S3 バケット許可
説明

オープンアクセス許可があるか、認証済みの AWS ユーザーへのアクセスを許可する Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) 内のバケットをチェックします。

このチェックでは、明示的なバケットアクセス許可、およびそのアクセス許可をオーバーライドする
可能性のあるバケットポリシーが調べられます。Amazon S3 バケットのすべてのユーザーにリストア

API バージョン 2013-04-15
107

http://www.open-spf.org/SPF_Record_Syntax
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/RRSchanges_console.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/RRSchanges_console.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Sender_Policy_Framework
http://en.wikipedia.org/wiki/MX_record
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クセス許可を付与することは推奨されません。これらのアクセス許可により、意図しないユーザーが
バケット内のオブジェクトを頻繁にリストすることがあります。結果として、予想される料金よりも
高くなる可能性があります。すべてのユーザーにアップロードと削除のアクセス許可を付与すると、
バケットのセキュリティの脆弱性が生じる可能性があります。

チェック ID

Pfx0RwqBli
アラート条件

• 黄色: バケット ACL では、[全員] または [認証済みの AWS ユーザー] に対して「リスト」アクセス
が許可されます。

• 黄: バケットポリシーは、あらゆる種類のオープンアクセスを許可します。
• 黄: バケットポリシーには、パブリックアクセス権を付与するステートメントがあります。[Block 

public and cross-account access to buckets that have public policies] (パブリックポリシーが設定さ
れているバケットへのパブリックアクセスとクロスアカウントアクセスをブロック) がオンになり、
パブリックステートメントが削除されるまで、そのアカウントの許可されたユーザーのみにアクセ
スが制限されます。

• 黄: Trusted Advisor にはポリシーを確認するための許可がないか、または他の理由でポリシーを評
価できませんでした。

• 赤色: バケット ACL では、[全員] または [認証済みの AWS ユーザー] に対して「アップロード」お
よび「削除」アクセスが許可されます。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

バケットがオープンアクセスを許可している場合、オープンアクセスが本当に必要かどうかを判断し
ます。必要でない場合は、バケットの許可を更新して、所有者または特定のユーザーへのアクセスを
制限します。Amazon S3 のパブリックアクセスのブロックを使用して、データへのパブリックアクセ
スを許可する設定を管理します。「バケットとオブジェクトのアクセス許可の設定」を参照してくだ
さい。

その他のリソース

Managing Access Permissions to Your Amazon S3 Resources (Amazon S3 リソースへのアクセス許
可の管理)

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン名
• リージョン API パラメータ
• バケット名
• ACL でリストを許可
• ACL でアップロード/削除を許可
• ポリシーでアクセスを許可

AWS CloudTrail ロギング
説明

AWS CloudTrail の使用をチェックします。CloudTrail は、アカウントで行われた AWS API コールに
関する情報を記録することによって AWS アカウント の高い可視性を提供します。このログを使用し
て、特定のユーザーが指定期間にどのようなアクションを行ったか、指定期間に特定のリソースに対
してどのユーザーがアクションを実行したかを判断できます。

CloudTrail はログファイルを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに配信するた
め、CloudTrail には、そのバケットに対する書き込みアクセス許可が必要です。証跡をすべてのリー
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ジョンに適用する場合 (新しい証跡を作成した場合のデフォルト)、証跡は Trusted Advisor レポートに
複数回表示されます。

チェック ID

vjafUGJ9H0
アラート条件

• 黄: CloudTrail は、証跡のログ配信エラーを報告します。
• 赤: リージョンの証跡が作成されていないか、証跡のログ記録がオフになっています。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

証跡を作成してコンソールからログ記録を開始するには、AWS CloudTrail コンソールに移動します。

ログ記録を開始するには、「Stopping and Starting Logging for a Trail」(証跡のログ記録の停止と開始) 
を参照してください。

ログ配信エラーが発生した場合は、バケットが存在し、必要なポリシーがバケットにアタッチされて
いることを確認してください。「Amazon S3 バケットポリシー」を参照してください。

その他のリソース
• AWS CloudTrail ユーザーガイド
• サポートされるリージョン
• サポートされるサービス

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• 証跡名
• ログ記録のステータス
• バケット名
• ログ配信日

非推奨のランタイムを使用する AWS Lambda 関数
説明

非推奨に近づいているランタイムを使用するか、または非推奨のランタイムを使用するように設定さ
れている Lambda 関数をチェックします。非推奨のランタイムは、セキュリティアップデートやテク
ニカルサポートの対象にはなりません。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

公開された Lambda 関数のバージョンは不変です。つまり、呼び出すことはできますが、更新するこ
とはできません。更新できるのは Lambda 関数の $LATEST バージョンのみです。詳細については、
「Lambda 関数のバージョン」を参照してください。

チェック ID

L4dfs2Q4C5
アラート条件

• 赤: この関数は、既に非推奨となっているランタイムで実行されています。
• 黄: この関数は 120 日以内に非推奨とされるランタイムで実行されています。
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[Recommended Action] (推奨されるアクション)

もうすぐ非推奨になるランタイムで実行されている関数がある場合は、サポート対象のランタイムへ
の移行に向けて準備する必要があります。詳細については、「Runtime support policy」(ランタイムサ
ポートポリシー) を参照してください。

使用しなくなった以前の関数バージョンを削除することをお勧めします。
その他のリソース

Lambda ランタイム
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• リージョン
• 関数 ARN
• ランタイム
• 非推奨になるまでの日数
• 廃止日
• 平均日次呼び出し
• 最終更新日時

セキュリティに関する AWS Well-Architected のリスクの高い問
題
説明

セキュリティの柱で、ワークロードに関するリスクの高い問題 (HRI) をチェックします。この
チェックは、お客様の AWS-Well Architected レビューに基づきます。チェック結果は、AWS Well-
Architected でワークロード評価を完了したかどうかによって異なります。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

Wxdfp4B1L3
アラート条件

• 赤: AWS Well-Architected のセキュリティの柱で、少なくとも 1 つのアクティブな高リスクの問題
が特定されました。

• 緑: AWS Well-Architected のセキュリティの柱でアクティブな高リスクの問題は検出されませんで
した。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

AWS Well-Architected は、ワークロードの評価中に高リスクの問題を検出しました。これらの問題
は、リスクを軽減し、費用を節約する機会を提示します。AWS Well-Architected ツールにサインイン
して、回答を確認し、アクティブな問題を解決するためのアクションを実行します。

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• ワークロードの ARN
• ワークロード名
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• レビュー担当者名
• ワークロードタイプ
• ワークロードの開始日
• ワークロードの最終変更日
• セキュリティについて特定された HRI の数
• セキュリティについて解決された HRI の数
• セキュリティについての質問の数
• セキュリティの柱の質問の総数
• 最終更新日時

IAM 証明書ストアの CloudFront 独自 SSL 証明書
説明

IAM 証明書ストア内の CloudFront 代替ドメイン名の SSL 証明書をチェックします。このチェックで
は、証明書の期限が切れている場合、近日中に証明書の期限が切れる場合、証明書で古い暗号化が使
用されている場合、またはディストリビューションに対して証明書が正しく構成されていない場合に
アラートが発生します。

代替ドメイン名のカスタム証明書の有効期限が切れると、CloudFront コンテンツを表示するブラウ
ザにウェブサイトのセキュリティに関する警告メッセージが表示されることがあります。SHA-1 ハッ
シュアルゴリズムを使用して暗号化された証明書は、Chrome や Firefox などのウェブブラウザで非推
奨になる予定です。

証明書には、オリジンドメイン名、またはビューワーリクエストのホストヘッダー内のドメイン名
のいずれかに一致するドメイン名が含まれている必要があります。一致しない場合、CloudFront は 
HTTP ステータスコード 502 (不正なゲートウェイ) をユーザーに返します。詳細については、「代替
ドメイン名と HTTPS の使用」を参照してください。

チェック ID

N425c450f2
アラート条件

• 赤: カスタム SSL 証明書の有効期限が切れています。
• 黄: カスタム SSL 証明書は今後 7 日で期限切れになります。
• 黄: カスタム SSL 証明書が SHA-1 ハッシュアルゴリズムを使用して暗号化されています。
• 黄: ディストリビューション内の 1 つ以上の代替ドメイン名が、カスタム SSL 証明書の [Common 

Name] (共通名) フィールドにも [Subject Alternative Names] (サブジェクト代替名) フィールドにも
表示されません。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

期限切れになっている証明書、または間もなく期限切れになる証明書を更新します。

SHA-1 ハッシュアルゴリズムを使用して暗号化された証明書を、SHA-256 ハッシュアルゴリズムを使
用して暗号化された証明書に置き換えます。

証明書を、[Common Names] (共通名) フィールドまたは [Subject Alternative Domain Names] (サブ
ジェクト代替ドメイン名) フィールドに該当する値を含む証明書に置き換えます。

その他のリソース

HTTPS 接続を使用したオブジェクトへのアクセス
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• ディストリビューション ID
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• ディストリビューションドメイン名
• 証明書名
• 理由

オリジンサーバーの CloudFront 独自 SSL 証明書
説明

オリジンサーバーで、有効期限が切れている SSL 証明書、有効期限が近づいている SSL 証明書、欠
落している SSL 証明書、または古い暗号化を使用している SSL 証明書をチェックします。証明書に
上記のいずれかの問題がある場合、CloudFront は HTTP ステータスコード 502 (不正なゲートウェイ) 
を使用してコンテンツのリクエストに応答します。

SHA-1 ハッシュアルゴリズムを使用して暗号化された証明書は、Chrome や Firefox などのウェブブ
ラウザで非推奨になる予定です。CloudFront ディストリビューションに関連付けた SSL 証明書の数
によっては、このチェックにより、ウェブホスティングプロバイダー (例えば Amazon EC2 または 
Elastic Load Balancing を CloudFront ディストリビューションのオリジンとして使用している場合は 
AWS) による請求が 1 か月あたり数セント増加する場合があります。このチェックでは、オリジン証
明書チェーンまたは認証局は検証されません。これらは CloudFront 設定で確認できます。

チェック ID

N430c450f2
アラート条件

• 赤: オリジンの SSL 証明書の有効期限が切れているか、存在しません。
• 黄: オリジンの SSL 証明書は今後 30 日以内に期限切れになります。
• 黄: オリジンの SSL 証明書が SHA-1 ハッシュアルゴリズムを使用して暗号化されています。
• 黄: オリジンの SSL 証明書が見つかりません。タイムアウトや他の HTTPS 接続の問題により、接

続が失敗した可能性があります。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

有効期限が切れているか、間もなく期限切れになる場合は、オリジンで証明書を更新します。

証明書が存在しない場合は追加します。

SHA-1 ハッシュアルゴリズムを使用して暗号化された証明書を、SHA-256 ハッシュアルゴリズムを使
用して暗号化された証明書に置き換えます。

その他のリソース

代替ドメイン名と HTTPS の使用
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• ディストリビューション ID
• ディストリビューションドメイン名
• [Origin] (元)
• 理由

ELB リスナーのセキュリティ
説明

暗号化された通信に推奨されるセキュリティ設定を使用していないリスナーを持つロードバランサー
をチェックします。AWS では、セキュアなプロトコル (HTTPS または SSL)、最新のセキュリティポ
リシー、およびセキュアな暗号とプロトコルの使用を推奨しています。
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フロントエンド接続 (クライアントからロードバランサーへの接続) にセキュアなプロトコルを使用す
ると、クライアントとロードバランサーの間でリクエストが暗号化されるため、より安全な環境が作
成されます。Elastic Load Balancing は、セキュリティに関する AWS のベストプラクティスに準拠す
る暗号化およびプロトコルを使用する事前定義済みのセキュリティポリシーを提供します。新しい構
成が利用可能になると、事前定義済みのポリシーの新しいバージョンがリリースされます。

チェック ID

a2sEc6ILx
アラート条件

• 黄: ロードバランサーには、安全なプロトコル (HTTPS または SSL) を使用するリスナーがありませ
ん。

• 黄: ロードバランサーのリスナーは、古い事前定義済みの SSL セキュリティポリシーを使用してい
ます。

• 黄: ロードバランサーのリスナーは、推奨されていない暗号またはプロトコルを使用しています。
• 赤: ロードバランサーのリスナーが安全でない暗号またはプロトコルを使用しています。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

ロードバランサーへのトラフィックをセキュリティで保護する必要がある場合は、フロントエンド接
続に HTTPS または SSL プロトコルを使用します。

ロードバランサーを事前定義済みの SSL セキュリティポリシーの最新バージョンにアップグレードし
ます。

推奨される暗号とプロトコルのみを使用してください。

詳細については、「Listener Configurations for Elastic Load Balancing」(Elastic Load Balancing のリ
スナー設定) を参照してください。

その他のリソース
• リスナー設定のクイックリファレンス
• ロードバランサーの SSL ネゴシエーション設定を更新する
• SSL Negotiation Configurations for Elastic Load Balancing (Elastic Load Balancing の SSL ネゴシ

エーション設定)
• SSL セキュリティポリシーのテーブル

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• ロードバランサー名
• ロードバランサーのポート
• 理由

ELB セキュリティグループ
説明

欠落しているセキュリティグループで構成されたロードバランサー、またはロードバランサー用に設
定されていないポートへのアクセスを許可するセキュリティグループをチェックします。

ロードバランサーに関連付けられたセキュリティグループを削除すると、ロードバランサーは予期し
た通りに動作しなくなります。ロードバランサー用に設定されていないポートへのアクセスがセキュ
リティグループで許可されている場合、データの損失や悪意のある攻撃のリスクが高くなります。

チェック ID

xSqX82fQu
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アラート条件
• 黄: ロードバランサーに関連付けられた Amazon VPC セキュリティグループのインバウンドルール

は、ロードバランサーのリスナー設定で定義されていないポートへのアクセスを許可します。
• 赤: ロードバランサーに関連付けられているセキュリティグループが存在しません。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

セキュリティグループルールを設定して、ロードバランサーのリスナー設定で定義されたポートと
プロトコル、および Path MTU Discovery をサポートする ICMP プロトコルのみにアクセスを制限
します。「Listeners for Your Classic Load Balancer」(Classic Load Balancer のリスナー) および
「Security Groups for Load Balancers in a VPC」(VPC のロードバランサーのセキュリティグループ) 
を参照してください。

セキュリティグループがない場合は、ロードバランサーに新しいセキュリティグループを適用しま
す。ロードバランサーのリスナー設定で定義されているポートとプロトコルのみにアクセスを制限す
るセキュリティグループルールを作成します。「VPC でのロードバランサーのセキュリティグルー
プ」を参照してください。

その他のリソース
• Elastic Load Balancing ユーザーガイド
• Classic Load Balancer を設定する

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• ロードバランサー名
• セキュリティグループ ID
• 理由

露出したアクセスキー
説明

一般に露出されているアクセスキー、およびアクセスキーが侵害された結果である可能性のある 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の不規則な使用状況について頻繁に使用されている
コードリポジトリをチェックします。

アクセスキーは、アクセスキー ID とそれに対応するシークレットアクセスキーで構成されます。露出
したアクセスキーは、アカウントや他のユーザーにセキュリティ上のリスクの原因となり、不正な活
動や不正使用に起因する過度の請求が発生する可能性があるだけでなく、AWS カスタマーアグリーメ
ントの違反になることがあります。

アクセスキーが露出している場合は、直ちにアカウントを保護してください。過度の請求からアカウ
ントを保護するために、AWS は、ユーザーが AWS リソースを作成する機能を一時的に制限します。
これにより、アカウントのセキュリティが確保されるわけではありません。課金される可能性のある
不正使用を部分的に制限するだけです。

Note

このチェックでは、露出したアクセスキーまたは侵害された EC2 インスタンスの識別は保証
されません。アクセスキーと AWS リソースの安全性とセキュリティに対する最終的な責任
はお客様にあります。
このチェックの結果は、自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。現時点で
は、このチェックからリソースを除外することはできません。

アクセスキーの期限が表示されている場合、その日までに未許可の使用が停止されないと、AWS 
は AWS アカウント を一時停止する場合があります。アラートがエラー状態であると思われる場合
は、AWS Support まで問い合わせてください。
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Trusted Advisor に表示される情報は、アカウントの最新の状態を反映していない可能性があります。
アカウントで公開されているすべてのアクセスキーが解決されるまで、公開されたアクセスキーが解
決済みとしてマークされることはありません。このデータ同期には、最大 1 週間かかる場合がありま
す。

チェック ID

12Fnkpl8Y5
アラート条件

• 赤: 侵害された可能性があります – AWS は、インターネット上で公開され、侵害された (使用され
た) 可能性のあるアクセスキー ID と対応するシークレットアクセスキーを識別しました。

• 赤: 公開されました – AWS は、インターネット上で公開されたことがあるアクセスキー ID と対応
するシークレットアクセスキーを識別しました。

• 赤: 疑わしいです - Amazon EC2 の不規則な使用は、アクセスキーが侵害された可能性があることを
示唆していますが、インターネット上で公開されていると識別されてはいません。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

影響を受けるアクセスキーを可能な限り早急に削除します。キーが IAM ユーザーに関連付けられてい
る場合は、「IAM ユーザーのアクセスキーの管理」を参照してください。

アカウントで不正使用がないか確認してください。AWS Management Console にサインインし、疑
わしいリソースがないか各サービスコンソールを確認します。Amazon EC2 インスタンスの実行、
スポットインスタンスリクエスト、アクセスキー、IAM ユーザーには特に注意してください。Billing 
and Cost Management コンソールで全体的な使用状況を確認することもできます。

その他のリソース
• AWS アクセスキーを管理するためのベストプラクティス
• AWS セキュリティ監査のガイドライン

[Report columns] (レポート列)
• アクセスキー ID
• ユーザー名 (IAM またはルート)
• 不正行為のタイプ
• ケース ID
• 更新日時
• ロケーション
• Deadline
• 使用状況 (USD/日)

IAM アクセスキーローテーション
説明

過去 90 日間にローテーションされていないアクティブな IAM アクセスキーをチェックします。

アクセスキーを定期的にローテーションすると、侵害されたキーが知らないうちにリソースへのア
クセスに使用される可能性を削減できます。このチェックでの最後のローテーション日時は、アク
セスキーが作成された日または最後にアクティブ化された日です。アクセスキーの番号と日付は
access_key_1_last_rotated および access_key_2_last_rotated 情報を直近の IAM 認証情
報レポートから取得されます。

認証情報レポートの再生頻度は制限されているため、このチェックを更新しても最近の変更が反映さ
れない場合があります。詳細については、「AWS アカウント の認証情報レポートの取得」を参照し
てください。
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アクセスキーを作成してローテーションするには、ユーザーに適切な許可が必要です。詳細について
は、「Allow Users to Manage Their Own Passwords, Access Keys, and SSH Keys」(自らのパスワー
ド、アクセスキー、および SSH キーの管理をユーザーに許可する) を参照してください。

チェック ID

DqdJqYeRm5
アラート条件

• 緑: アクセスキーはアクティブで、過去 90 日間にローテーションされています。
• 黄: アクセスキーはアクティブで、過去 2 年間でローテーションされましたが、90 日を超える期間

が経過しています。
• 赤: アクセスキーはアクティブで、過去 2 年間ローテーションされていません。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

アクセスキーを定期的にローテーションします。「アクセスキーの更新」および「IAM ユーザーのア
クセスキーの管理」を参照してください。

その他のリソース
• IAM ベストプラクティス
• IAM ユーザーのアクセスキーの更新方法。

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• IAM ユーザー
• アクセスキー
• 最後にローテーションしたキー
• 理由

IAM パスワードポリシー
説明

アカウントのパスワードポリシーをチェックし、パスワードポリシーが有効になっていない場合やパ
スワードコンテンツの要件が有効になっていない場合に警告します。

パスワードコンテンツの要件は、強力なユーザーパスワードの作成を強制することによって AWS 環
境の全体的なセキュリティを強化します。パスワードポリシーを作成または変更すると、変更は新し
いユーザーに対してただちに適用されますが、既存のユーザーに対してパスワードの変更は強制され
ません。

チェック ID

Yw2K9puPzl
アラート条件

• 黄: パスワードポリシーは有効になっていますが、少なくとも 1 つのコンテンツ要件が有効になっ
ていません。

• 赤: パスワードポリシーが有効になっていません。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

一部のコンテンツ要件が有効になっていない場合は、有効にすることを検討してください。パスワー
ドポリシーが有効になっていない場合は、パスワードポリシーを作成して設定します。「IAM ユー
ザー用のアカウントパスワードポリシーの設定」を参照してください。

その他のリソース

パスワードの管理
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[Report columns] (レポート列)
• パスワードポリシー
• 大文字
• 小文字
• 数値
• 英数字以外

IAM の使用
説明

IAM の使用をチェックします。IAM を使用して、AWS でユーザー、グループ、およびロールを作成
できます。許可を使用して、AWS リソースへのアクセスを制御することもできます。このチェック
は、少なくとも 1 つの IAM ユーザーの存在をチェックすることで、ルートアクセスを使用しないよう
に推奨することを目的としています。ID を一元化し、外部 ID プロバイダーまたは AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) でユーザーを設定するベストプラクティスに従っている場
合は、アラートを無視できます。

チェック ID

zXCkfM1nI3
アラート条件

黄: このアカウント用の IAM ユーザーは作成されていません。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

IAM ユーザーを作成するか、AWS 環境で特定のタスクを実行するための許可が制限されている追加の
ユーザーを作成するために AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用しま
す。

その他のリソース
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)とは?
• IAM とは

ルートアカウントの MFA
説明

ルートアカウントをチェックし、多要素認証 (MFA) が有効でない場合に警告します。

セキュリティを強化するには、MFA を使用してアカウントを保護することをお勧めします。その場
合、ユーザーは、AWS Management Console および関連付けられたウェブサイトと対話するときに自
分の MFA ハードウェアまたは仮想デバイスの一意の認証コードを入力する必要があります。

チェック ID

7DAFEmoDos
アラート条件

赤: MFA がルートアカウントで有効になっていません。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

ルートアカウントにログインし、MFA デバイスをアクティブ化します。「MFA ステータスのチェッ
ク」および「Setting Up an MFA Device」(MFA デバイスのセットアップ) を参照してください。

その他のリソース

AWS での多要素認証 (MFA) デバイスの使用
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セキュリティグループ — 開かれたポート
説明

セキュリティグループで特定のポートへの無制限アクセス (0.0.0.0/0) を許可するルールを確認しま
す。

無制限のアクセスでは、悪意のあるアクティビティ (ハッキング、サービス拒否攻撃、データ損失) の
機会が増えます。リスクが最も高いポートには赤色のフラグが付けられ、リスクが低いポートには黄
色のフラグが付けられます。緑色のフラグが付いたポートは、通常、HTTP や SMTP など、無制限の
アクセスを必要とするアプリケーションで使用されます。

この方法でセキュリティグループを意図的に設定した場合は、追加のセキュリティ対策を使用してイ
ンフラストラクチャ (IP テーブルなど) を保護することをお勧めします。

Note

このチェックでは、作成したセキュリティグループと IPv4 アドレスのインバウンドルールの
みが評価されます。AWS Directory Service によって作成されたセキュリティグループには赤
色または黄色のフラグが付けられますが、これらはセキュリティ上のリスクを発生させるも
のではなく、安全に無視または除外できます。詳細については、「Trusted Advisor FAQ」を
参照してください。

チェック ID

HCP4007jGY
アラート条件

• 緑: ポート 80、25、443、または 465 へのアクセスは制限されていません。
• 赤: ポート 20、21、1433、1434、3306、3389、4333、5432、または 5500 へのアクセスは制限さ

れていません。
• 黄: 他のポートへのアクセスは制限されていません。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

アクセスを必要とする IP アドレスのみに制限します。特定の IP アドレスにアクセスを制限するに
は、サフィックスを /32 に設定します (例: 192.0.2.10/32)。より制限の厳しいルールを作成した後は、
必ず過度に許容的なルールを削除してください。

その他のリソース
• Amazon EC2 セキュリティグループ

TCP と UDP のポート番号のリスト
• クラスレスドメイン間ルーティング

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• セキュリティグループ名
• セキュリティグループ ID
• プロトコル
• 送信元ポート
• 送信先ポート

セキュリティグループ — 無制限アクセス
説明

セキュリティグループでリソースへの無制限アクセスを許可するルールをチェックします。
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無制限のアクセスでは、悪意のあるアクティビティ (ハッキング、サービス拒否攻撃、データ損失) の
機会が増えます。

Note

このチェックでは、作成したセキュリティグループと IPv4 アドレスのインバウンドルールの
みが評価されます。AWS Directory Service によって作成されたセキュリティグループには赤
色または黄色のフラグが付けられますが、これらはセキュリティ上のリスクを発生させるも
のではなく、安全に無視または除外できます。詳細については、「Trusted Advisor FAQ」を
参照してください。

チェック ID

1iG5NDGVre
アラート条件

赤: セキュリティグループルールには、25、80、または 443 以外のポートのサフィックスが /0 である
ソース IP アドレスがあります。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

アクセスを必要とする IP アドレスのみに制限します。特定の IP アドレスにアクセスを制限するに
は、サフィックスを /32 に設定します (例: 192.0.2.10/32)。より制限の厳しいルールを作成した後は、
必ず過度に許容的なルールを削除してください。

その他のリソース
• Amazon EC2 セキュリティグループ
• クラスレスドメイン間ルーティング

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• セキュリティグループ名
• セキュリティグループ ID
• プロトコル
• 送信元ポート
• 送信先ポート
• IP 範囲

耐障害性
耐障害性カテゴリの次のチェックを使用できます。

チェック名
• Amazon Aurora インスタンスアクセシビリティ (p. 120)
• Amazon Comprehend エンドポイントアクセスリスク (p. 121)
• Amazon EBS スナップショット (p. 121)
• Amazon EC2 アベイラビリティーゾーンのバランス (p. 122)
• 単一の AZ を使用した Amazon ECS サービス (p. 123)
• Amazon ECS マルチ AZ 配置戦略  (p. 123)
• AWS CloudHSM 単一の AZ で HSM インスタンスを実行するクラスター (p. 124)
• Amazon ElastiCache マルチ AZ クラスター (p. 125)
• Amazon MemoryDB マルチ AZ クラスター (p. 126)
• Amazon RDS バックアップ (p. 126)
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• Amazon RDS Multi-AZ (p. 127)
• AWS Resilience Hub ポリシー違反 (p. 127)
• AWS Resilience Hub 耐障害性スコア (p. 128)
• 削除された Amazon Route 53 ヘルスチェック (p. 129)
• Amazon Route 53 フェイルオーバーリソースレコードセット (p. 129)
• Amazon Route 53 高 TTL リソースレコードセット (p. 130)
• Amazon Route 53 ネームサーバー権限移譲 (p. 131)
• Amazon S3 バケットロギング (p. 131)
• Amazon S3 バケットバージョニング (p. 133)
• Auto Scaling Group ヘルスチェック (p. 134)
• Auto Scaling グループリソース (p. 134)
• AWS Direct Connect 接続の冗長性 (p. 135)
• AWS Direct Connect ロケーションの冗長性 (p. 136)
• AWS Direct Connect 仮想インターフェイスの冗長性 (p. 137)
• AWS Lambda VPC 対応関数 (マルチ AZ 冗長性なし) (p. 137)
• 信頼性に関する AWS Well-Architected のリスクの高い問題 (p. 138)
• ELB Connection Draining (p. 139)
• ELB クロスゾーン負荷分散 (p. 139)
• ロードバランサーの最適化 (p. 140)
• VPN トンネルの冗長性 (p. 141)

Amazon Aurora インスタンスアクセシビリティ
説明

Amazon Aurora DB クラスターにプライベートインスタンスとパブリックインスタンスの両方がある
ケースをチェックします。

プライマリインスタンスが失敗した場合、 レプリカはプライマリ DB インスタンスに昇格できます。
レプリカがプライベートである場合、パブリックアクセスのみを持つユーザーは、フェールオーバー
後にデータベースに接続できなくなります。クラスター内のすべての DB インスタンスのアクセシビ
リティを同じにすることをお勧めします。

チェック ID

xuy7H1avtl
アラート条件

黄: Aurora DB クラスターのインスタンスは、アクセシビリティが異なります (パブリックとプライ
ベートの混在)。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

DB クラスター内のインスタンスの Publicly Accessible 設定を変更して、すべてがパブリック
またはプライベートになるようにします。詳細については、「Modifying a DB Instance Running the 
MySQL Database Engine」(MySQL データベースエンジンを実行している DB インスタンスの変更) 
の MySQL インスタンスの手順を参照してください。

その他のリソース

Aurora DB クラスターの耐障害性
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• リージョン
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• クラスター
• パブリック DB インスタンス
• プライベート DB インスタンス
• 理由

Amazon Comprehend エンドポイントアクセスリスク
説明

基盤となるモデルがカスタマーマネージドキーを使用して暗号化されたエンドポイントの AWS Key 
Management Service (AWS KMS) キー許可を確認します。カスタマーマネージドキーが無効になって
いる場合、または、Amazon Comprehend の付与された許可を変更するようにキーポリシーが変更さ
れた場合、エンドポイントの可用性が影響を受ける可能性があります。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

Cm24dfsM13
アラート条件

赤: カスタマーマネージドキーが無効になっているか、キーポリシーが変更されて、Amazon 
Comprehend アクセス用に付与されている許可が変更されました。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

カスタマーマネージドキーが無効になっている場合は、有効にすることをお勧めします。詳細につい
ては、「キーの有効化」を参照してください。キーポリシーが変更され、エンドポイントを引き続き
使用する場合は、AWS KMS キーポリシーを更新することをお勧めします。詳細については、キーポ
リシーの変更を参照してください。

その他のリソース

AWS KMS キー暗号化の許可
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• リージョン
• エンドポイント ARN
• モデルの ARN
• KMS KeyId
• 最終更新日時

Amazon EBS スナップショット
説明

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームのスナップショットが作成されてからの経過時
間をチェックします。

Amazon EBS ボリュームがレプリケートされていても、障害が発生する可能性があります。スナッ
プショットは、耐久性のあるストレージとポイントインタイムリカバリのために Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) に保存されます。
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チェック ID

H7IgTzjTYb
アラート条件

• 黄: 最新のボリュームスナップショットは 7～30 日前に作成されました。
• 赤: 最新のボリュームスナップショットが作成されてから 30 日を超える期間が経過しています。
• 赤: ボリュームにはスナップショットがありません。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

ボリュームの週次または月次のスナップショットを作成します。詳細については、「Amazon EBS ス
ナップショットの作成」を参照してください。

その他のリソース

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• リージョン
• ボリューム ID
• ボリューム名
• スナップショット ID
• スナップショット名
• スナップショット作成後に経過した期間
• ボリュームのアタッチ
• 理由

Amazon EC2 アベイラビリティーゾーンのバランス
説明

リージョン内のアベイラビリティーゾーン間で Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インス
タンスの分散をチェックします。

アベイラビリティーゾーンは、他のアベイラビリティーゾーンの障害から分離された別の場所です。
そのため、同じリージョン内の複数のアベイラビリティーゾーン間の安価な低レイテンシーネット
ワーク接続が発生することがあります。同一のリージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンでイ
ンスタンスを起動することにより、単一障害点からアプリケーションを保護することができます。

チェック ID

wuy7G1zxql
アラート条件

• 黄: リージョンは複数のゾーンにインスタンスを有していますが、分散が不均一です (使用中のアベ
イラビリティーゾーンにおける最大インスタンス数と最小インスタンス数の差が 20% を超えていま
す)。

• 赤: リージョンは、1 つのアベイラビリティーゾーンにのみインスタンスを有しています。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

複数のアベイラビリティーゾーンで Amazon EC2 インスタンスを均等にバランスよく配置します。
これを実行するには、インスタンスを手動で起動するか、Auto Scaling を使用して自動的に実行し
ます。詳細については、「インスタンスの起動」および「Load Balance Your Auto Scaling Group」
(Auto Scaling グループの負荷分散) を参照してください。

その他のリソース

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
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[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• ゾーン a インスタンス
• ゾーン b インスタンス
• ゾーン c インスタンス
• ゾーン e インスタンス
• ゾーン f インスタンス
• 理由

単一の AZ を使用した Amazon ECS サービス
説明

サービス設定で単一のアベイラビリティーゾーン (AZ) を使用していることをチェックします。

AZ は、他のゾーンの障害から隔離された独立した場所です。そのため、同じ AWS リージョン のア
ベイラビリティーゾーン間では、安価で低レイテンシーのネットワーク接続がサポートされていま
す。同一のリージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンでインスタンスを起動することにより、
単一障害点からアプリケーションを保護できます。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

c1z7dfpz01
アラート条件

• 黄色: Amazon ECS サービスはすべてのタスクを単一の AZ で実行しています。
• 緑: Amazon ECS サービスは少なくとも 2 つの異なる AZ でタスクを実行しています。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

異なるアベイラビリティーゾーンでサービスに対して 1 つ以上のタスクを追加で作成します。
その他のリソース

Amazon ECS のキャパシティとアベイラビリティ
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• リージョン
• ECS クラスター名/ECS サービス名
• アベイラビリティーゾーン数
• 最終更新日時

Amazon ECS マルチ AZ 配置戦略
説明

Amazon ECS サービスがスプレッド配置戦略を使用していることを確認します。この戦略では、タス
クを同じ AWS リージョン 内でアベイラビリティーゾーン (AZ) にまたがって割り当てます。単一障害
点からアプリケーションを保護することができます。
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Amazon ECS サービスの一部として実行されるタスクの場合、スプレッドはデフォルトのタスク配置
戦略です。

このチェックでは、有効な配置戦略リストの最初の戦略または唯一の戦略がスプレッドであることも
確認します。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

c1z7dfpz02
アラート条件

• 黄色: スプレッドは、無効になっているか、Amazon ECS サービスの有効な配置戦略リストの最初
の戦略ではありません。

• 緑: スプレッドは、有効な配置戦略リストの最初の戦略か、Amazon ECS サービスで有効になって
いる唯一の配置戦略です。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

タスクをスプレッド配置する戦略を有効にして、タスクを複数の AZ に分散します。スプレッドが、
有効なすべてのタスク配置戦略の最初の戦略であるか、使用されている唯一の戦略であることを確認
します。AZ 配置を管理する場合は、別の AZ でミラーリングサービスを使用すると、これらのリスク
を軽減できます。

その他のリソース

Amazon ECS タスク配置戦略
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• リージョン
• ECS クラスター名/ECS サービス名
• スプレッドタスク配置戦略が有効化され、正しく適用されている
• 最終更新日時

AWS CloudHSM 単一の AZ で HSM インスタンスを実行するク
ラスター
説明

単一のアベイラビリティーゾーン (AZ) で HSM インスタンスを実行するクラスターをチェックしま
す。このチェックは、クラスターに最新のバックアップがないリスクがある場合に警告します。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

hc0dfs7601
アラート条件

• 黄色: CloudHSM クラスターは、単一のアベイラビリティーゾーンですべての HSM インスタンスを 
1 時間以上実行しています。
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• 緑色: CloudHSM クラスターは、少なくとも 2 つの異なるアベイラビリティーゾーンにあるすべて
の HSM インスタンスを実行しています。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

異なるアベイラビリティーゾーンにあるクラスターのインスタンスを少なくとも 1 つ以上作成しま
す。

その他のリソース

AWS CloudHSM のベストプラクティス
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• リージョン
• クラスター ID
• HSM インスタンス数
• 最終更新日時

Amazon ElastiCache マルチ AZ クラスター
説明

単一のアベイラビリティーゾーン (AZ) にデプロイされた ElastiCache クラスターをチェックします。
このチェックでは、クラスター内でマルチ AZ が非アクティブである場合に警告が表示されます。

複数の AZ にデプロイすると、異なる AZ の読み取り専用レプリカに非同期でレプリケートされるた
め、ElastiCache クラスターの可用性が向上します。クラスターの計画的なメンテナンスが行われる
か、プライマリノードが使用できない場合、ElastiCache は自動的にレプリカをプライマリに昇格させ
ます。このフェイルオーバーにより、クラスターの書き込み操作を再開でき、管理者が介入する必要
はありません。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

ECHdfsQ402
アラート条件

• 緑色: マルチ AZ はクラスター内でアクティブです。
• 黄色: マルチ AZ はクラスター内で非アクティブです。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

プライマリとは異なる AZ に、シャードごとに少なくとも 1 つのレプリカを作成します。
その他のリソース

詳細については、「マルチ AZ を用いた ElastiCache for Redis でのダウンタイムの最小化」を参照し
てください。

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• クラスター名
• 最終更新日時
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Amazon MemoryDB マルチ AZ クラスター
説明

単一のアベイラビリティーゾーン (AZ) にデプロイされた MemoryDB クラスターをチェックします。
このチェックでは、クラスター内でマルチ AZ が非アクティブである場合に警告が表示されます。

複数の AZ にデプロイすると、異なる AZ の読み取り専用レプリカに非同期でレプリケートされるた
め、MemoryDB クラスターの可用性が向上します。クラスターの計画的なメンテナンスが行われる
か、プライマリノードが使用できない場合、MemoryDB はレプリカを自動的にプライマリノードに昇
格します。このフェイルオーバーにより、クラスターの書き込み操作を再開でき、管理者が介入する
必要はありません。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

MDBdfsQ401
アラート条件

• 緑色: マルチ AZ はクラスター内でアクティブです。
• 黄色: マルチ AZ はクラスター内で非アクティブです。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

プライマリとは異なる AZ に、シャードごとに少なくとも 1 つのレプリカを作成します。
その他のリソース

詳細については、「Minimizing downtime in MemoryDB with Multi-AZ」(マルチ AZ を使用した 
MemoryDB でのダウンタイムの最小化) を参照してください。

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• クラスター名
• 最終更新日時

Amazon RDS バックアップ
説明

Amazon RDS DB インスタンスの自動バックアップをチェックします。

デフォルトでは、バックアップは 1 日の保持期間で有効になっています。バックアップは、予期しな
いデータ損失のリスクを軽減し、ポイントインタイムリカバリを可能にします。

チェック ID

opQPADkZvH
アラート条件

赤: DB インスタンスのバックアップ保持期間は 0 日に設定されています。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

アプリケーションの要件に応じて、自動 DB インスタンスのバックアップの保持期間を 1～35 日に設
定します。「Working With Automated Backups」(自動バックアップの使用) を参照してください。
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その他のリソース

Amazon RDS の開始方法
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• リージョン/AZ
• DB インスタンス
• VPC ID
• バックアップの保存期間

Amazon RDS Multi-AZ
説明

単一のアベイラビリティーゾーン (AZ) にデプロイされた DB インスタンスをチェックします。

マルチ AZ 配置は、別のアベイラビリティーゾーン内のスタンバイインスタンスに同期的にレプリ
ケートすることによってデータベースの可用性を向上させます。予定されたデータベースメンテナ
ンスや、DB インスタンスまたはアベイラビリティーゾーンで障害が発生した際、Amazon RDS は自
動的にスタンバイインスタンスにフェイルオーバーします。このフェイルオーバーにより、管理者の
介入を必要とせずにデータベースオペレーションを迅速に再開できます。Amazon RDS は Microsoft 
SQL Server のマルチ AZ 配置をサポートしていないため、このチェックでは SQL Server インスタン
スは調査されません。

チェック ID

f2iK5R6Dep

アラート条件

黄: DB インスタンスが 1 つのアベイラビリティーゾーンにデプロイされています。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

アプリケーションで高可用性が必要な場合は、DB インスタンスを変更してマルチ AZ 配置を有効にし
ます。「高可用性 (マルチ AZ)」を参照してください。

その他のリソース

リージョンとアベイラビリティーゾーン
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• リージョン/AZ
• DB インスタンス
• VPC ID
• マルチ AZ

AWS Resilience Hub ポリシー違反
説明

ポリシーで定義されている目標復旧時間 (RTO) と目標復旧時点 (RPO) を満たしていないアプリケー
ションを Resilience Hub でチェックします。このチェックでは、Resilience Hub でアプリケーション
に設定した RTO と RPO をアプリケーションが満たしていない場合に警告が表示されます。
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Note

このチェックの結果は、自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。現時点で
は、このチェックからリソースを除外することはできません。

チェック ID

RH23stmM02
アラート条件

• 緑色: アプリケーションにはポリシーがあり、RTO と RPO の目標を満たしています。
• 黄色: アプリケーションはまだ評価されていません。
• 赤色: アプリケーションにはポリシーがありますが、RTO と RPO の目標を満たしていません。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

Resilience Hub コンソールにサインインし、レコメンデーションを確認して、アプリケーションが 
RTO と RPO を満たしていることを確認します。

その他のリソース

Resilience Hub の概念
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• リージョン
• Application Name(アプリケーション名)
• 最終更新日時

AWS Resilience Hub 耐障害性スコア
説明

Resilience Hub でアプリケーションの評価が実行されたかどうかをチェックします。このチェックで
は、耐障害性スコアが特定の値を下回っている場合に警告が表示されます。

Note

このチェックの結果は、自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。現時点で
は、このチェックからリソースを除外することはできません。

チェック ID

RH23stmM01
アラート条件

• 緑色: アプリケーションの耐障害性スコアは 70 以上です。
• 黄色: アプリケーションの耐障害性スコアは 40～69 です。
• 黄色: アプリケーションはまだ評価されていません。
• 赤色: アプリケーションの耐障害性スコアは 40 未満です。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

Resilience Hub コンソールにサインインして、アプリケーションの評価を実行します。レコメンデー
ションを確認して耐障害性スコアを向上させてください。

その他のリソース

Resilience Hub の概念
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
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• リージョン
• Application Name(アプリケーション名)
• アプリケーション耐障害性スコア
• 最終更新日時

削除された Amazon Route 53 ヘルスチェック
説明

削除されたヘルスチェックに関連付けられているリソースレコードセットをチェックします。

リソースレコードセットに関連付けられているヘルスチェックの削除を防止する機構は Route 53 にあ
りません。関連付けられたリソースレコードセットを更新せずにヘルスチェックを削除すると、DNS 
フェイルオーバー設定の DNS クエリのルーティングは意図したとおりに機能しません。

AWS サービスによって作成されたホストゾーンはチェック結果に表示されません。
チェック ID

Cb877eB72b
アラート条件

黄: リソースレコードセットが削除されたヘルスチェックに関連付けられています。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

新しいヘルスチェックを作成し、リソースレコードセットに関連付けます。「ヘルスチェックの作
成、更新、削除」および「Adding Health Checks to Resource Record Sets」(リソースレコードセッ
トへのヘルスチェックの追加) を参照してください。

その他のリソース
• Amazon Route 53 ヘルスチェックと DNS フェイルオーバー
• Amazon Route 53 のシンプルな設定でのヘルスチェックの動作

[Report columns] (レポート列)
• ホストゾーン名
• ホストゾーン ID
• リソースレコードセット名
• リソースレコードセットのタイプ
• リソースレコードセットの識別子

Amazon Route 53 フェイルオーバーリソースレコードセット
説明

設定ミスがある Amazon Route 53 フェイルオーバーリソースレコードセットをチェックします。

Amazon Route 53 のヘルスチェックでプライマリリソースが正常でないと判断されると、Amazon 
Route 53 はセカンダリのバックアップリソースレコードセットでクエリに応答します。フェイルオー
バーが機能するには、正しく設定されたプライマリリソースレコードセットとセカンダリリソースレ
コードセットを作成する必要があります。

AWS サービスによって作成されたホストゾーンはチェック結果に表示されません。
チェック ID

b73EEdD790
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アラート条件
• 黄: プライマリフェイルオーバーリソースレコードセットには、対応するセカンダリリソースレコー

ドセットがありません。
• 黄: セカンダリフェイルオーバーリソースレコードセットには、対応するプライマリリソースレコー

ドセットがありません。
• 黄: 同じ名前のプライマリリソースレコードセットとセカンダリリソースレコードセットが同じヘル

スチェックに関連付けられています。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

フェイルオーバーリソースセットがない場合は、対応するリソースレコードセットを作成します。
「Creating Failover Resource Record Sets」(フェイルオーバーリソースレコードセットの作成) を参
照してください。

リソースレコードセットが同じヘルスチェックに関連付けられている場合は、それぞれに個別のヘル
スチェックを作成します。「ヘルスチェックの作成、更新、削除」を参照してください。

その他のリソース

Amazon Route 53 ヘルスチェックと DNS フェイルオーバー
[Report columns] (レポート列)

• ホストゾーン名
• ホストゾーン ID
• リソースレコードセット名
• リソースレコードセットのタイプ
• 理由

Amazon Route 53 高 TTL リソースレコードセット
説明

有効期限 (TTL) の値を小さくすることでメリットが生まれる可能性のあるリソースレコードセットを
チェックします。

TTL は、リソースレコードセットが DNS リゾルバーによってキャッシュされる秒数です。長い TTL 
を指定すると、DNS リゾルバーが更新された DNS レコードをリクエストするのに長い時間を要し、
トラフィックの再ルーティングに不要な遅延が発生する可能性があります。例えば、TTL を長くする
と、DNS フェイルオーバーがエンドポイントの障害を検出してからトラフィックを再ルーティングし
て応答するまでの間に遅延が生じます。

AWS サービスによって作成されたホストゾーンはチェック結果に表示されません。
チェック ID

C056F80cR3
アラート条件

• 黄: ルーティングポリシーが [Failover] (フェイルオーバー) であるリソースレコードセットの TTL が 
60 秒を超えています。

• 黄: ヘルスチェックが関連付けられているリソースレコードセットの TTL が 60 秒を超えています。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

リストされたリソースレコードセットのために 60 秒の TTL 値を入力します。詳細については、
「Working with Resource Record Sets」(リソースレコードセットの使用) を参照してください。

その他のリソース

Amazon Route 53 ヘルスチェックと DNS フェイルオーバー
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https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/creating-failover-rrsets.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/health-checks-creating-deleting.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/dns-failover.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/rrsets-working-with.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/dns-failover.html
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[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• ホストゾーン名
• ホストゾーン ID
• リソースレコードセット名
• リソースレコードセットのタイプ
• リソースレコードセット ID
• TTL

Amazon Route 53 ネームサーバー権限移譲
説明

ドメインレジストラまたは DNS が正しい Route 53 ネームサーバーを使用していない Amazon Route 
53 ホストゾーンをチェックします。

ホストゾーンを作成する場合、Route 53 はホストゾーンに一連の 4 つのネームサーバーの移譲セッ
トを割り当てます。これらのサーバーの名前は、ns-###.awsdns-##.com、.net、.org、および .co.uk 
です。ここで、### と ## は、一般的に別々の数を表します。Route 53 がドメインの DNS クエリを
ルーティングできるようにするには、レジストラのネームサーバー設定を更新して、レジストラが割
り当てたネームサーバーを削除する必要があります。次に、Route 53 委任セットに 4 つのネームサー
バーをすべて追加する必要があります。可用性を最大にするには、4 つの Route 53 ネームサーバーを
すべて追加する必要があります。

AWS サービスによって作成されたホストゾーンはチェック結果に表示されません。
チェック ID

cF171Db240
アラート条件

黄: ドメインのレジストラが委任セットの 4 つすべての Route 53 ネームサーバーを使用していないホ
ストゾーン。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

レジストラまたはドメインの現在の DNS サービスでネームサーバーレコードを追加または更新
し、Route 53 委任セットの 4 つすべてのネームサーバーを含めます。これらの値を見つけるには、
「Getting the Name Servers for a Hosted Zone」(ホストゾーンのネームサーバーの取得) を参照して
ください。ネームサーバーレコードの追加または更新については、「Creating and Migrating Domains 
and Subdomains to Amazon Route 53」(ドメインおよびサブドメインの作成と Amazon Route 53 へ
の移行) を参照してください。

その他のリソース

ホストゾーンの使用
[Report columns] (レポート列)

• ホストゾーン名
• ホストゾーン ID
• 使用されたネームサーバーの委任の数

Amazon S3 バケットロギング
説明

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのログ設定を確認します。

API バージョン 2013-04-15
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https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/GetInfoAboutHostedZone.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/creating-migrating.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/creating-migrating.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/AboutHZWorkingWith.html
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サーバーアクセスログが有効になっている場合、詳細なアクセスログは、選択したバケットに 1 時間
ごとに配信されます。アクセスログには、リクエストのタイプ、リクエストで指定されたリソース、
リクエストが処理された日時など、各リクエストの詳細が記録されます。デフォルトでは、バケット
のログは有効になっていません。セキュリティ監査を実行する場合、またはユーザーと使用パターン
について詳しく知りたい場合は、ログを有効にする必要があります。

ログが最初に有効になっている場合、設定が自動的に検証されます。ただし、今後の変更により、ロ
グが失敗する可能性があります。このチェックでは、明示的な Amazon S3 バケットのアクセス許可
が検査されますが、バケットのアクセス許可を上書きする可能性のある関連付けられたバケットポリ
シーは検査されません。

チェック ID

BueAdJ7NrP
アラート条件

• 黄: バケットでサーバーアクセスのログ記録が有効になっていません。
• 黄: ターゲットバケットの許可にルートアカウントが含まれていないため、Trusted Advisor は確認

できません。
• 赤: ターゲットバケットが存在しません。
• 赤: ターゲットバケットとソースバケットの所有者が異なります。
• 赤: ログ配信者には、ターゲットバケットに対する書き込み許可がありません。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

ほとんどのバケットでバケットログ記録を有効にします。「Enabling Logging Using the Console」(コ
ンソールを使用してログ記録を有効にする) および「Enabling Logging Programmatically」(プログラ
ムを使用してログ記録を有効にする) を参照してください。

ターゲットバケットの許可にルートアカウントが含まれておらず、Trusted Advisor にログ記録ス
テータスを確認させる場合は、ルートアカウントを被付与者として追加します。「Editing Bucket 
Permissions」(バケット許可の編集) を参照してください。

ターゲットバケットが存在しない場合は、既存のバケットをターゲットとして選択するか、新しいバ
ケットを作成して選択します。「Managing Bucket Logging」(バケットのログ記録の管理) を参照して
ください。

ターゲットとソースの所有者が異なる場合は、ターゲットバケットを、ソースバケットと同じ所有者
を持つバケットに変更します。「Managing Bucket Logging」(バケットのログ記録の管理) を参照して
ください。

ターゲットに対する書き込み許可がログの配信者に付与されていない (書き込みが有効になっ
ていない) 場合は、ログ配信グループにアップロード/削除許可を付与します。「Editing Bucket 
Permissions」(バケット許可の編集) を参照してください。

その他のリソース
• バケットの使用
• サーバーアクセスのログ記録
• サーバーアクセスログの形式
• ログファイルの削除

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• バケット名
• ターゲット名
• ターゲットが存在
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/enable-logging-console.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/enable-logging-programming.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/EditingBucketPermissions.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/EditingBucketPermissions.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/ManagingBucketLogging.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/ManagingBucketLogging.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/EditingBucketPermissions.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/EditingBucketPermissions.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/BucketOperations.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/ServerLogs.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/LogFormat.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/deleting-log-files-lifecycle.html
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• 同じ所有者
• 書き込み有効
• 理由

Amazon S3 バケットバージョニング
説明

バージョニングが有効になっていないか、バージョニングが停止している Amazon Simple Storage 
Service バケットをチェックします。

バージョニングが有効であれば、意図しないユーザーアクションとアプリケーション障害の両方から
簡単に復旧できます。バージョニングを使用すると、 バケットに保存されたオブジェクトのすべての
バージョンを保存、取得、復元することができます。ライフサイクルルールを使用してオブジェクト
を Glacier ストレージクラスに自動的にアーカイブすることで、オブジェクトのすべてのバージョン
とそれに関連するコストを管理できます。ルールを設定して、指定した期間後にオブジェクトのバー
ジョンを削除することもできます。バケットのオブジェクトの削除や設定の変更に多要素認証 (MFA) 
を要求することもできます。

バージョン管理を有効にした後は、非アクティブ化できません。ただし、一時停止して、オブジェク
トの新しいバージョンが作成されないようにすることができます。バージョニングを使用すると、オ
ブジェクトの複数のバージョンのストレージ料金が発生するため、Amazon S3 のコストが増加する可
能性があります。

チェック ID

R365s2Qddf
アラート条件

• 緑: バケットに対するバージョニングは有効になっています。
• 黄: バケットに対するバージョニングは有効になっていません。
• 黄: バケットのバージョニングが一時停止されています。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

誤って削除したり上書きしたりしないように、ほとんどのバケットでバケットのバージョニングを有
効にします。「バージョニングの使用」および「Enabling Versioning Programmatically」(プログラム
を使用してバージョニングを有効にする) を参照してください。

バケットのバージョニングが一時停止されている場合は、バージョニングを再度有効にすること
を検討してください。バージョニングが停止されたバケット内のオブジェクトの操作については、
「Managing Objects in a Versioning-Suspended Bucket」(バージョニングが停止されたバケット内の
オブジェクトの管理) を参照してください。

バージョニングが有効または一時停止されている場合、特定のオブジェクトバージョンを期限切れと
してマークするか、不要なオブジェクトバージョンを完全に削除するライフサイクル設定ルールを定
義できます。詳細については、「オブジェクトのライフサイクル管理」を参照してください。

MFA Delete では、バケットのバージョニングステータスが変更される場合、またはオブジェクトの
バージョンが削除される場合に、追加の認証が必要です。ユーザーは、承認された認証デバイスから
認証情報とコードを入力する必要があります。詳細については、「MFA Delete」を参照してくださ
い。

その他のリソース

バケットの使用
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
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https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/manage-versioning-examples.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/VersionSuspendedBehavior.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/object-lifecycle-mgmt.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html#MultiFactorAuthenticationDelete
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/UG/BucketOperations.html
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• リージョン
• バケット名
• バージョニング
• MFA Delete 有効

Auto Scaling Group ヘルスチェック
説明

Auto Scaling グループのヘルスチェック設定を調べます。

Auto Scaling グループに Elastic Load Balancing が使用されている場合は、Elastic Load Balancing ヘ
ルスチェックを有効にすることをお勧めします。Elastic Load Balancing ヘルスチェックを使用しない
場合、Auto Scaling は Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスの状態にのみ作用
します。Auto Scaling は、インスタンスで実行されているアプリケーションに対して動作しません。

チェック ID

CLOG40CDO8
アラート条件

• 黄: Auto Scaling グループにはロードバランサーが関連付けられていますが、Elastic Load Balancing 
ヘルスチェックは有効になっていません。

• 黄: Auto Scaling グループにはロードバランサーが関連付けられていませんが、Elastic Load 
Balancing ヘルスチェックは有効になっています。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

Auto Scaling グループにロードバランサーが関連付けられているが、Elastic Load Balancing ヘルス
チェックが有効になっていない場合は、「Auto Scaling グループに Elastic Load Balancing ヘルス
チェックを追加する」を参照してください。

Elastic Load Balancing ヘルスチェックが有効になっているが、Auto Scaling グループにロードバラ
ンサーが関連付けられていない場合は、「Set Up an Auto-Scaled and Load-Balanced Application」
(Auto Scaling および負荷分散アプリケーションのセットアップ) を参照してください。

その他のリソース

Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• リージョン
• Auto Scaling グループ名
• 関連付けられている Load Balancer
• ヘルスチェック

Auto Scaling グループリソース
説明

起動設定と Auto Scaling グループに関連付けられたリソースの可用性をチェックします。

使用できないリソースをポイントする Auto Scaling グループは、新しい Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) インスタンスを起動できません。Auto Scaling が適切に設定されている場
合、Amazon EC2 インスタンスの数は需要のスパイク時にシームレスに増加し、需要不足時には自動
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https://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/as-add-elb-healthcheck.html
https://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/as-add-elb-healthcheck.html
https://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/as-register-lbs-with-asg.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/
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的に減少します。使用できないリソースをポイントする Auto Scaling グループおよび起動設定は、意
図したとおりに動作しません。

チェック ID

8CNsSllI5v
アラート条件

• 赤: Auto Scaling グループは、削除されたロードバランサーに関連付けられています。
• 赤: 起動設定は、削除された Amazon マシンイメージ (AMI) に関連付けられています。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

ロードバランサーが削除されている場合は、新しいロードバランサーを作成してから、新しいロー
ドバランサーを持つ新しい Auto Scaling グループを作成するか、ロードバランサーを持たない新
しい Auto Scaling グループを作成します。新しいロードバランサーを使用して新しい Auto Scaling 
グループを作成する方法については、「Set Up an Auto-Scaled and Load-Balanced Application」
(Auto Scaling および負荷分散アプリケーションのセットアップ) を参照してください。ロードバラン
サーを使用せずに新しい Auto Scaling グループを作成する方法については、「Getting Started With 
Auto Scaling Using the Console」(コンソールを使用した Auto Scaling の開始方法) の「Create Auto 
Scaling Group」(Auto Scaling グループの作成) を参照してください。

AMI が削除されている場合は、有効な AMI を使用して新しい起動設定を作成し、それを Auto Scaling 
グループに関連付けます。「Getting Started With Auto Scaling Using the Console」(コンソールを使
用した Auto Scaling の開始方法) の「Create Launch Configuration」(起動設定の作成) を参照してくだ
さい。

その他のリソース
• Troubleshooting Auto Scaling: Amazon EC2 AMIs (Auto Scaling のトラブルシューティング: 

Amazon EC2 AMI)
• Troubleshooting Auto Scaling: Load Balancer Configuration (Auto Scaling のトラブルシューティン

グ: ロードバランサーの設定)
• Amazon EC2 Auto Scaling ユーザーガイド

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• Auto Scaling グループ名
• 起動タイプ
• リソースタイプ
• リソース名

AWS Direct Connect 接続の冗長性
説明

1 つの AWS リージョン 接続だけを持つ AWS Direct Connect をチェックします。デバイスが使用で
きない場合に冗長性を提供するために、AWS リソースへの接続には常に 2 つの Direct Connect 接続
を設定する必要があります。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。

チェック ID

0t121N1Ty3
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https://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/as-register-lbs-with-asg.html
https://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/USBasicSetup-Console.html
https://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/USBasicSetup-Console.html
https://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/USBasicSetup-Console.html
https://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/ts-as-ami.html
https://docs.aws.amazon.com/AutoScaling/latest/DeveloperGuide/ts-as-loadbalancer.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/latest/userguide/
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アラート条件

黄: AWS リージョン の AWS Direct Connect 接続は 1 つだけです。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

デバイスが使用不可にならないように保護するため、この AWS リージョン で追加の Direct Connect 
接続を設定します。詳細については、「AWS Direct Connect を使用した冗長接続の構成」を参照して
ください。サイトが使用不可にならないように保護し、ロケーションの冗長性を追加するには、別の 
Direct Connect のロケーションへの追加の Direct Connect 接続を設定します。

その他のリソース
• AWS Direct Connect の開始方法
• AWS Direct Connect のよくある質問

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• タイムスタンプ
• ロケーション
• 接続 ID

AWS Direct Connect ロケーションの冗長性
説明

1 つまたは複数の AWS Direct Connect 接続があり、AWS Direct Connect ロケーションが 1 つだけ
の AWS リージョン をチェックします。ロケーションが使用できない場合に冗長性を提供するため
に、AWS リソースへの接続には、別の Direct Connectロケーションへの Direct Connect 接続を構成す
る必要があります。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。

チェック ID

8M012Ph3U5
アラート条件

黄: AWS リージョン の Direct Connect 接続は、別の場所に設定されていません。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

別の Direct Connect ロケーションを使用する Direct Connect 接続を設定して、ロケーションが使用不
可にならないように保護します。詳細については、「AWS Direct Connect の開始方法」を参照してく
ださい。

その他のリソース
• AWS Direct Connect の開始方法
• AWS Direct Connect のよくある質問

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• タイムスタンプ
• ロケーション
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https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/getting_started.html
https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/getting_started.html
http://aws.amazon.com/directconnect/faqs/
https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/getting_started.html
https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/getting_started.html
http://aws.amazon.com/directconnect/faqs/
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• 接続の詳細

AWS Direct Connect 仮想インターフェイスの冗長性
説明

少なくとも 2 つの AWS Direct Connect 接続で設定されていない AWS Direct Connect 仮想インター
フェイス (VIF) を含む仮想プライベートゲートウェイをチェックします。仮想プライベートゲート
ウェイへの接続には、複数の Direct Connect 接続とロケーションにわたって複数の VIF が設定され
ている必要があります。これにより、デバイスまたは場所が使用できない場合に冗長性が提供されま
す。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。

チェック ID

4g3Nt5M1Th
アラート条件

黄: 仮想プライベートゲートウェイの仮想インターフェイスが 2 個未満であるか、インターフェイス
は複数の Direct Connect 接続に対して設定されていません。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

デバイスまたはロケーションが使用不可にならないように保護するために、2 つの Direct Connect 接
続に対して設定された少なくとも 2 つの仮想インターフェイスを設定します。「仮想インターフェイ
スを作成する」を参照してください。

その他のリソース
• AWS Direct Connect の開始方法
• AWS Direct Connect のよくある質問
• 「AWS Direct Connect 仮想インターフェイス」

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• タイムスタンプ
• ゲートウェイ ID
• VIF のロケーション
• VIF の接続 ID

AWS Lambda VPC 対応関数 (マルチ AZ 冗長性なし)
説明

1 つのアベイラビリティーゾーンでサービス中断に対して脆弱な VPC 対応の Lambda 関数をチェック
します。高可用性を実現するために、VPC 対応の機能を複数のアベイラビリティーゾーンに接続する
ことをお勧めします。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。
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チェック ID

L4dfs2Q4C6
アラート条件

黄: 1 つのアベイラビリティーゾーンのサブネットに接続されている VPC 対応の Lambda 関数。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

VPC にアクセスするために関数を設定する場合、高可用性を確保するために、複数のアベイラビリ
ティーゾーンでサブネットを選択します。

その他のリソース
• VPC 内のリソースにアクセスするように Lambda 関数を設定する
• AWS Lambda での回復力

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• 関数 ARN
• VPC ID
• 平均日次呼び出し
• 最終更新日時

信頼性に関する AWS Well-Architected のリスクの高い問題
説明

信頼性の柱で、ワークロードに関するリスクの高い問題 (HRI) をチェックします。このチェックは、
お客様の AWS-Well Architected レビューに基づきます。チェック結果は、AWS Well-Architected で
ワークロード評価を完了したかどうかによって異なります。

Note

このチェックの結果は、1 日に数回自動的に更新され、更新リクエストは許可されません。
変更が表示されるまでに数時間かかる場合があります。現時点では、このチェックからリ
ソースを除外することはできません。

チェック ID

Wxdfp4B1L4
アラート条件

• 赤: AWS Well-Architected の信頼性の柱で、少なくとも 1 つのアクティブな高リスクの問題が特定
されました。

• 緑: AWS Well-Architected の信頼性の柱でアクティブな高リスクの問題は検出されませんでした。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

AWS Well-Architected は、ワークロードの評価中に高リスクの問題を検出しました。これらの問題
は、リスクを軽減し、費用を節約する機会を提示します。AWS Well-Architected ツールにサインイン
して、回答を確認し、アクティブな問題を解決するためのアクションを実行します。

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• ワークロードの ARN
• ワークロード名
• レビュー担当者名
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• ワークロードタイプ
• ワークロードの開始日
• ワークロードの最終変更日
• 信頼性について特定された HRI の数
• 信頼性について解決された HRI の数
• 信頼性について回答された質問の数
• 信頼性の柱の質問の総数
• 最終更新日時

ELB Connection Draining
説明

Connection Draining が有効になっていないロードバランサーをチェックします。

Connection Draining が有効でない場合にロードバランサーから Amazon EC2 インスタンスの登録を
解除すると、ロードバランサーは、そのインスタンスへのトラフィックのルーティングを停止し、接
続を閉じます。Connection Draining が有効な場合、ロードバランサーは登録解除されたインスタンス
への新規リクエストの送信を停止しますが、アクティブなリクエストを処理するために接続を開いた
ままにします。

チェック ID

7qGXsKIUw
アラート条件

黄: Connection Draining は、ロードバランサー用に有効になっていません。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

ロードバランサーのために Connection Draining を有効にします。詳細については、「Connection 
Draining」および「Enable or Disable Connection Draining for Your Load Balancer」(ロードバラン
サーの Connection Draining を有効または無効にする) を参照してください。

その他のリソース

Elastic Load Balancing のコンセプト
[Report columns] (レポート列)

• ステータス
• リージョン
• ロードバランサー名
• 理由

ELB クロスゾーン負荷分散
説明

クロスゾーン負荷分散をオフにすると、トラフィックの不均等な分散やバックエンドの過負荷が原因
でサービスが使用不能になるリスクがあります。この問題は、クライアントが DNS 情報を不正確に
キャッシュする場合に発生する可能性があります。この問題は、各アベイラビリティーゾーンのイン
スタンス数が均等でない場合にも発生することがあります (メンテナンスのために一部のインスタンス
を停止した場合など)。

チェック ID

xdeXZKIUy
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アラート条件

黄: クロスゾーン負荷分散がロードバランサー用に有効になっていません。
[Recommended Action] (推奨されるアクション)

ロードバランサーに登録されている Amazon EC2 インスタンスが複数のアベイラビリティーゾーン
で起動されていることを確認し、ロードバランサーのクロスゾーン負荷分散を有効にします。詳細
については、「Availability Zones and Regions」(アベイラビリティーゾーンとリージョン) および
「Enable or Disable Cross-Zone Load Balancing for Your Load Balancer」(ロードバランサーのクロス
ゾーン負荷分散を有効または無効にする) を参照してください。

その他のリソース
• リクエストルーティング
• Elastic Load Balancing のコンセプト

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• ロードバランサー名
• 理由

ロードバランサーの最適化
説明

ロードバランサーの設定を確認します。

Elastic Load Balancing を使用するときに Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の耐障害性
のレベルを高めるために、リージョン内の複数のアベイラビリティーゾーンで実行するインスタンス
の数を同じにすることをお勧めします。設定されているロードバランサーでは料金が発生するため、
コスト最適化チェックとしても機能します。

チェック ID

iqdCTZKCUp
アラート条件

• 黄: ロードバランサーは、1 つのアベイラビリティーゾーンで有効になっています。
• 黄: ロードバランサーは、アクティブなインスタンスのないアベイラビリティーゾーン用に有効に

なっています。
• 黄: ロードバランサーに登録されている Amazon EC2 インスタンスは、アベイラビリティーゾーン

全体で不均等に分散されています。(使用中のアベイラビリティーゾーンの最大インスタンス数と最
小インスタンス数の差は 1 を超えており、その差は最大数の 20% を超えています)。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

ロードバランサーが、少なくとも 2 つのアベイラビリティーゾーンにおいて、アクティブで正常なイ
ンスタンスをポイントしているようにします。詳細については、「Add Availability Zone」(アベイラ
ビリティーゾーンの追加) を参照してください。

ロードバランサーが正常なインスタンスのないアベイラビリティーゾーン用に設定されている場合、
またはアベイラビリティーゾーン全体でインスタンスの不均衡がある場合は、すべてのアベイラビ
リティーゾーンが必要かどうかを判断します。不要なアベイラビリティーゾーンを除外し、残りの
アベイラビリティーゾーン全体でインスタンスが均等に分散されるようにします。詳細については、
「Remove Availability Zone」(アベイラビリティーゾーンの削除) を参照してください。

その他のリソース
• アベイラビリティーゾーンとリージョン
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• ロードバランサーの管理
• Elastic Load Balancing を評価する際のベストプラクティス

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• ロードバランサー名
• ゾーン数
• ゾーン a インスタンス
• ゾーン b インスタンス
• ゾーン c インスタンス
• ゾーン d インスタンス
• ゾーン e インスタンス
• ゾーン f インスタンス
• 理由

VPN トンネルの冗長性
説明

各 VPN でアクティブなトンネルの数をチェックします。

1 つの VPN には、常に 2 つのトンネルが設定されている必要があります。これにより、AWS エン
ドポイントでのデバイスの障害や計画的なメンテナンスの場合に冗長性が得られます。一部のハード
ウェアでは、一度に 1 つのトンネルだけがアクティブになります。VPN にアクティブなトンネルがな
い場合、その VPN の料金が引き続き適用される場合があります。詳細については、AWS Client VPN 
管理ガイドを参照してください。

チェック ID

S45wrEXrLz
アラート条件

• 黄: VPN にはアクティブなトンネルが 1 つあります (これは一部のハードウェアでは正常です)。
• 黄: VPN にはアクティブなトンネルがありません。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

VPN 接続用に 2 つのトンネルが設定されていること、およびハードウェアがサポートしている場合は
両方ともアクティブであることを確認してください。VPN 接続が不要になった場合には、料金の発生
を回避するために、それを削除することができます。詳細については、「Your Customer Gateway」
(カスタマーゲートウェイ) または「Deleting a VPN connection」(VPN 接続の削除) を参照してくださ
い。

その他のリソース
• AWS Site-to-Site VPN ユーザーガイド
• VPC へのハードウェア仮想プライベートゲートウェイの追加

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• リージョン
• VPN ID
• VPC
• 仮想プライベートゲートウェイ
• カスタマーゲートウェイ
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• アクティブなトンネル
• 理由

サービス制限
サービス制限 (クォータとも呼ばれます) カテゴリについては、次のチェックを参照してください。

このカテゴリのすべてのチェックには、次の説明があります。

アラート条件
• 黄: 制限の 80% に達しました。
• 赤: 制限の 100% に達しました。
• 青: Trusted Advisor は 1 つ以上の AWS リージョン の使用量または制限を取得できませんでした。

[Recommended Action] (推奨されるアクション)

サービス制限を超えることが予想される場合は、Service Quotas コンソールから直接引き上げをリク
エストしてください。Service Quotas がまだご利用のサービスをサポートしていない場合は、サポー
トセンターでオープンサポートケースを作成できます。

[Report columns] (レポート列)
• ステータス
• サービス
• リージョン
• 制限量
• 現在の使用状況

Note

• 値はスナップショットに基づいているため、現在の使用状況とは異なる場合があります。
クォータおよび使用状況データは、変更が反映されるまでに最大 24 時間かかる場合がありま
す。クォータが最近増加された場合、クォータを超える使用率が一時的に表示される場合があ
ります。

チェック名
• Auto Scaling グループ (p. 143)
• Auto Scaling の起動設定 (p. 144)
• CloudFormation スタック (p. 144)
• DynamoDB の読み込みキャパシティー (p. 144)
• DynamoDB 書き込みキャパシティー (p. 144)
• EBS アクティブなスナップショット (p. 145)
• EBS Cold HDD (sc1) ボリュームストレージ (p. 145)
• EBS 汎用 SSD (gp2) ボリュームストレージ (p. 145)
• EBS 汎用 SSD (gp3) ボリュームストレージ (p. 145)
• EBS マグネティック (スタンダードボリュームストレージ) (p. 145)
• EBS プロビジョンド IOPS (SSD ボリューム集計 IOPS) (p. 146)
• EBS プロビジョンド IOPS SSD (io1 ボリュームのストレージ) (p. 146)
• EBS プロビジョンド IOPS SSD (io2 ボリュームのストレージ) (p. 146)
• EBS スループット最適化 HDD (st1) ボリュームストレージ (p. 146)
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• EC2 オンデマンドインスタンス (p. 147)
• EC2 リザーブドインスタンスのリース (p. 147)
• EC2-Classic Elastic IP アドレス (p. 147)
• EC2-VPC Elastic IP アドレス (p. 147)
• ELB Application Load Balancer (p. 148)
• ELB Classic Load Balancer (p. 148)
• ELB Network Load Balancer (p. 148)
• IAM グループ (p. 148)
• IAM インスタンスプロファイル (p. 149)
• IAM ポリシー (p. 149)
• IAM ロール (p. 149)
• IAM サーバー証明書 (p. 149)
• IAM ユーザー (p. 149)
• Kinesis リージョンあたりのシャード (p. 150)
• RDS クラスターパラメータグループ (p. 150)
• RDS クラスターロール (p. 150)
• RDS クラスター (p. 150)
• RDS DB インスタンス (p. 151)
• RDS DB 手動スナップショット (p. 151)
• RDS DB パラメータグループ (p. 151)
• RDS DB セキュリティグループ (p. 151)
• RDS イベントサブスクリプション (p. 151)
• RDS セキュリティグループあたりの最大認証数 (p. 152)
• RDS オプショングループ (p. 152)
• RDS マスターあたりのリードレプリカ (p. 152)
• RDS リザーブドインスタンス (p. 152)
• RDS サブネットグループ (p. 153)
• RDS サブネットグループあたりのサブネット (p. 153)
• RDS 合計ストレージクォータ (p. 153)
• Route 53 ホストゾーン (p. 153)
• Route 53 最大ヘルスチェック数 (p. 153)
• Route 53 再利用可能な委託セット (p. 154)
• Route 53 トラフィックポリシー (p. 154)
• Route 53 トラフィックポリシーのインスタンス (p. 154)
• SES 日次送信クォータ (p. 154)
• VPC (p. 155)
• VPC インターネットゲートウェイ (p. 155)

Auto Scaling グループ
説明

Auto Scaling グループのクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

fW7HH0l7J9
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その他のリソース

Auto Scaling クォータ

Auto Scaling の起動設定
説明

Auto Scaling 起動設定クォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

aW7HH0l7J9
その他のリソース

Auto Scaling クォータ

CloudFormation スタック
説明

CloudFormation スタッククォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

gW7HH0l7J9
その他のリソース

AWS CloudFormation クォータ

DynamoDB の読み込みキャパシティー
説明

AWS アカウント あたりの読み込みで DynamoDB プロビジョニングされたスループット制限の 80% 
を超える使用状況をチェックします。

チェック ID

6gtQddfEw6
その他のリソース

DynamoDB クォータ

DynamoDB 書き込みキャパシティー
説明

AWS アカウント あたりの書き込みで DynamoDB プロビジョニングされたスループット制限の 80% 
を超える使用状況をチェックします。

チェック ID

c5ftjdfkMr
その他のリソース

DynamoDB クォータ

API バージョン 2013-04-15
144

https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/latest/userguide/as-account-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/latest/userguide/as-account-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cloudformation-limits.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/ddb.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/ddb.html


AWS Support ユーザーガイド
サービス制限

EBS アクティブなスナップショット
説明

EBS のアクティブなスナップショットクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

eI7KK0l7J9
その他のリソース

Amazon EBS の制限事項

EBS Cold HDD (sc1) ボリュームストレージ
説明

EBS Cold HDD (sc1) ボリュームのストレージクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

gH5CC0e3J9
その他のリソース

Amazon EBS の制限事項

EBS 汎用 SSD (gp2) ボリュームストレージ
説明

EBS 汎用 SSD (gp2) ボリュームストレージクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

dH7RR0l6J9
その他のリソース

Amazon EBS の制限事項

EBS 汎用 SSD (gp3) ボリュームストレージ
説明

EBS 汎用 SSD (gp3) ボリュームストレージクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

dH7RR0l6J3
その他のリソース

Amazon EBS の制限事項

EBS マグネティック (スタンダードボリュームストレージ)
説明

EBS マグネティック(スタンダード) ボリュームストレージクォータの 80% を超える使用状況を確認
します。
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チェック ID

cG7HH0l7J9
その他のリソース

Amazon EBS の制限事項

EBS プロビジョンド IOPS (SSD ボリューム集計 IOPS)
説明

EBS プロビジョンド IOPS (SSD) ボリュームの集計 IOPS クォータの 80% を超える使用状況を確認
します。

チェック ID

tV7YY0l7J9
その他のリソース

Amazon EBS の制限事項

EBS プロビジョンド IOPS SSD (io1 ボリュームのストレージ)
説明

EBS プロビジョンド IOPS SSD (io1) ボリュームのストレージクォータの 80% を超える使用状況を確
認します。

チェック ID

gI7MM0l7J9
その他のリソース

Amazon EBS の制限事項

EBS プロビジョンド IOPS SSD (io2 ボリュームのストレージ)
説明

EBS プロビジョンド IOPS SSD (io2) ボリュームのストレージクォータの 80% を超える使用状況を確
認します。

チェック ID

gI7MM0l7J2
その他のリソース

Amazon EBS の制限事項

EBS スループット最適化 HDD (st1) ボリュームストレージ
説明

EBS スループット最適化 HDD (st1) ボリュームストレージクォータの 80% を超える使用状況を確認
します。
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チェック ID

wH7DD0l3J9

その他のリソース

Amazon EBS の制限事項

EC2 オンデマンドインスタンス
説明

EC2 オンデマンドインスタンスのクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

0Xc6LMYG8P

その他のリソース

Amazon EC2 のクォータ

EC2 リザーブドインスタンスのリース
説明

EC2 リザーブドインスタンスのリースクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

iH7PP0l7J9

その他のリソース

Amazon EC2 のクォータ

EC2-Classic Elastic IP アドレス
説明

EC2-Classic Elastic IP アドレスクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

aW9HH0l8J6

その他のリソース

Amazon EC2 のクォータ

EC2-VPC Elastic IP アドレス
説明

EC2-VPC Elastic IP アドレスクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

lN7RR0l7J9
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その他のリソース

VPC の Elastic IP クォータ

ELB Application Load Balancer
説明

ELB Application Load Balancer クォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

EM8b3yLRTr

その他のリソース

Elastic Load Balancing のクォータ

ELB Classic Load Balancer
説明

ELB Classic Load Balancer クォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

iK7OO0l7J9

その他のリソース

Elastic Load Balancing のクォータ

ELB Network Load Balancer
説明

ELB Network Load Balancer クォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

8wIqYSt25K

その他のリソース

Elastic Load Balancing のクォータ

IAM グループ
説明

IAM グループクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

sU7XX0l7J9

その他のリソース

IAM クォータ
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IAM インスタンスプロファイル
説明

IAM インスタンスプロファイルのクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

nO7SS0l7J9
その他のリソース

IAM クォータ

IAM ポリシー
説明

IAM ポリシークォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

pR7UU0l7J9
その他のリソース

IAM クォータ

IAM ロール
説明

IAM ロールクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

oQ7TT0l7J9
その他のリソース

IAM クォータ

IAM サーバー証明書
説明

IAMサーバー証明書クォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

rT7WW0l7J9
その他のリソース

IAM クォータ

IAM ユーザー
説明

IAM ユーザークォータの 80% を超える使用状況を確認します。
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チェック ID

qS7VV0l7J9
その他のリソース

IAM クォータ

Kinesis リージョンあたりのシャード
説明

Kinesis リージョンあたりのシャードクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

bW7HH0l7J9
その他のリソース

Kinesis クォータ

RDS クラスターパラメータグループ
説明

RDS クラスターパラメータグループクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

jtlIMO3qZM
その他のリソース

Amazon RDS クォータ

RDS クラスターロール
説明

RDS クラスターロールクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

7fuccf1Mx7
その他のリソース

Amazon RDS クォータ

RDS クラスター
説明

RDS クラスタークォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

gjqMBn6pjz
その他のリソース

Amazon RDS クォータ
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RDS DB インスタンス
説明

RDS DB インスタンスクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

XG0aXHpIEt
その他のリソース

Amazon RDS クォータ

RDS DB 手動スナップショット
説明

RDS DB 手動スナップショットクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

dV84wpqRUs
その他のリソース

Amazon RDS クォータ

RDS DB パラメータグループ
説明

RDS DB パラメータグループクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

jEECYg2YVU
その他のリソース

Amazon RDS クォータ

RDS DB セキュリティグループ
説明

RDS DB セキュリティグループクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

gfZAn3W7wl
その他のリソース

Amazon RDS クォータ

RDS イベントサブスクリプション
説明

RDS イベントサブスクリプションクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
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チェック ID

keAhfbH5yb
その他のリソース

Amazon RDS クォータ

RDS セキュリティグループあたりの最大認証数
説明

RDS セキュリティグループクォータあたりの最大認証数の 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

dBkuNCvqn5
その他のリソース

Amazon RDS クォータ

RDS オプショングループ
説明

RDS オプショングループクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

3Njm0DJQO9
その他のリソース

Amazon RDS クォータ

RDS マスターあたりのリードレプリカ
説明

マスタークォータごとに RDS リードレプリカの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

pYW8UkYz2w
その他のリソース

Amazon RDS クォータ

RDS リザーブドインスタンス
説明

RDS リザーブドインスタンスクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

UUDvOa5r34
その他のリソース

Amazon RDS クォータ
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RDS サブネットグループ
説明

RDS サブネットグループクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

dYWBaXaaMM
その他のリソース

Amazon RDS クォータ

RDS サブネットグループあたりのサブネット
説明

RDS のサブネットグループクォータあたりのサブネット の 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

jEhCtdJKOY
その他のリソース

Amazon RDS クォータ

RDS 合計ストレージクォータ
説明

RDS 合計ストレージクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

P1jhKWEmLa
その他のリソース

Amazon RDS クォータ

Route 53 ホストゾーン
説明

アカウントあたりの Route 53 ホストゾーンのクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

dx3xfcdfMr
その他のリソース

Route 53 のクォータ

Route 53 最大ヘルスチェック数
説明

アカウントあたりの Route 53 ヘルスチェック数クォータの 80% を超える使用状況を確認します。
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チェック ID

ru4xfcdfMr

その他のリソース

Route 53 のクォータ

Route 53 再利用可能な委託セット
説明

アカウントあたりの Route 53 再利用可能な委託セットクォータの 80% を超える使用状況を確認しま
す。

チェック ID

ty3xfcdfMr

その他のリソース

Route 53 のクォータ

Route 53 トラフィックポリシー
説明

アカウントあたりの Route 53 トラフィックポリシークォータの 80% を超える使用状況を確認しま
す。

チェック ID

dx3xfbjfMr

その他のリソース

Route 53 のクォータ

Route 53 トラフィックポリシーのインスタンス
説明

アカウントあたりの Route 53 トラフィックポリシーインスタンスクォータの 80% を超える使用状況
を確認します。

チェック ID

dx8afcdfMr

その他のリソース

Route 53 のクォータ

SES 日次送信クォータ
説明

Amazon SES 日次送信クォータの 80% を超える使用状況を確認します。
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チェック ID

hJ7NN0l7J9
その他のリソース

Amazon SES のクォータ

VPC
説明

VPC クォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

jL7PP0l7J9
その他のリソース

VPC クォータ

VPC インターネットゲートウェイ
説明

VPC インターネットゲートウェイクォータの 80% を超える使用状況を確認します。
チェック ID

kM7QQ0l7J9
その他のリソース

VPC クォータ

AWS Trusted Advisor のログを変更する
Trusted Advisor チェックの最新の変更については、以下のトピックを参照してください。

Note

Trusted Advisor コンソールまたは AWS Support API を使用する場合、削除されたチェックは
チェック結果に表示されません。削除されたチェックを使用する場合 (AWS Support API オペ
レーションやコードでチェック ID を指定する場合など) 、API コールエラーを回避するために、
これらのチェックを削除する必要があります。

使用できるチェックの詳細については、「AWS Trusted Advisor チェックリファレンス (p. 71)」を参照
してください。

新しい耐障害性チェック
2023 年 3 月 30 日に Trusted Advisor で以下のチェックが追加されました。

• 単一の AZ を使用した Amazon ECS サービス
• Amazon ECS マルチ AZ 配置戦略

詳細については、耐障害性 (p. 119) カテゴリを参照してください。
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新しい耐障害性チェック
2022 年 12 月 15 日に Trusted Advisor で以下のチェック機能が追加されました。

• AWS CloudHSM 単一の AZ で HSM インスタンスを実行するクラスター
• Amazon ElastiCache マルチ AZ クラスター
• Amazon MemoryDB マルチ AZ クラスター

AWS CloudHSM、ElastiCache、および MemoryDB クラスターの結果を Trusted Advisor で受け取るに
は、アベイラビリティゾーンにクラスターが必要です。詳細については、次のュメントを参照してくださ
い。

• AWS CloudHSM ユーザーガイド
• Amazon MemoryDB for Redis デベロッパーガイド
• Amazon ElastiCache for Redis ユーザーガイド

2022 年 12 月 15 日に Trusted Advisor で以下のチェック情報が更新されました。

• AWS Resilience Hub ポリシー違反 – [App Name] (アプリ名) が [Application Name] (アプリケーション
名) に更新されました。

• AWS Resilience Hub レジリエンススコア – [App Name] (アプリ名) と [App Resilience Score] (アプリの
回復スコア) が [Application Name] (アプリケーション名) と [Application Resilience Score] (アプリケー
ションレジリエンススコア) に更新されました。

詳細については、耐障害性 (p. 119) カテゴリを参照してください。

Trusted Advisor と AWS Security Hub の統合の更新
2022 年 11 月 17 日に Trusted Advisor で以下の更新が行なわれました。

AWS リージョン 用の Security Hub または AWS Config を無効にすると、Trusted Advisor により 7～9 
日以内に当該 AWS リージョン のコントロールの結果が削除されるようになりました。以前は、Trusted 
Advisor から Security Hub のデータを削除するまでの期間は 90 日でした。

詳細については、トラブルシューティング (p. 54) トピックの次のセクションを参照してください。

• リージョンで Security Hub または AWS Config をオフにしました (p. 56)
• コントロールが Security Hub にアーカイブされているが、Trusted Advisor にはまだ調査結果が表示され

ている (p. 56)

AWS Resilience Hub の新しい耐障害性チェック
2022 年 11 月 17 日に Trusted Advisor で以下のチェックが追加されました。

• AWS Resilience Hub ポリシー違反
• AWS Resilience Hub 耐障害性スコア

これらのチェックを使用すると、アプリケーションの最新のレジリエンスポリシーステータスとレジリエ
ンススコアを表示できます。Resilience Hub では、アプリケーションのレジリエンシーと可用性を一元的
に定義、追跡、管理できます。
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Resilience Hub アプリケーションの結果を Trusted Advisor で受け取るには、AWS アプリケーションをデ
プロイし、Resilience Hub を使用して、アプリケーションのレジリエンシーの状態を追跡する必要があり
ます。詳細については、AWS Resilience Hubユーザーガイドを参照してください。

ElastiCache および MemoryDB クラスターの結果を Trusted Advisor で受け取るには、アベイラビリティ
ゾーンにクラスターが必要です。詳細については、次のュメントを参照してください。

• Amazon MemoryDB for Redis デベロッパーガイド
• Amazon ElastiCache for Redis ユーザーガイド

詳細については、耐障害性 (p. 119) カテゴリを参照してください。

Trusted Advisor コンソールの更新
2022 年 11 月 16 日に Trusted Advisor で以下の変更が追加されました。

コンソールの Trusted Advisor ダッシュボードが Trusted Advisor Recommendations に変わりました。
[Trusted Advisor Recommendations] ページには、チェック結果と、AWS アカウント の各カテゴリで利用
できるチェックが引き続き表示されます。

この名前の変更は、Trusted Advisor コンソールのみを更新します。Trusted Advisor コンソールと AWS 
Support API のTrusted Advisor の操作は、通常どおり引き続き使用できます。

詳細については、「Trusted Advisor Recommendations の開始方法 (p. 21)」を参照してください。

Amazon EC2 の新しいチェック
2022 年 9 月 1 日、Trusted Advisor に以下のチェックが追加されました。

• Microsoft Windows Server を使用した Amazon EC2 インスタンスのサポートの終了

詳細については、セキュリティ (p. 102) カテゴリを参照してください。

Security Hub チェックを Trusted Advisor に追加しま
した
2022 年 6 月 23 日の時点で、Trusted Advisor は、2022 年 4 月 7 日まで利用可能な Security Hub コント
ロールのみをサポートします。このリリースは、「Category: Recover > Resilience」(カテゴリ: 回復 > 
回復力) のコントロールを除く、AWS Foundational Security Best Practices セキュリティ標準のすべての
コントロールをサポートします。詳細については、「AWS Security Hub のコントロールを AWS Trusted 
Advisor で表示する (p. 50)」を参照してください。

サポートされるコントロールのリストについては、AWS Security Hub ユーザーガイドの「AWS 
Foundational Security Best Practices controls」を参照してください。

AWS Compute Optimizer からチェックの追加
2022 年 5 月 4 日に Trusted Advisor で以下のチェックが追加されました。

チェック名 チェックカテゴリ チェック ID

Amazon EBS の過剰プロビジョ
ニングボリューム

コスト最適化 COr6dfpM03
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公開アクセスキーチェックの更新

チェック名 チェックカテゴリ チェック ID

Amazon EBS のプロビジョニン
グ不足ボリューム

パフォーマンス COr6dfpM04

AWS Lambda メモリサイズの過
剰プロビジョニング関数

コスト最適化 COr6dfpM05

AWS Lambda メモリサイズのプ
ロビジョニング不足関数

パフォーマンス COr6dfpM06

これらのチェックが Lambda および Amazon EBS リソースからデータを受信できるように AWS アカウン
ト で ComputeOptimizer をオプトインする必要があります。詳細については、「Trusted Advisor チェック
のために AWS Compute Optimizer をオプトインする (p. 56)」を参照してください。

公開アクセスキーチェックの更新
2022 年 4 月 25 日に Trusted Advisor で以下のチェックが更新されました。

チェック名 チェックカテゴリ チェック ID

露出したアクセスキー セキュリティ 12Fnkpl8Y5

Trusted Advisor では、このチェックが自動的に更新されます。このチェックは、Trusted Advisor コン
ソールまたは AWS Support APIから手動で更新することはできません。アプリケーションまたはコードが 
AWS アカウント でこのチェックを更新する場合は、このチェックを更新しないように更新することをお
勧めします。作成されていない場合は、InvalidParameterValue エラーが発生します。

この更新の前に除外したアクセスキーは除外されなくなり、影響を受けるリソースとして表示されます。
チェック結果からアクセスキーを除外することはできません。詳細については、「露出したアクセス
キー (p. 114)」を参照してください。

Note

2022 年 4 月 25 日以降に AWS アカウント を作成した場合、公開されたアクセスキーのチェック

結果では、公開されていないアクセスキーの場合でも、最初は灰色のアイコン ( ) が表示されま
す。これは、Trusted Advisor がチェックへの変更を識別していないことを意味します。
Trusted Advisor がリスクのあるリソースを識別すると、ステータスがアクション推奨アイコン 

( ) に変わります。リソースを修正または削除すると、チェック結果にチェックマークアイコン 
( ) が表示されます。

AWS Direct Connect の更新したチェック項目
2022 年 3 月 29 日に Trusted Advisor で以下のチェックが更新されました。

チェック名 チェックカテゴリ チェック ID

AWS Direct Connect 接続の冗長
性

耐障害性 0t121N1Ty3

AWS Direct Connect ロケーショ
ンの冗長性

耐障害性 8M012Ph3U5
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AWS Trusted Advisor コンソールに 

AWS Security Hub コントロールを追加

チェック名 チェックカテゴリ チェック ID

AWS Direct Connect 仮想イン
ターフェイスの冗長性

耐障害性 4g3Nt5M1Th

• [Region] (リージョン) 列の値には、フルネームではなく AWS リージョン コードが表示されるようにな
りました。例えば、米国東部 (バージニア北部) のリソースは、us-east-1 値となります。

• [Time Stamp] (タイムスタンプ) 列の値は、2022-03-30T01:02:27.000Z などの RFC 3339 形式で表
示されるようになりました。

• 問題が検出されていないリソースが、チェックテーブルに表示されるようになりました。これらのリ
ソースには、横にチェックマークアイコン ( ) が表示されます。

以前は、Trusted Advisor が調査を推奨したリソースのみがテーブルに表示されていました。これらのリ
ソースには、横に警告アイコン ( ) が表示されています。

AWS Trusted Advisor コンソールに AWS Security 
Hub コントロールを追加
AWS Trusted Advisor は、2022 年 1 月 18 日に 111 Security Hub コントロールを[Security] (セキュリティ) 
カテゴリに追加しました。

AWS 基礎セキュリティのベストプラクティスセキュリティスタンダードから Security Hub コントロール
の調査結果を表示できます。この統合には、[Recover] (回復) > [Resilience] (耐障害性) のカテゴリを使用
しているのコントロールは含まれていません。

この機能の詳細については、「AWS Security Hub のコントロールを AWS Trusted Advisor で表示す
る (p. 50)」を参照してください。

Amazon EC2 および AWS Well-Architected の新しい
チェック機能
2021 年 12 月 20 日に Trusted Advisor で以下のチェック機能が追加されました。

• Amazon EC2 インスタンスの統合 (Microsoft SQL Server 向け)
• 過剰にプロビジョニングされた Amazon EC2 インスタンス (Microsoft SQL サーバー向け)
• Microsoft SQL Server を使用した Amazon EC2 インスタンスのサポートの終了
• コスト最適化に関する AWS Well-Architected のリスクの高い問題
• パフォーマンスに関する AWS Well-Architected のリスクの高い問題
• セキュリティに関する AWS Well-Architected のリスクの高い問題
• 信頼性に関する AWS Well-Architected のリスクの高い問題

詳細については、AWS Trusted Advisor チェックリファレンスを参照してください。

Amazon OpenSearch Service のチェック名を更新し
ました
2021 年 9 月 8 日に Trusted Advisor で Amazon OpenSearch Service Reserved Instance Optimization 
チェックの名前が更新されました。
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Amazon Elastic Block Store ボリュー
ムストレージに追加されたチェック

チェックの推奨事項、カテゴリ、および ID は同じです。

チェック名 チェックカテゴリ チェック ID

Amazon OpenSearch Service リ
ザーブドインスタンス最適化

コスト最適化 7ujm6yhn5t

Note

Amazon CloudWatch メトリクスに Trusted Advisor を使用する場合、このチェックのメトリク
ス名も更新されます。詳細については、「AWS Trusted Advisor メトリクスをモニタリングする 
Amazon CloudWatch アラームを作成する (p. 330)」を参照してください。

Amazon Elastic Block Store ボリュームストレージに
追加されたチェック
2021 年 6 月 8 日に Trusted Advisor で以下のチェックが追加されました。

チェック名 チェックカテゴリ チェック ID

EBS 汎用 SSD (gp3) ボリューム
ストレージ

サービス制限 dH7RR0l6J3

EBS プロビジョンド IOPS SSD 
(io2 ボリュームのストレージ)

サービス制限 gI7MM0l7J2

AWS Lambda に追加されたチェック
2021 年 3 月 8 日に Trusted Advisor で以下のチェックが追加されました。

チェック名 チェックカテゴリ チェック ID

過度にタイムアウトが発生して
いる AWS Lambda 関数

コスト最適化 L4dfs2Q3C3

エラー率が高い AWS Lambda 関
数

コスト最適化 L4dfs2Q3C2

非推奨のランタイムを使用する 
AWS Lambda 関数

セキュリティ L4dfs2Q4C5

AWS Lambda VPC 有効関数 (マ
ルチ AZ 冗長性なし)

耐障害性 L4dfs2Q4C6

これらのチェックを Lambda で使用する方法の詳細については、AWS Lambda デベロッパーガイドの「推
奨事項を表示するための AWS Trusted Advisor ワークフローの例」を参照してください。

削除された Trusted Advisor チェック
2021 年 3 月 8 日に AWS GovCloud (US) Regionで Trusted Advisor の以下のチェックが削除されました。
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Amazon Elastic Block Store の更新されたチェック

チェック名 チェックカテゴリ チェック ID

EC2 Elastic IP アドレス サービス制限 aW9HH0l8J6

Amazon Elastic Block Store の更新されたチェック
2021 年 3 月 5 日に Trusted Advisor の以下のチェックで Amazon EBS ボリュームの単位がギビバイト 
(GiB) からテビバイト (TiB) に更新されました。

Note

Amazon CloudWatch メトリクスに Trusted Advisor を使用する場合、この 5 つのチェックのメト
リクス名も更新されます。詳細については、「AWS Trusted Advisor メトリクスをモニタリング
する Amazon CloudWatch アラームを作成する (p. 330)」を参照してください。

チェック名 チェックカテゴリ チェック ID ServiceLimit の更新され
た CloudWatch メトリ
クス

EBS Cold HDD (sc1) ボ
リュームストレージ

サービス制限 gH5CC0e3J9 Cold HDD (sc1) ボ
リュームストレージ 
(TiB)

EBS 汎用 SSD (gp2) ボ
リュームストレージ

サービス制限 dH7RR0l6J9 汎用 SSD (gp2) ボ
リュームストレージ 
(TiB)

EBS マグネティック (ス
タンダードボリューム
ストレージ)

サービス制限 cG7HH0l7J9 マグネティック (スタン
ダードボリュームスト
レージ) (TiB)

EBS プロビジョンド 
IOPS SSD (io1 ボリュー
ムのストレージ)

サービス制限 gI7MM0l7J9 プロビジョンド IOPS 
(SSD) ストレージ (TiB)

EBS スループット最適
化 HDD (st1) ボリュー
ムストレージ

サービス制限 wH7DD0l3J9 スループット最適化 
HDD (st1) ボリュームス
トレージ (TiB)

削除された Trusted Advisor チェック
Note

2020 年 11 月 18 日に Trusted Advisor で以下のチェックが削除されました。

2020 年 11 月 18 日に削除された
チェック

チェックカテゴリ チェック ID

EC2 Windows インスタンス用の 
EC2Config サービス

耐障害性 V77iOLlBqz

EC2 Windows インスタンス用の 
ENA ドライバーバージョン

耐障害性 TyfdMXG69d
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削除された Trusted Advisor チェック

2020 年 11 月 18 日に削除された
チェック

チェックカテゴリ チェック ID

EC2 Windows インスタンス用の 
NVMe ドライバーバージョン

耐障害性 yHAGQJV9K5

EC2 Windows インスタンス用の 
PV ドライバーバージョン

耐障害性 Wnwm9Il5bG

EBS アクティブボリューム サービス制限 fH7LL0l7J9

Amazon Elastic Block Store では、プロビジョニングできるボリュームの数に制限がなくなりました。

AWS Systems Manager Distributor またはその他のサードパーティー製ツールを使用するか、Windows 管
理インストルメンテーション (WMI) のドライバー情報を返す独自のスクリプトを記述することによって 
Amazon EC2 インスタンスを監視してインスタンスが最新であることを確認できます。

削除された Trusted Advisor チェック
2020 年 2 月 18 日に Trusted Advisor で以下のチェックが削除されました。

チェック名 チェックカテゴリ チェック ID

サービスの制限 パフォーマンス eW7HH0l7J9
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前提条件

Slack での AWS Support アプリ
AWS Support アプリを使って Slack の AWS サポートケースを管理できます。チームメンバーをチャット
チャンネルに招待したり、ケースの更新に対応したり、サポートエージェントと直接チャットしたりでき
ます。AWS Support アプリを使うと、サポートケースを Slack ですばやく、直接、管理できます。

AWS Support アプリでは、以下を行えます。

• Slack チャンネルでサポートケースを作成、更新、検索、解決する
• ファイルをサポートケースに添付する
• Service Quotas でクォータの引き上げをリクエストする
• Slack チャンネルから退出することなく、サポートケースの詳細をチームに共有する
• サポートエージェントとのライブチャットセッションを開始する

AWS Support アプリケーションでサポートケースを作成、更新、解決すると、AWS Support Center 
Console でもケースが更新されます。サポートケースを個別に管理するために、サポートセンターコン
ソールにサインインする必要はありません。

メモ

• サポートケースの応答時間は、ケースを Slack から作成したか、サポートセンターコンソール
から作成したかに関係なく同一です。

• アカウントと請求サポート、サービスクォータの引き上げ、テクニカルサポートのサポート
ケースを作成できます。

トピック
• 前提条件 (p. 163)
• Slack ワークスペースを承認する (p. 169)
• Slack チャンネルの設定 (p. 171)
• Slack チャンネルでのサポートケースの作成 (p. 175)
• Slack でのサポートケースへの返信 (p. 180)
• AWS Support とのライブチャットセッションに参加 (p. 182)
• Slack でのサポートケースの検索 (p. 187)
• Slack でのサポートケースの解決 (p. 189)
• Slack でのサポートケースの再オープン (p. 190)
• サービスクォータの引き上げリクエスト (p. 191)
• AWS Support アプリからの Slack チャンネル設定の削除 (p. 193)
• AWS Support アプリからの Slack ワークスペース設定の削除 (p. 193)
• Slack での AWS Support アプリのコマンド (p. 194)
• AWS Support アプリのコレスポンデンスを AWS Support Center Console に表示する (p. 195)
• Slack リソースでの AWS CloudFormation を使った AWS Support アプリの作成 (p. 195)

前提条件
Slack での AWS Support アプリを使用するには、以下の要件を満たしている必要があります。

• ビジネスプラン、エンタープライズ On-Ramp、エンタープライズサポートプランを利用している。ご
自身のサポートプランは、AWS Support Center Console またはサポートプランのページでご確認いただ
けます。詳細については、「AWS Support プランの比較」を参照してください。
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AWS Support アプリウィジェットへのアクセスを管理する

• ご自身の組織の Slack ワークスペースとチャンネルを用意する必要があります。Slack ワークスペース
の管理者であるか、またはその Slack ワークスペースにアプリを追加する許可を得ている必要がありま
す。詳細については、Slack ヘルプセンターを参照してください。

• AWS アカウント に AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー、または必要なアクセス許可
を持つロールとしてサインインします。詳細については、「AWS Support アプリウィジェットへのアク
セスの管理 (p. 164)」を参照してください。

• 自分の代わりにアクションを実行する、必要なアクセス許可を持つ IAM ロールを作成する必要がありま
す。AWS Support アプリは、このロールを使用してさまざまなサービスに API コールを行います。詳細
については、「AWS Support アプリへのアクセスの管理 (p. 165)」を参照してください。

トピック
• AWS Support アプリウィジェットへのアクセスの管理 (p. 164)
• AWS Support アプリへのアクセスの管理 (p. 165)

AWS Support アプリウィジェットへのアクセスの管理
AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーをアタッチすると、AWS Support Center Console 
で AWS Support アプリウィジェットを設定するための IAM ユーザーアクセス許可を付与できます。

ポリシーを IAM エンティティに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「IAM ID 
アクセス許可の追加 (コンソール)」を参照してください。

Note

AWS アカウント でルートユーザーとしてサインインすることも可能ですが、推奨されていませ
ん。ルートユーザーアクセスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ルートユーザーの
認証情報を保護し、日常的なタスクには使用しない」を参照してください。

IAM ポリシーの例
次のポリシーは、IAM ユーザーやグループなどのエンティティにアタッチできます。このポリシーを使う
と、サポートセンターコンソールで Slack ワークスペースを承認したり、Slack チャンネルを設定したり
できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "supportapp:GetSlackOauthParameters", 
                "supportapp:RedeemSlackOauthCode", 
                "supportapp:DescribeSlackChannels", 
                "supportapp:ListSlackWorkspaceConfigurations", 
                "supportapp:ListSlackChannelConfigurations", 
                "supportapp:CreateSlackChannelConfiguration", 
                "supportapp:DeleteSlackChannelConfiguration", 
                "supportapp:DeleteSlackWorkspaceConfiguration", 
                "supportapp:GetAccountAlias", 
                "supportapp:PutAccountAlias", 
                "supportapp:DeleteAccountAlias", 
                "supportapp:UpdateSlackChannelConfiguration", 
                "iam:ListRoles" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
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AWS Support アプリへのアクセスを管理する

}

AWS Support アプリを Slack に接続するために必要な許可
AWS Support アプリには、API オペレーションに直接対応しない許可限定のアクションが含まれてい
ます。これらのアクションは、「Service Authorization Reference」(サービス認証リファレンス) で 
[Permission only] (許可限定) と表記されています。

AWS Support アプリは以下の API アクションを使用して Slack に接続してから、AWS Support Center 
Console にパブリック Slack チャンネルをリストします。

• supportapp:GetSlackOauthParameters
• supportapp:RedeemSlackOauthCode
• supportapp:DescribeSlackChannels

これらの API アクションは、コードで呼び出すためのものではないため、したがって、これらの API アク
ションは AWS CLI と AWS SDK には含まれていません。

AWS Support アプリへのアクセスの管理
AWS Support アプリウィジェットへのアクセス許可を取得したら、AWS Identity and Access 
Management (IAM) ロール も作成する必要があります。このロールは、AWS のサービス API や Service 
Quotas など、他の AWS Support のアクションをユーザーに代わって実行します。

続いて、このロールに IAM ポリシーをアタッチし、これらのアクションを実行するために必要なアクセス
許可を、このロールに付与します。このロールは、サポートセンターコンソールで Slack チャンネル設定
を作成する際に選択します。

Slack チャンネルのユーザーは、IAM ロールに付与したのと同じアクセス許可を有しています。例えば、
サポートケースへの読み取り専用アクセスが指定されている場合、Slack チャンネルのユーザーは、サ
ポートケースの表示はできますが更新はできません。

Important

サポートエージェントとのライブチャットをリクエストし、ライブチャットのチャンネル設定と
して新しいプライベートチャンネルを選択すると、AWS Support アプリケーションは別途 Slack 
チャンネルを作成します。この Slack チャンネルは、ケースを作成したりチャットを開始したり
したチャンネルと同じアクセス許可を有しています。
IAM ロールまたは IAM ポリシーを変更すると、この変更は、ユーザーが設定した Slack チャンネ
ルと、AWS Support アプリがユーザーに代わって作成した新しいライブチャット Slack チャンネ
ルに適用されます。

IAM ロールとポリシーを作成するときは、以下の手順に従います。

トピック
• AWS 管理ポリシーを使用するか、カスタマー管理ポリシーを作成する (p. 165)
• IAM ロールの作成 (p. 167)
• トラブルシューティング (p. 167)

AWS 管理ポリシーを使用するか、カスタマー管理ポリシーを作
成する
ロールのアクセス許可を付与するには、AWS 管理ポリシーまたはカスタマー管理ポリシーのいずれかを使
用できます。
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Tip

ポリシーを手動で作成しない場合は、代わりに AWS 管理ポリシーを使用して、この手順をス
キップすることをお勧めします。マネージドポリシーは、AWS Support アプリに必要なアクセス
許可を自動的に取得します。ユーザーがポリシーを手動で更新する必要はありません。詳細につ
いては、「Slack での AWS Support アプリの AWS マネージドポリシー (p. 227)」を参照して
ください。

ロール用のカスタマー管理ポリシーを作成するには、次の手順に従います。この手順では、IAM コンソー
ルの JSON ポリシーエディタを使用します。

AWS Support アプリケーションのカスタマー管理ポリシーを作成するには

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. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. JSON を入力し、エディタでデフォルトの JSON を置き換えます。ポリシーの例 (p. 166)を利用で

きます。
6. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
7. (オプション) キーバリューペアとしてのタグを使用して、メタデータをポリシーに追加することがで

きます。
8. [Next: Review] (次へ: レビュー) を選択します。
9. [Review policy] (ポリシーの確認) ページで、名前 (AWSSupportAppRolePolicy など) と説明 (任意) 

を入力します。
10. [Summary] (概要) ページで、そのポリシーで付与されているアクセス許可を確認し、[Create policy]

(ポリシーの作成) を選択します。

このポリシーによって、このロールが実行できるアクションが定義されます。詳細については、IAM ユー
ザーガイドのIAM ポリシーの作成 (コンソール) を参照してください。

IAM ポリシーの例
IAM ロールには、以下のポリシーの例をアタッチできます。このポリシーは、AWS Support アプリに必要
なすべてのアクションへの完全なアクセス許可を、ロールに付与します。このロールを使って Slack チャ
ンネルを設定すると、チャンネル内のすべてのユーザーに同じアクセス許可が付与されます。

Note

AWS マネージドポリシーのリストは、「Slack での AWS Support アプリの AWS マネージドポ
リシー (p. 227)」で確認してください。

ポリシーを更新して、アクセス許可を AWS Support アプリから削除することができます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange", 
                "servicequotas:GetServiceQuota", 
                "servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease", 
                "support:AddAttachmentsToSet", 
                "support:AddCommunicationToCase", 
                "support:CreateCase", 
                "support:DescribeCases", 
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                "support:DescribeCommunications", 
                "support:DescribeSeverityLevels", 
                "support:InitiateChatForCase", 
                "support:ResolveCase" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"iam:AWSServiceName": "servicequotas.amazonaws.com"} 
            } 
        } 
    ]
}

各アクションの説明については、「サービス認証リファレンス」の以下のトピックを参照してください。

• AWS Support のアクション、リソース、条件キー
• 「Service Quotas のアクション、リソース、および条件キー」
• AWS Identity and Access Management のアクション、リソース、条件キー

IAM ロールの作成
このポリシーを作成したら、IAM ロールを作成し、そのロールにポリシーをアタッチする必要がありま
す。このロールは、サポートセンターコンソールで Slack チャンネル設定を作成するときに選択します。

AWS Support アプリのロールを作成するには

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. ナビゲーションペインで [Roles] を選択し、続いて [Create role] を選択します。
3. [Select trusted entity] (信頼されたエンティティを選択) で、[AWS のサービス] を選択します。
4. [AWS Support アプリケーション] を選択します。
5. [Next: Permissions] (次へ: 許可) を選択します。
6. ポリシー名を入力します。AWS マネージドポリシー、または AWSSupportAppRolePolicy などの

作成済みのカスタマー管理ポリシーを選択できます。ポリシーの横にあるチェックボックスをオンに
します。

7. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
8. (オプション) キーと値のペアとしてタグを使用し、メタデータをロールに追加できます。
9. [Next: Review] (次へ: レビュー) を選択します。
10. [Role name] (ロール名) に、AWSSupportAppRole など、名前を入力します。
11. (オプション) [Role description] (ロールの説明) に、ロールの説明を入力します。
12. ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。これで、サポートセンターコン

ソールで Slack チャンネルを設定する際に、このロールを選択できるようになりました。「Slack 
チャンネルの設定 (p. 171)」を参照してください。

詳細については、IAM ユーザーガイドの AWS のサービス用ロールの作成を参照してください。

トラブルシューティング
AWS Support アプリへのアクセスを管理する方法については、以下のトピックを参照してください。
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目次
• Slack チャンネルで特定のユーザーが特定のアクションを行うことを制限したい (p. 168)
• Slack チャンネルを設定しても、作成した IAM ロールが表示されない (p. 168)
• IAM ロールにアクセス許可が付与されていない (p. 168)
• Slack のエラーで、IAM ロールが有効でないと表示される (p. 168)
• AWS Support アプリに、Service Quotas の IAM ロールがない、と表示される (p. 169)

Slack チャンネルで特定のユーザーが特定のアクションを行うことを制限したい

デフォルトでは、Slack チャンネルのユーザーには、作成する IAM ロールにアタッチする IAM ポリシーで
指定したものと同じアクセス許可が付与されます。つまり、AWS アカウント または IAM ユーザーを有し
ているかどうかにかかわらず、チャンネル内のどのユーザーも、サポートケースへの読み取りまたは書き
込みアクセスが可能であるということです。

推奨されるベストプラクティスを以下に示します：

• AWS Support アプリでプライベート Slack チャンネルを設定する
• チャンネルには、サポートケースにアクセスする必要のあるユーザーのみを招待します。
• AWS Support アプリへの必要最小限のアクセス許可を有した IAM ポリシーを使用します。「Slack での 

AWS Support アプリの AWS マネージドポリシー (p. 227)」を参照してください。

Slack チャンネルを設定しても、作成した IAM ロールが表示されない

IAM ロールが [AWS Support アプリケーションの IAM ロール] リストに表示されていない場合は、AWS 
Support アプリケーションがこのロールの信頼されるエンティティとして設定されていない、またはこの
ロールが削除されたことを意味します。既存のロールを更新するか、新しいロールを作成します。「IAM 
ロールの作成 (p. 167)」を参照してください。

IAM ロールにアクセス許可が付与されていない

Slack チャンネル用に作成する IAM ロールには、求められているアクションを実行するためのアクセス許
可が必要です。例えば、Slack のユーザーがサポートケースを作成できるようにしたいときは、ロールに
support:CreateCase のアクセス許可が必要です。AWS Support アプリは、このロールを引き受けて、
ユーザーに代わってアクションを実行します。

AWS Support アプリにアクセス許可がないとのエラーが表示されたときは、ロールにアタッチされたポリ
シーが必要なアクセス許可を有していることを確認します。

前述の「IAM ポリシーの例 (p. 166)」を参照してください。

Slack のエラーで、IAM ロールが有効でないと表示される

チャンネルの設定に適したロールを選択していることを確認してください。

ロールを確認するには

1. https://console.aws.amazon.com/support/app#/config から AWS Support Center Console にサインイ
ンします。

2. AWS Support アプリで設定したチャンネルを選択します。
3. [Permissions] (アクセス許可) セクションで、選択した IAM ロールの名前を見つけます。

• ロールを変更するには、[Edit] (編集) をクリックし、別のロールを選択して [Save] (保存) を選択
します。
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• ロールまたはロールにアタッチしたポリシーを更新するときは、IAM コンソールにサインインし
ます。

AWS Support アプリに、Service Quotas の IAM ロールがない、と表示される
Service Quotas でクォータの引き上げをリクエストするときは、アカウントに
AWSServiceRoleForServiceQuotas ロールが必要です。リソースの欠落に関するエラーが発生したと
きは、以下のいずれかの手順を実行します。

• クォータの引き上げをリクエストするときは、Service Quotas のコンソールを使用します。リクエ
ストが成功すると、Service Quotas が自動的にロールを作成します。次に、AWS Support アプリを
使って、Slack でクォータの引き上げをリクエストします。詳細については、「Requesting a quota 
increase」(クォータ引き上げのリクエスト) を参照してください。

• ロールにアタッチされた IAM ポリシーを更新します。これにより、Service Quotas へのアクセス許可が
ロールに付与されます。IAM ポリシーの例 (p. 166) の以下のセクションでは、AWS Support アプリが
ユーザーに代わって Service Quotas ロールを作成することを許可します。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": {"iam:AWSServiceName": "servicequotas.amazonaws.com"} 
     }
}

チャンネルに設定した IAM ロールを削除するときは、そのロールを手動で作成するか、AWS Support ア
プリがユーザーに代わってロールを作成することを許可するように IAM ポリシーを更新する必要がありま
す。

Slack ワークスペースを承認する
ワークスペースを承認し、そこへのアクセスを AWS Support アプリに許可するには、AWS アカウント 
の AWS Identity and Access Management (IAM) ロールが必要になります。AWS Support アプリは、AWS 
Support の API オペレーションと Service Quotas をユーザーに代わって呼び出す際に、このロールを使用
します。例えば、AWS Support アプリは、CreateCase オペレーションを呼び出して Slack でユーザーに
代わってサポートケースを作成するときにこのロールを使用します。

メモ

• Slack チャンネルは IAM ロールからアクセス許可を継承します。つまり、Slack チャンネルの
ユーザーは誰でも、このロールにアタッチされた IAM ポリシーで指定されているものと同じア
クセス許可を利用できるということです。

例えば、IAM ポリシーがサポートケースの完全な読み取りと書き込みをこのロールに許可して
いる場合は、Slack チャンネルにいる誰もがサポートケースを作成、更新、解決できます。IAM 
ポリシーでロールに許可されているのが読み取り専用のアクセス許可である場合、Slack チャ
ンネルのユーザーはサポートケースの読み取りのみが許可されます。

• Slack ワークスペースとチャンネルは、サポートオペレーションの管理に必要なものを追加す
ることが推奨されます。また、プライベートチャンネルを設定し、必要なユーザーのみを招待
することが推奨されます。

Slack ワークスペースはそれぞれ、AWS アカウント のために使用するものを承認する必要がありま
す。AWS アカウント が複数ある場合は、各アカウントにサインインし、次の手順をそれぞれで実行して
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ワークスペースを承認する必要があります。アカウントが AWS Organizations の組織に属しており、複数
のアカウントを承認する必要があるときは、複数のアカウントを承認に進んでください。

AWS アカウント の Slack ワークスペースを承認するには

1. AWS Support Center Console にサインインし、[Slack configuration] (Slack の設定) を選択します。
2. [Getting started] (開始方法) のページで [Authorize workspace] (ワークスペースを承認) を選択しま

す。
3. Slack にまだサインインしていない場合は、[Sign in to your workspace] (ワークスペースにサインイ

ン) ページでワークスペース名を入力し、[Continue] (続行) をクリックします。
4. [AWS Support が your-workspace-name Slack へのアクセス許可をリクエスト中] ページで、[許可] を

選択します。

Note

Slack にワークスペースへのアクセスを許可できない場合は、AWS Support アプリをワー
クスペースに追加するアクセス許可が Slack 管理者から付与されていることを確認します。
「前提条件 (p. 163)」を参照してください。

[Slack configuration] (Slack の設定) ページで、ワークスペース名が [Workspaces] (ワークスペース) に
表示されます。

5. (オプション) さらにワークスペースを追加するときは、[Authorize workspace] (ワークスペースを承
認) を選択し、3～4 の手順を繰り返します。アカウントには最大 5 つまでワークスペースを追加でき
ます。

6. (オプション) デフォルトでは、AWS アカウント ID 番号が Slack チャンネルにアカウント名として
表示されます。この値を変更するときは、[Account name] (アカウント名) で [Edit] (編集) をクリック
し、アカウント名を入力して [Save] (保存) をクリックします。

Tip

アカウント名には、ご自分やご自分のチームが容易に認識できる名前を使用してくださ
い。AWS Support アプリは、この名前を使って Slack チャンネルでユーザーのアカウントを
識別します。この名前はいつでも変更できます。
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ワークスペースとアカウント名は、[Slack configuration] (Slack の設定) のページに表示されます。

複数のアカウントを承認
複数の AWS アカウント に Slack ワークスペースの使用を承認するために、AWS 
CloudFormation (p. 195) または Terraform (p. 199) を使用して AWS Support アプリケーションリソー
スを作成できます。

Slack チャンネルの設定
Slack ワークスペースを承認すると、AWS Support アプリを使用するように Slack チャンネルを設定する
ことができます。

AWS Support アプリを招待し追加するチャンネルで、ケースの作成および検索、ならびにケース通知の
受信が行えます。このチャンネルには、新しく作成または解決されたケース、追加されたコレスポンデン
ス、共有されたケースの詳細など、ケースの最新情報が表示されます。

Slack チャンネルは IAM ロールからアクセス許可を継承します。つまり、Slack チャンネルのユーザーは
誰でも、このロールにアタッチされた IAM ポリシーで指定されているものと同じアクセス許可を利用でき
るということです。

例えば、IAM ポリシーがサポートケースの完全な読み取りと書き込みをこのロールに許可している場合
は、Slack チャンネルにいる誰もがサポートケースを作成、更新、解決できます。IAM ポリシーでロール
に許可されているのが読み取り専用のアクセス許可である場合、Slack チャンネルのユーザーはサポート
ケースの読み取りのみが許可されます。

1 つのアカウントには最大 20 チャンネルまで追加できます。Slack チャンネルは、最大 100 の AWS アカ
ウント を持つことができます。言い換えれば、同じ Slack チャンネルを AWS Support アプリに追加でき
るアカウントは100 個まで、ということです。追加するアカウントは、組織のサポートケースの管理に必
要な数のみにすることが推奨されます。それによりチャンネルで受け取る通知の数が減り、チームの中断
時間を減らすことができます。

各 AWS アカウント は、Slack チャンネルを AWS Support アプリで個別に設定する必要があります。そ
うすることで、AWS Support アプリは AWS アカウント のサポートケースにアクセスすることができま
す。組織の別の AWS アカウント が AWS Support アプリをその Slack チャンネルにすでに招待している
場合、ステップ 3 は飛ばしてください。

Note

Slack Connect 内のチャンネルや、複数のワークスペースで共有するチャンネルを設定できま
す。ただし、AWS Support アプリケーションを使用できるのは、AWS アカウント の共有チャン
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ネルを設定した最初のワークスペースのみです。同じ Slack チャンネルを別のワークスペースに
設定しようとすると、AWS Support アプリケーションはエラーメッセージを返します。

Slack チャンネルを設定する

1. Slack アプリケーションから、AWS Support アプリを使用する Slack チャンネルを選択します。
2. 以下の手順を実行し、AWS Support アプリをチャンネルに招待します。

a. [+] をクリックして invite を入力し、画面が表示されたら、[Add apps to this channel] (アプリ
をこのチャンネルに追加) を選択します。

b. アプリケーションを検索するには、[アプリケーションを channelName に追加] の [AWS Support 
アプリケーション] を入力します。

c. [AWS Support アプリケーション] の横にある [追加] を選択します。

3. サポートセンターコンソールにサインインし、[Slack configuration] (Slack の設定) を選択します。
4. [Add channel] (チャンネルの追加) を選択します。
5. [Add channel] (チャンネルの追加) ページの[Workspace] (ワークスペース) で、すでに認証されいる

ワークスペース名を選択します。ワークスペース名がリストに表示されない場合は、更新アイコンを
クリックします。

6. [Slack channel] (Slack チャンネル) の [Channel type] (チャンネルタイプ) で、次のいずれかを選択し
ます。
• [Public] (パブリック) – [Public channel] (パブリックチャンネル) で、AWS Support アプリに招待

した Slack チャンネルを選択します (ステップ 2)。チャンネルがリストに表示されていない場合
は、更新アイコンをクリックし、再度試します。

• [Private] (プライベート) – [Channel ID] (チャンネル ID) で、AWS Support アプリに招待した 
Slack チャンネルの ID または URL を入力します。
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Tip

チャンネル ID を見つけるには、Slack で、チャンネル名のコンテキストメニューを (右
クリックで) 開き、[Copy] (コピー)、[Copy link] (リンクをコピー) の順に選択します。
チャンネル ID は、C01234A5BCD (例) のような値で表示されます。

7. [Channel configuration name] (チャンネル設定名) に、 AWS Support アプリ用の Slack チャンネルの
設定であることが容易に識別できる名前を入力します。この名前はご自分の AWS アカウント にのみ
表示され、Slack には表示されません。チャンネル設定の名前は後で変更できます。

Slack チャンネルのタイプは、次のような見た目になります。

8. [アクセス許可] の、[Slack の AWS Support アプリケーションの IAM ロール] で、AWS Support アプ
リケーション用に作成したロールを選択します。このリストには、AWS Support アプリを信頼された
エンティティとしているロールのみが表示されます。
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Note

まだロールを作成していない、またはリストに自分のロールが表示されない場合は、「AWS 
Support アプリへのアクセスの管理 (p. 165)」を参照してください。

9. [Notifications] (通知) で、ケースの通知を受け取る方法を指定します。

• [All cases] (すべてのケース) – すべてのケースの更新通知を受け取ります。
• [High-severity cases] (重要度の高いケース) — 本番システム以上に影響するケースのみ、通知を受

け取ります。詳細については、「緊急度の選択 (p. 3)」を参照してください。
• [None] (なし) — ケースの更新に関する通知は受け取りません。

10. (オプション) [All cases] (すべてのケース) または [High-severity cases] (重要度の高いケース) を選択し
た場合、次のオプションうち 1 つ以上を選択する必要があります。

• 新規のケースと再オープンしたケース
• ケースのコレスポンデンス
• 解決したケース

次のチャンネルは、Slack におけるすべてのケース更新のケース通知を受け取ります。

11. 設定を確認し、[Add channel] (チャンネルを追加) を選択します。チャンネルが [Slack configuration]
(Slack の設定) ページに表示されます。
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Slack チャンネルの設定を更新する
Slack チャンネルを設定したら、後でそれらを更新して、IAM ロールやケース通知を変更できます。

Slack チャンネルの設定を更新するには

1. サポートセンターコンソールにサインインし、[Slack configuration] (Slack の設定) を選択します。
2. [Channels] (チャンネル) で、希望するチャンネル設定を選択します。
3. [channelName] ページでは、次のタスクを実行できます。

• チャンネル設定の名前を更新するときは、[Rename] (名前の変更) を選択します。この名前はご自
分の AWS アカウント にのみ表示され、Slack には表示されません。

• チャンネル設定を AWS Support アプリから削除するときは、[Delete] (削除) を選択します。
「AWS Support アプリからの Slack チャンネル設定の削除 (p. 193)」を参照してください。

• ブラウザで Slack チャンネルを開くときは、[Open in Slack] (Slack で開く) を選択します。
• IAM ロールまたは通知を変更するときは、[Edit] (編集) を選択します。

Slack チャンネルでのサポートケースの作成
Slack ワークスペースを認証して Slack チャンネルを追加すると、Slack チャンネルでサポートケースを作
成できます。

Slack でサポートケースを作成するには

1. Slack チャンネルで、次のコマンドを入力します。

/awssupport create

2. [Create a support case] (サポートケースを作成) ダイアログボックスで、以下を行います。

a. この Slack チャンネルで複数のアカウントを設定した場合は、[AWS アカウント] で、アカウン
ト ID を選択します。アカウント名を作成した場合は、この値はアカウント ID の横に表示されま
す。詳細については、「Slack ワークスペースを承認する (p. 169)」を参照してください。

b. [Subject] (件名) にサポートケースのタイトルを入力します。
c. [Case description] (ケースの説明) に、サポートケースの説明を入力します。AWS のサービス の

使用方法、および試したトラブルシューティング手順などの詳細を記入してください。
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3. [Next] (次へ) をクリックします。
4. [Create a support case] (サポートケースを作成) ダイアログボックスで、以下のオプションを指定しま

す。

a. [Issue type] (問題のタイプ) を選択します。
b. [Service] (サービス) を選択します。
c. [Category] (カテゴリ) を選択します。
d. [Severity] (重要度) を選択します。
e. ケースの詳細を確認したら、[Next] (次へ) を選択します。

次の例は、Alexa サービスのテクニカルサポートケースを示しています。
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5. [Contact language] (連絡用言語) で、サポートケースの使用する言語を選択します。

Note

Slack でのアカウントおよび請求に関するライブチャットでは、日本語のサポートは利用で
きません。

6. [Contact method] (連絡方法) で、[Email and Slack notifications] (E メールと Slack 通知) または [Live 
chat in Slack] (Slack でのライブチャット) を選択します。

次の例は、Slack でライブチャットを選択する方法を示しています。
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a. [Slack でのライブチャット] を選択した場合は、[ライブチャットのチャンネル設定] として [新し
いプライベートチャンネル] または [現在のチャンネル] を選択します。[新しいプライベートチャ
ンネル] の場合は、AWS Support のエージェントとチャットするためのプライベートチャンネ
ルが別途作成されます。[現在のチャンネル] の場合は、現在のチャンネルのスレッドを使用して 
AWS Support のエージェントとチャットします。

b. (オプション) [Live chat in Slack] (Slack でのライブチャット) を選択した場合は、他の Slack メン
バーの名前を入力できます。[新しいプライベートチャンネル] の場合、AWS Support アプリケー
ションがユーザーおよび選択したメンバーを新しいチャンネルに自動的に追加します。[現在の
チャンネル] の場合、AWS Support エージェントが参加すると、AWS Support アプリケーション
がチャットスレッド内のユーザーおよび選択したメンバーに自動的にタグを付けます。

Important

• 追加するチャットメンバーは、サポートケースの詳細とチャット履歴にアクセスさせたい
メンバーのみにすることをお勧めします。

• 既存のサポートケースに関する新しいライブチャットセッションを開始すると、AWS 
Support アプリケーションは、以前のライブチャットで使用されたものと同じチャット
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チャンネルまたはスレッドを使用します。AWS Support アプリケーションは、以前使用し
ていたのと同じライブチャットチャンネル設定も使用します。

• [現在のチャンネル] オプションは、プライベートチャンネルからチャットがリクエストさ
れた場合にのみ使用できます。このオプションは、チャンネルメンバー全員にチャットへ
のアクセスを許可する場合のみにすることをお勧めします。

7. (オプション) [Additional contacts to notify] (通知する追加連絡先) に、このサポートケースに関する更
新を受け取る E メールアドレスを入力します。最大 10 件のアドレスを追加できます。

8. [Review] (レビュー) を選択します。
9. Slack チャンネルで、ケースの詳細を確認します。以下の操作を行うことができます。

• ケースの詳細を変更するときは、[Edit] (編集) を選択します。
• ファイルをケースに追加します。そのためには、以下の手順を実行します。

a. [Attach file] (ファイルを添付) を選択し、Slack の [+] をクリックし、[Your computer] (お使い
のコンピュータ) を選択します。

b. ファイルに移動して、選択します。
c. [Upload a file] (ファイルのアップロード) ダイアログボックスで、@awssupport を入力し、

メッセージ送信の  をクリックします。

メモ

• 最大 3 つまでのファイルを添付できます。各ファイルは、最大 5MB まで可能です。
• サポートケースにファイルを添付するときは、1 時間以内にケースを送信する必要が

あります。送信しない場合は、ファイルを再度追加する必要があります。
• [Share to channel] (チャンネルに共有) を選択し、ケースの詳細を Slack チャンネルにいる他者と

共有します。このオプションを使用すると、ケースを作成する前にケースの詳細をチームと共有
することができます。

10. ケースの詳細を確認し、[Create case] (ケースを作成) を選択します。

次の例は、Alexa サービスのテクニカルサポートケースを示しています。
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サポートケースを作成した後にケースの詳細が表示されるまで、数分かかる場合があります。
11. サポートケースが更新されたら、[See details] (詳細を表示) を選択するとケースの情報を確認できま

す。続いて、次の操作を行います。
• [Share to channel] (チャンネルに共有) を選択し、ケースの詳細を Slack チャンネルにいる他者と

共有します。
• [Reply] (返信) を選択し、コレスポンデンスを追加します。
• [Resolve case] (ケースを解決) を選択します。

Note

Slack でケースの自動更新の受け取りを選択していない場合、サポートケースを検索すれば
[See details] (詳細を表示) オプションが見つかります。

Slack でのサポートケースへの返信
ケースには、ケースの詳細や添付ファイルなどの更新を追加できます。また、サポートエージェントから
の応答に返信することもできます。

Note

• AWS Support Center Console を使用してサポートエージェントに返信することもできます。詳
細については、「ケースの更新、解決、および再開 (p. 9)」を参照してください。

• AWS Support アプリケーションが作成したチャットチャンネルからケースにコレスポンデンス
を追加することはできません。ライブチャットチャネルがエージェントにメッセージを送信す
るのはライブチャット中のみです。

Slack でサポートケースに返信するには

1. Slack チャンネルで、返信するケースを選択します。/awssupport search を入力すると、自分の
サポートケースを見つけられます。

2. 当該のケースの横にある [See details] (詳細を表示) を選択します。
3. ケースの詳細の下部にある、[Reply] (返信) を選択します。

4. [Reply to case] (ケースに返信) ダイアログボックスの [Message] (メッセージ) フィールドに、問題の
簡単な説明を入力します。続いて、[Next] (次へ) を選択します。
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5. 連絡方法を選択します。利用可能な連絡方法は、ケースの種類とサポートプランに応じて異なりま
す。

6. (オプション) [Additional contacts to notify] (通知の追加連絡先) に、このサポートケースに関する更新
を受け取るメールアドレスを追加します。最大 10 件のアドレスを追加できます。

7. [Review] (レビュー) を選択します。その後、返信を編集するか、ファイルを添付するか、チャンネル
に共有するかを選択できます。

8. 返信の準備ができたら、[Send message] (メッセージを送信) をクリックします。
9. (オプション) ケースの過去のコレスポンデンスを表示するには、[Previous correspondence] (過去のコ

レスポンデンス) を選択します。短縮されたメッセージをすべて表示するには、[Show full message]
(メッセージ全体を表示) を選択します。
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Example : Slack でケースに返信する

AWS Support とのライブチャットセッションに参
加

ケースのライブチャットチャットをリクエストする際、ユーザーと AWS Support エージェント用に、新
しいチャットチャンネルを使用するか、現在のチャンネルのスレッドを使用するか選択します。サポート
エージェントや、ライブチャットに招待したその他ユーザーとやり取りをするときは、このチャットチャ
ンネルまたはスレッドを使用します。

Important

このライブチャットのチャンネルに参加している人なら誰でも、この特定のサポートケースの詳
細を閲覧できます。追加するユーザーは、サポートケースへのアクセスが必要なユーザーのみと
することが推奨されます。チャットチャンネルやスレッドのメンバーなら誰でも、アクティブな
チャットに参加できます。
Note

ライブチャットのチャンネルやスレッドには、ライブチャットセッション外でケースにコレスポ
ンデンスが追加されたときにも通知が届きます。これはチャットセッションの前、最中、および
後に発生するため、チャットチャンネルやスレッドを使用してケースのすべての更新をモニタリ
ングできます。これらのコレスポンデンスに返信するには、AWS Support アプリケーションを招
待した設定チャンネルを使用します。

AWS Support とのライブチャットセッションに新しいチャンネルで参加するには

1. Slack アプリケーションで、AWS Support アプリがユーザーのために作成したチャンネルを開きま
す。チャンネル名には、ユーザーのサポートケース ID が含まれます (例: awscase-1234567890) が
含まれます。

Note

AWS Support アプリが、ピン留めされたメッセージを、サポートケースの詳細を含むライブ
チャットチャンネルに追加します。ピン留めされたメッセージから、チャットを終了したり
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ケースを解決したりできます。このチャンネル内のピン留めされたメッセージは、チャンネ
ル名の下にすべて表示されます。

2. サポートエージェントがチャンネルに参加したときは、サポートケースについてチャットすることが
できます。サポートエージェントがチャンネルに参加するまで、エージェントはそのチャットのメッ
セージを閲覧できず、メッセージはケースコレスポンデンスに表示されません。

3. (オプション) チャットチャンネルに他のメンバーを追加します。デフォルトでは、チャットチャンネ
ルはプライベートになっています。

4. サポートエージェントがチャットに参加すると、チャットチャンネルがアクティブになり、AWS 
Support アプリがチャットを記録します。

エージェントとサポートケースについてチャットしたり、添付ファイルをチャンネルにアップロード
したりできます。AWS Support アプリは、ファイルとチャットログをケースコレスポンデンスに自動
的に保存します。

Note

サポートエージェントとチャットするときは、AWS Support アプリの Slack に以下の違いが
あることに注意します。

• サポートエージェントは、共有されたメッセージやスレッドを閲覧できません。メッセー
ジまたはスレッドのテキストを共有するときは、テキストを新規メッセージとして入力し
ます。

• メッセージの編集や削除を行っても、エージェントは元のメッセージを引き続き閲覧でき
ます。更新されたものを表示するには、新規メッセージをもう一度入力する必要がありま
す。

Example : ライブチャットセッション

以下は、2 つの Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスにおける接続上の問題を
修正する、サポートエージェントとのライブチャットセッションの例を示したものです。
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5. (オプション) ライブチャットを停止するには、[End chat] (チャットを終了) を選択します。サポート
エージェントがチャンネルを離脱し、AWS Support アプリはライブチャットの記録を停止します。こ
のサポートケースのケースコレスポンデンスに添付されたチャット履歴をご確認いただけます。

6. 問題が解決したら、ピン留めされたメッセージで [Resolve case] (ケースを解決する) をクリックする
か、/awssupport resolve を入力します。

Example : ライブチャットを終了する

次のピン留めされたメッセージは、Amazon EC2 インスタンスに関するケースの詳細を示していま
す。ピン留めされたメッセージは、Slack チャンネル名の下で確認できます。

Example : チャットチャネルでのコレスポンデンス通知

以下は、チャットが終了した後に別の共同編集者が更新を追加した場合に通知を受け取ったライブ
チャットチャンネルの例です。
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通知には、チャットのステータス (リクエスト済み、進行中、終了済み) 、およびコレスポンデンスが
エージェントによって追加されたのか別の共同作業者によって追加されたのかが示されます。Support 
アプリは、このチャットがリクエストされた元の Slack スレッドまたはチャンネルへのリンク設定も
試みます。このケースには、そのチャネル、またはこのケースにアクセスできる他のチャネルから返
信できます。

AWS Support とのライブチャットセッションに現在のチャンネルで参加するには

1. Slack アプリケーションで、AWS Support アプリケーションがチャットに使用する現在のチャンネ
ルのスレッドに移動します。ほとんどの場合、これはケースが最初に作成されたときに開始されたス
レッドになります。

2. サポートエージェントがチャンネルに参加すると、サポートケースについてチャットできます。サ
ポートエージェントがチャンネルに参加するまでは、エージェントはそのチャットのメッセージを閲
覧できず、チャットが終了すると、メッセージはケースコレスポンデンスに表示されません。

Note

チャットスレッド外でこのチャンネルに送信されたメッセージは、チャットがアクティブで
ある間でも、AWS Support には表示されません。
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3. (オプション) 他のチャンネルメンバーにタグを付けて、チャットスレッドで通知します。
4. サポートエージェントがチャットに参加すると、チャットチャンネルがアクティブになり、AWS 

Support アプリケーションがチャットを記録します。新しいチャットチャネルのオプションと同様
に、エージェントとサポートケースについてチャットしたり、添付ファイルをスレッドにアップロー
ドしたりできます。AWS Support アプリは、ファイルとチャットログをケースコレスポンデンスに自
動的に保存します。

5. (オプション) ライブチャットを停止するには、このスレッドの最初のメッセージで [チャットを終了] 
を選択します。サポートエージェントがチャンネルから退出し、AWS Support アプリケーションは
ライブチャットの記録を停止します。このサポートケースのケースコレスポンデンスに添付された
チャット履歴をご確認いただけます。

6. 問題が解決したら、このスレッドの最初のメッセージで [ケースの解決] を選択できます。
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Slack でのサポートケースの検索
Slack チャンネルでは、AWS アカウント のサポートケース、および同じチャンネルとワークスペー
スを設定している他のアカウントのサポートケースを検索できます。例えば、自分のアカウント 
(123456789012) と同僚のアカウント (111122223333) が AWS Support Center Console で同じワークス
ペースとチャンネルを設定している場合、AWS Support アプリケーションを使用して互いのサポートケー
スを検索することができます。

検索結果を絞り込むには、次のオプションを使用できます。

• アカウント ID
• ケース ID
• ケースのステータス
• 連絡用言語
• 日付範囲

Example : Slack でのケースの検索

次の例は、日付範囲、ケースステータス、および連絡用言語を指定して、単一のアカウントを [Filter 
options] (フィルターオプション) で検索する方法を示しています。

Slack でサポートケースを検索するには

1. Slack チャンネルで次のコマンドを入力します。
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/awssupport search
2. [I want to search for cases by:] (ケースを次の条件で検索する:) オプションで、次のいずれかを選択し

ます。

A. [Filter options] (フィルターオプション) – 次のオプションを使用してケースをフィルタリングできま
す。
• [AWS アカウント] – このリストは、チャンネルに複数のアカウントがある場合にのみ表示されま

す。
• [Date range] (日付範囲) – ケースが作成された日付です。
• [Case status] (ケースのステータス) – [All open cases] (すべてのオープンケース) や [Resolved]

(解決済み) など、現在のケースステータスです。
• [Case created in] (ケースの作成言語) – ケースの連絡先の言語です。

B. [Case ID] (ケース ID) – ケース ID を入力します。一度に入力できるケース ID は 1 つだけです。
チャネルに複数のアカウントがある場合は、AWS アカウント を選択してケースを検索します。

3. [検索] を選択します。検索結果は Slack に表示されます。

検索結果の使用
次の例では、1 つの AWS アカウント から 3 件のサポートケースが返されています。

検索結果を受け取ったら、次の手順を実行できます。

検索結果を使用するには

1. [Edit Search] (検索を編集) を選択して、以前のフィルターオプションまたはケース ID を変更します。
2. [Share to channel] (チャンネルに共有) を選択して、検索結果をチャンネルに共有できます。
3. ケースの詳細については、[See details] (詳細を表示) を選択します。[Show full message] (メッセージ

全体を表示) を選択すると、最新のコレスポンデンスの残りを表示できます。
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4. [Filter options] (フィルターオプション) で検索した場合、検索結果に複数のケースが返される場合があ
ります。[Next 5 results] (次の 5 つの結果) または [Previous 5 results] (前の 5 つの結果) を選択して、
次または前の 5 つのケースを表示します。

Example : サポートケースを解決する

次の例は、[See details] (詳細を表示) を選択した後に、アカウントと請求に関する問題を解決したサポー
トケースを示しています。

Slack でのサポートケースの解決
サポートケースが不要になったときや、問題が修正されたときは、Slack で直接サポートケースを解決で
きます。これにより、AWS Support Center Console でもケースが解決されます。解決したケースは、後で
再オープンできます。

Slack でサポートケースを解決するには

1. Slack チャンネルで、サポートケースを表示します。「Slack でのサポートケースの検索 (p. 187)」
を参照してください。

2. ケースの [See details] (詳細を表示) を選択します。
3. [Resolve case] (ケースを解決) を選択します。
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4. [Resolve case] (ケースを解決) ダイアログボックスで、[Resolve case] (ケースを解決) を選択しま
す。Slack チャンネルまたはサポートセンターのコンソールから、ケースを再オープンできます。

Slack でのサポートケースの再オープン
サポートケースを解決すると、Slack からケースを再オープンできます。

Slack でサポートケースを再オープンするには

1. Slack で再オープンするサポートケースを見つけます。「Slack でのサポートケースの検
索 (p. 187)」を参照してください。

2. [See Details] (詳細を表示) を選択します。
3. [Reopen case] (ケースを再度開く) を選択します。
4. [Reopen case] (ケースを再オープンする) ダイアログボックスの [Message] (メッセージ) フィールド

に、問題の簡単な説明を入力します。
5. [Next] (次へ) をクリックします。
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6. (オプション) 追加の連絡先を入力します。
7. [Review] (レビュー) を選択します。
8. ケースの詳細を確認し、[Submit message] (メッセージを送信) を選択します。ケースが再オープンし

ます。サポートエージェントとの新しいライブチャットをリクエストすると、Slack は、以前のライ
ブチャットで使用されたのと同じチャットチャンネルまたはスレッドを使用します。新しいチャンネ
ルで初めてライブチャットをリクエストした場合は、新しいチャットチャンネルが開きます。現在の
チャンネルで初めてライブチャットをリクエストした場合は、現在のチャンネル内のスレッドが使用
されます。

サービスクォータの引き上げリクエスト
Slack チャンネルからアカウントのサービスクォータの引き上げをリクエストできます。

サービスクォータの引き上げをリクエストする

1. Slack チャンネルで次のコマンドを入力します。

/awssupport quota
2. [Increase service quota] (サービスクォータを引き上げる) ダイアログボックスに次の情報を入力しま

す。

a. [AWS アカウント] を選択します。
b. [AWS リージョン] を選択します。
c. [Service Name] (サービス名) を選択します。
d. [Quota name] (クォータ名) を選択します。
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e. クォータ引き上げの [Requested value] (リクエスト値) を入力します。必ず、デフォルトのクォー
タよりも大きい値を入力します。

3. [Submit] (送信) を選択します。

Example : Alexa for Business のクォータ引き上げ

自分が行ったリクエストは、Service Quotas コンソールからも確認できます。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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AWS Support アプリからの Slack チャンネル設定
の削除

チャンネル設定は、不要な場合、AWS Support アプリから削除できます。このアクションは、AWS 
Support アプリと AWS Support Center Console からのみチャンネルを削除します。Slack からは削除しま
せん。

AWS アカウント にはチャンネルを 20 件まで追加できます。既にこのクォータに達している場合は、新た
に追加する前にチャンネルを削除する必要があります。

Slack チャンネル設定を削除するには

1. サポートセンターコンソールにサインインし、[Slack configuration] (Slack の設定) を選択します。
2. [Slack configuration] (Slack の設定) ページの [Channels] (チャンネル) で、チャンネル名を選択

し、[Delete] (削除) を選択します。
3. [Delete channel name] (チャンネル名を削除) ダイアログボックスで、[Delete] (削除) を選択します。

後ほど再度、AWS Support アプリにこのチャンネルを追加できます。

AWS Support アプリからの Slack ワークスペース
設定の削除

ワークスペース設定は、不要な場合、AWS Support アプリから削除できます。このアクションによ
り、AWS Support アプリと AWS Support Center Console からのみワークスペースが削除されます。Slack 
からは削除されません。

AWS アカウント にはワークスペースを 5 つまで追加できます。既にこのクォータに達している場合は、
新たに追加する前に Slack ワークスペースを削除する必要があります。

Note

このワークスペースのチャンネルを AWS Support アプリに追加した場合、ワークスペースを削除
する前に、これらのチャンネルを削除する必要があります。「AWS Support アプリからの Slack 
チャンネル設定の削除 (p. 193)」を参照してください。

Slack ワークスペース設定を削除するには

1. AWS Support Center Console にサインインし、[Slack configuration] (Slack の設定) を選択します。
2. [Slack configuration] (Slack の設定) ページの [Slack workspaces] (Slack ワークスペース) で、[Delete 

a workspace] (ワークスペースを削除) を選択します。
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3. [Delete Slack workspace] (Slack ワークスペースを削除) ダイアログボックスで、Slack ワークスペー
ス名を選択し、[Delete] (削除) を選択します。後ほど、AWS アカウント に再度ワークスペースを追加
できます。

Slack での AWS Support アプリのコマンド
Slack チャンネルコマンド
AWS Support アプリを招待した Slack チャンネルには、次のコマンドを入力できます。この Slack チャン
ネル名は、AWS Support Center Console に、設定済みのチャンネルとしても表示されます。

/awssupport create、または /awssupport create-case

サポートケースを作成します。
/awssupport search、または /awssupport search-case

ケースを検索します。同じ Slack チャンネル用の AWS Support アプリを設定した AWS アカウント 
のサポートケースを検索できます。

/awssupport quota、または /awssupport service-quota-increase

サービスクォータの引き上げをリクエストします。

ライブチャットチャンネルコマンド
ライブチャットチャンネルでは、次のコマンドを入力できます。これは、ユーザーが AWS Support との
チャットに新しいチャンネルを選択した場合、AWS Support アプリケーションが自動的に作成するチャ
ンネルです。チャットチャンネルには、awscase-1234567890 のようなサポートケース ID が含まれま
す。
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を AWS Support Center Console に表示する

Note

次のコマンドは、現在のチャンネルのスレッドをライブチャットに使用する場合には使用できま
せん。代わりに、最初のスレッドメッセージに添付されているボタンを使用して、チャットを終
了したり、新しいエージェントを招待したり、ケースを解決したりします。

/awssupport endchat

サポートエージェントを削除し、ライブチャットセッションを終了します。
/awssupport invite

新しいサポートエージェントをこのチャンネルに招待します。
/awssupport resolve

このサポートケースを解決します。

AWS Support アプリのコレスポンデンスを AWS 
Support Center Console に表示する

Slack チャンネルでアカウントのサポートケースを作成、更新、解決するときは、サポートセンターコン
ソールにサインインしてケースを表示することもできます。ケースコレスポンデンスを表示して、ケース
が Slack チャンネルで更新されたかどうかを確認したり、サポートエージェントとのチャット履歴を表示
したり、Slack からアップロードした添付ファイルを見つけたりできます。

Slack からのケースコレスポンデンスを表示するには

1. アカウントの AWS Support Center Console にサインインします。
2. サポートケースを選択します。
3. [Correspondence] (履歴) では、Slack チャンネルでケースが作成され、更新されたかどうかを確認で

きます。

Example : サポートケース

次のスクリーンショットでは、Jane Doe が Slack でサポートケースを再オープンしました。このコレスポ
ンデンスは、サポートセンターコンソールのサポートケースに表示されます。

Slack リソースでの AWS CloudFormation を使った 
AWS Support アプリの作成

Slack での AWS Support アプリには、AWS CloudFormation リソースのモデル化と設定を支援し、リソー
スとインフラストラクチャの作成および管理に要する時間を短縮するサービス「AWS」が統合されていま
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す。必要なすべての AWS リソース (AccountAlias や SlackChannelConfiguration など) を説明するテンプ
レートを作成すれば、AWS CloudFormation がお客様に代わってこれらのリソースのプロビジョニングや
設定を処理します。

AWS CloudFormation を使用すると、テンプレートを再利用して AWS Support アプリ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だけで、同じリソースを複数の AWS アカ
ウント とリージョンで何度でもプロビジョニングできます。

AWS Support アプリと AWS CloudFormation テンプ
レート
AWS Support アプリおよび関連サービスのリソースをプロビジョニングして設定するには、AWS 
CloudFormation テンプレートについて理解しておく必要があります。テンプレートは、JSONまたは
YAMLでフォーマットされたテキストファイルです。これらのテンプレートには、AWS CloudFormation 
スタックにプロビジョニングしたいリソースを記述します。JSONやYAMLに不慣れな方は、AWS 
CloudFormation Designerを使えば、 AWS CloudFormation テンプレートを使いこなすことができます。詳
細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation Designer とは」を参
照してください。

AWS Support アプリは、AWS CloudFormation での AccountAlias と SlackChannelConfiguration の作成を
サポートします。AccountAlias と SlackChannelConfiguration リソース向けの JSON および YAML テンプ
レートの例を含む詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS Support アプリ
ケーションのリソースタイプのリファレンス」を参照してください。

組織用の Slack 設定リソースを作成する
CloudFormation テンプレートを使用して、AWS Support アプリケーションに必要なリソースを作成でき
ます。組織の管理者アカウントである場合は、AWS Organizations でテンプレートを使用して、メンバー
アカウント用にこれらのリソースを作成できます。

例えば、テンプレートを使用して組織内のすべてのアカウントに同じ Slack ワークスペース設定を作成
し、別のテンプレートを使用して特定の AWS アカウント または組織単位 (OU) に異なる Slack チャンネ
ル設定を作成することができます。テンプレートを使用して Slack ワークスペース設定を作成して、メン
バーアカウントが AWS アカウント の必要な Slack チャンネルを設定できるようにすることもできます。

CloudFormation テンプレートを使用するかどうかを選択できます。CloudFormation テンプレートを使用
しない場合は、手動で次の手順を実行できます。

• AWS Support Center Console で AWS Support アプリケーションを作成します。
• AWS Support でサポートケースを作成して複数のアカウントを承認し (p. 171)、AWS Support アプリ

ケーションを使用できるようにします。
• RegisterSlackWorkspaceForOrganization API 操作を呼び出して、アカウントの Slack ワークスペースを

登録します。CloudFormation スタックはユーザーに代わってこの API オペレーションを呼び出します。

次の手順に従って、組織で CloudFormation テンプレートをアップロードします。[AWS Support アプリ
ケーションのリソースタイプのリファレンス] ページで、テンプレートのサンプルを使用できます。

テンプレートは、CloudFormation が次のリソースを作成するよう指示します。

• Slack チャンネル設定。
• Slack ワークスペース設定。
• AWSSupportSlackAppCFNRole 名を持つ IAM ロール。AWSSupportAppFullAccess AWS 管理ポリ

シーがアタッチされています。

目次
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• Slack 向けの CloudFormation テンプレートを更新する (p. 197)
• 管理者アカウント用のスタックを作成する (p. 197)
• 組織のスタックセットを作成する (p. 198)

Slack 向けの CloudFormation テンプレートを更新する
まず、以下のテンプレートを使用してスタックを作成します。テンプレートは Slack のワークスペースと
チャンネルの有効な値に置き換える必要があります。

Note

テンプレートを使用して組織の AccountAlias リソースを作成することはお勧めしませ
ん。AccountAlias リソースは、AWS Support アプリケーション内の AWS アカウント を一意に
識別します。メンバーアカウントは、サポートセンターコンソールにアカウント名を入力できま
す。詳細については、「Slack ワークスペースを承認する (p. 169)」を参照してください。

Slack 向けの CloudFormation テンプレートを更新するには

1. 組織の管理者アカウントである場合は、メンバーアカウントが CloudFormation を使用してリソース
を作成できるようにするため、アカウントの Slack ワークスペースを手動で承認する必要がありま
す。まだの場合は、「Slack ワークスペースを承認する (p. 169)」を参照してください。

2. [AWS Support アプリケーションのリソースタイプのリファレンス]ページから、希望するリソース向
けの JSON テンプレートまたは YAML テンプレートをコピーします。

3. テキストエディタで、テンプレートを新しいファイルに貼り付けます。
4. テンプレートで、必要なパラメータを指定します。少なくとも、以下のフィールドの値を置き換えて

ください。

• Slack ワークスペース ID を使用した TeamId
• Slack チャンネル ID を使用した ChannelId
• Slack チャンネル設定を識別する名前付き ChannelName

Tip

ワークスペースとチャンネル ID を確認するには、ブラウザで Slack チャンネルを開きま
す。URL は、ワークスペース ID が最初の識別子で、チャンネル ID が 2 番目の識別子です。
例えば、https://app.slack.com/client/T012ABCDEFG/C01234A5BCD では、T012ABCDEFG 
がワークスペース ID で、C01234A5BCD がチャンネル ID です。

5. ファイルを JSON または YAML ファイルとして保存します。

管理者アカウント用のスタックを作成する
次に、組織の管理者アカウント用のスタックを作成する必要があります。この手順では、ユーザーに代
わって RegisterSlackWorkspaceForOrganization API 操作が呼び出され、Slack でワークスペースが承認さ
れます。

Note

前の手順で更新した Slack ワークスペース設定テンプレートを管理者アカウント用にアップロー
ドすることをお勧めします。AWS Support アプリケーションを使用するように管理者アカウント
を設定していない場合は、Slack のチャンネル設定テンプレートをアップロードする必要はあり
ません。

管理者アカウント用のスタックを作成するには

1. 組織の管理者アカウントとして AWS Management Console にサインインします。
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2. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
3. [Region selector] (リージョンセレクタ) で次の AWS リージョン のいずれかを選択します (まだ選択し

ていない場合)。

• 欧州 (アイルランド)
• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (オレゴン)

4. 手順に従って、スタックを作成します。詳細については、「AWS CloudFormation コンソールでのス
タックの作成」を参照してください。

CloudFormation が正常にスタックを作成したら、同じテンプレートを使用して組織向けのスタック
セットを作成できます。

組織のスタックセットを作成する
次に、同じテンプレートを Slack ワークスペース設定に使用して、service-managed アクセス許可の
あるスタックセットを作成します。スタックセットを使用して組織全体のスタックを作成することも、必
要な OU を指定することもできます。詳細については、「スタックセットを作成する」を参照してくださ
い。

この手順では、ユーザーに代わって RegisterSlackWorkspaceForOrganization API 操作も呼び出します。
この API 操作では、メンバーアカウントの Slack を使用してワークスペースを承認されます。

組織のスタックセットを作成するには

1. 組織の管理者アカウントとして AWS Management Console にサインインします。
2. AWS CloudFormation コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudformation) を開きます。
3. [Region selector] (リージョンセレクタ) で、前の手順で使用したものと同じ AWS リージョン を選択

します (まだ選択していない場合)。
4. ナビゲーションペインから [StackSets] を選択します。
5. [Create StackSet] (StackSet の作成) を選択します。
6. [Choose a template] (テンプレートの選択) ページで、以下のオプションはデフォルトのままにしま

す。

• [Permissions] (アクセス許可) で、[Service-managed permissions] (サービスマネージド型のアクセ
ス許可) を選択します。

• [Prerequisite - Prepare template] (前提条件 - テンプレートの準備) で、[Template is ready] (テンプ
レートの準備完了) を受け入れます。

7. [Specify template] (テンプレートの指定) で、[Upload a template file] (テンプレートファイルのアップ
ロード) を選択し、[Choose file] (ファイルの選択) を選択します。

8. ファイルを選択してから、[Next] (次へ) を選択します。
9. [Specify StackSet details] (StackSet の詳細を指定) ページで、スタック名 (support-app-slack-

workspace など) を入力してから [Next] (次へ) を選択します。
10. [Configure StackSet options] (StackSet オプションを設定) ページで、デフォルトオプションを受け入

れてから [Next] (次へ) を選択します。
11. [Set deployment options] (デプロイオプションの設定) ページの [Add stacks to stack set] (スタックを

スタックセットに追加) では、デフォルトの [Deploy new stacks] (新しいスタックをデプロイ) オプ
ションを受け入れます。

12. [Deployment targets] (デプロイターゲット) では、組織全体のスタックを作成するか、特定の OU のス
タックを作成するかを選択します。OU を選択した場合は、OU ID を入力します。

13. [Specify regions] (リージョンを指定) には、次の AWS リージョン のいずれかだけを入力します。

• 欧州 (アイルランド)
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• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (オレゴン)

注記:

• ワークフローを効率化するには、手順 3 で選択したものと同じ AWS リージョン を使用す
ることをお勧めします。

• 複数の AWS リージョン を選択すると、スタックの作成時に競合が発生する可能性があり
ます。

14. [Deployment options] (デプロイオプション) の [Failure tolerance - optional] (障害耐性 - オプション) 
に、CloudFormation がオペレーションを停止するまでにスタックに障害が発生する可能性のあるア
カウントの数を入力します。追加するアカウントの数から 1 を引いた数を入力することをお勧めし
ます。例えば、指定した OU にメンバーアカウントが 10 個ある場合は、「9」と入力します。つま
り、CloudFormation がオペレーションを 9 回失敗しても、少なくとも 1 つのアカウントは成功するこ
とになります。

15. [Next] (次へ) をクリックします。
16. [Review] (確認) ページで選択内容を確認し、[Submit] (送信) を選択します。[Stack Instances] (スタッ

クインスタンス) タブでスタックのステータスをチェックできます。
17. (オプション) Slack チャンネル設定のテンプレートをアップロードするには、この手順を繰り返しま

す。サンプルテンプレートでは、IAM ロールの作成と AWS マネージドポリシーのアタッチも行いま
す。このロールには、お客様に代わって他のサービスにアクセスするために必要なアクセス許可があ
ります。詳細については、「AWS Support アプリへのアクセスの管理 (p. 165)」を参照してくださ
い。

Slack チャンネル設定を作成するスタックセットを作成しない場合、メンバーアカウントは Slack 
チャンネルを手動で設定できます。詳細については、「Slack チャンネルの設定 (p. 171)」を参照し
てください。

CloudFormation がスタックを作成すると、各メンバーアカウントはサポートセンターコンソールにサイン
インし、設定した Slack ワークスペースとチャンネルを見つけることができます。その後、AWS アカウン
ト で AWS Support アプリケーションを使用できるようになります。「Slack チャンネルでのサポートケー
スの作成 (p. 175)」を参照してください。

Tip

新しいテンプレートをアップロードする必要がある場合は、以前に指定したものと同じ AWS 
リージョン を使用することをお勧めします。

CloudFormation の詳細はこちら
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

Terraform を使用して AWS Support アプリケーション
のリソースを作成する
Terraform を使用して AWS アカウント 向けの AWS Support アプリケーションのリソースを作成するこ
ともできます。Terraform は、クラウドアプリケーションに使用できるコードとしてのインフラストラク
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プリケーションのリソースを作成する

チャツールです。CloudFormation スタックをアカウントにデプロイする代わりに、Terraform を使用して 
AWS Support アプリケーションリソースを作成できます。

Terraform をインストールしたら、必要な AWS Support アプリケーションリソースを指定できま
す。Terraform は、RegisterSlackWorkspaceForOrganization API 操作を呼び出し、ユーザーに代わって 
Slack ワークスペースを登録してリソースを作成します。その後、サポートセンターコンソールにログイ
ンして、設定した Slack のワークスペースとチャンネルを見つけることができます。

メモ

• 組織の管理者アカウントである場合は、メンバーアカウントがリソースの作成に Terraform を
使用できるよう、アカウントの Slack ワークスペースを手動で承認する必要があります。まだ
の場合は、「Slack ワークスペースを承認する (p. 169)」を参照してください。

• CloudFormation スタックセットとは異なり、Terraform を使用して組織内の OU 向けの AWS 
Support アプリケーションリソースを作成することはできません。

• これらのアップデートのイベント履歴は、AWS CloudTrail の Terraform からも確認でき
ます。これらのイベントの eventSource は cloudcontrolapi.amazonaws.com と
supportapp.amazonaws.com になります。詳細については、「AWS CloudTrail を使用した 
Slack での AWS Support アプリ API コールのログ記録 (p. 317)」を参照してください。

詳細
Terraform の詳細については、以下のトピックを参照してください。

• Terraform のインストール
• Terraform のチュートリアル: AWS 向けのインフラストラクチャを構築する
• awscc_support_app_account_alias
• awscc_supportapp_slack_workspace_configuration
• awscc_supportapp_slack_channel_configuration
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AWS Support でのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。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 Support に適用するコンプライアンスプログラムの詳細については、
「コンプライアンスプログラムによる AWS 」を参照してください。

• 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 Support 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。次のトピックでは、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 AWS Support 
を設定する方法を示します。AWS Support リソースのモニタリングやセキュリティ確保に役立つ他の 
Amazon Web Services の使用方法についても説明します。

トピック
• AWS Support でのデータ保護 (p. 201)
• AWS Support ケースのセキュリティ (p. 202)
• AWS Support のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 202)
• インシデントへの対応 (p. 251)
• AWS Support と AWS Trusted Advisor でのログ記録とモニタリング (p. 251)
• AWS Support のコンプライアンス検証 (p. 252)
• AWS Support での耐障害性 (p. 253)
• AWS Support 内のインフラストラクチャセキュリティ (p. 253)
• AWS Support での設定と脆弱性の分析 (p. 253)

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

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

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されます。
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• 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。

お客様の E メールアドレスなどの極秘または機密情報は、タグ、または名前フィールドなどの自由形式の
テキストフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、また
は AWS SDK で AWS Support または他の AWS のサービス を使用する場合も同様です。タグ、または名
前に使用される自由形式のテキストフィールドに入力されるデータは、請求または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。

AWS Support ケースのセキュリティ
サポートケースを作成する際に含める情報は、お客様が所有します。AWS は、お客様の許可なくお客様の 
AWS アカウント データにアクセスしません。また、AWS は、お客様の情報を第三者に共有することもあ
りません。

サポートケースを作成するときは、以下の点にご注意ください。

• AWS Support は、お客様に代わって問題をトラブルシューティングする他の AWS のサービス を呼び出
す際に、AWSServiceRoleForSupport サービスにリンクされたロールで定義されたアクセス許可を
使用します。詳細については、「AWS Support のサービスにリンクされたロールの使用」および「AWS 
マネージドポリシー: AWSSupportServiceRolePolicy」を参照してください。

• AWS アカウント で発生した AWS Support への API コールを表示できます。例えば、アカウント内の
誰かがサポートケースを作成または解決したときにログ情報を表示できます。詳細については、「AWS 
CloudTrail による AWS Support API 呼び出しのログ記録」を参照してください。

• AWS Support API を使用して DescribeCases API を呼び出せます。この API は、ケース ID、作成日
と解決日、サポートエージェントとのコレスポンデンスといったサポートケース情報を返します。ケー
スの詳細は、ケースを作成してから最大 12 か月間、表示できます。詳細については、「AWS Support 
API リファレンス」の「DescribeCases」を参照してください。

• サポートケースは、AWS Support のコンプライアンス検証に従います。
• サポートケースが作成されたとき、AWS はユーザーのアカウントにアクセスできません。必要に応じ

て、サポートエージェントが画面共有ツールを使ってユーザーの画面をリモートで表示し、問題の特定
とトラブルシューティングを行います。このツールは表示専用です。AWS Support は、画面共有のセッ
ション中にユーザーに代わって操作することはできません。サポートエージェントと画面を共有すると
きは、ユーザーに同意していただく必要があります。詳細については、「AWS Support のよくある質
問」を参照してください。

• アカウントに必要なサポートを受けるために、AWS Support プランを変更することができます。詳細に
ついては、「AWS Support プラン比較」および「AWS Support プランの変更」を参照してください。

AWS Support 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 AWS Support リ
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ソースの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、無料で使用できる AWS の
サービスです。

トピック
• 対象者 (p. 203)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 203)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 205)
• AWS Support と IAM の連携について (p. 207)
• AWS Support アイデンティティベースポリシーの例 (p. 208)
• サービスリンクロールの使用 (p. 210)
• AWS 用の管理ポリシーAWS Support (p. 215)
• AWS Support センターへのアクセスを管理する (p. 237)
• AWS Support プランへのアクセスの管理 (p. 239)
• AWS Trusted Advisor へのアクセスを管理する (p. 242)
• AWS Support 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. 249)

対象者
AWS Identity and Access Management (IAM) の用途は、AWS Support で行う作業によって異なります。

サービスユーザー - AWS Support サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセス許可と認
証情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの AWS Support 機能を使用するとき、追
加のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者から適切な許
可をリクエストするのに役に立ちます。AWS Support の特徴にアクセスできない場合は、「AWS Support 
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. 249)」を参照してください。

サービス管理者 - 社内の AWS Support リソースを担当している場合は、通常、AWS Support 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 AWS Support 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 
AWS Support で IAM を利用する方法の詳細については、AWS Support と IAM の連携について (p. 207)
をご参照ください。

IAM 管理者 - 管理者は、AWS Support 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 AWS Support アイデンティティベースのポリシーの例を表示する
には、AWS Support アイデンティティベースポリシーの例 (p. 208) を参照してください。

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

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
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。
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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
の推奨される方法の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセ
ス」を参照してください。

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

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

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する 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
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 
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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 Support 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
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。
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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。

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

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

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

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

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
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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 Support と IAM の連携について
AWS Support へのアクセスを管理するために IAM を使用する前に、AWS Support でどの IAM特徴が使用
できるかを理解しておく必要があります。AWS Support およびその他の AWS のサービスが IAM 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」 をご参照くだ
さい。

IAM を使用して AWS Support のアクセスを管理する方法については、「AWS Support のアクセスを管
理」を参照してください。

トピック
• AWS Support アイデンティティベースのポリシー (p. 207)
• AWS Support IAM ロール (p. 208)

AWS Support アイデンティティベースのポリシー
IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否されたアクションやリソースを指定でき、
さらにアクションが許可または拒否された条件を指定できます。AWS Support は、特定のアクションをサ
ポートします。JSON ポリシーで使用する要素については、IAM ユーザーガイド の「IAM JSON ポリシー
要素のリファレンス」を参照してください。

アクション

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

JSON ポリシーの Action 要素には、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アクセス許可を付与するポリシーで
使用されます。

AWS Supportのポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックス を使用します:
support:。たとえば、 Amazon EC2 RunInstances API オペレーションで Amazon EC2 インスタンス
を実行するためのアクセス許可をユーザーに付与するには、ポリシーに ec2:RunInstances アクション
を含めます。ポリシーステートメントには、Action 要素または NotAction 要素のいずれかを含める必
要があります。 AWS Support は、このサービスで実行できるタスクを説明する独自の一連のアクションを
定義します。

単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "ec2:action1", 
      "ec2:action2"

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、Describe 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": "ec2:Describe*"
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AWS Support アクションのリストを表示するには、IAM ユーザーガイドのAWS Support によって定義さ
れたアクションを参照してください。

例

AWS Support アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、AWS Support アイデンティティ
ベースポリシーの例 (p. 208)を参照してください。

AWS Support IAM ロール
IAM ロールは AWS アカウント内のエンティティで、特定の許可を持っています。

AWS Support でのテンポラリ認証情報の使用

一時的な認証情報を使用して、フェデレーションでサインイン、IAM ロールを引き受ける、または
クロスアカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報を取得するに
は、AssumeRole または GetFederationToken などの AWS STS API オペレーションを呼び出します。

AWS Support では、一時認証情報の使用をサポートしています。

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 サービスが他のサービスのリソースにアクセスして自動的にア
クションを完了することを許可します。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、
サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できます
が、編集することはできません。

AWS Support はサービスにリンクされたロールをサポートします。AWS Support サービスにリンクさ
れたロールの作成または管理の詳細については、「AWS Support のサービスにリンクされたロールの使
用 (p. 210)」を参照してください。

サービスロール

この機能により、ユーザーに代わってサービスがサービスロールを引き受けることが許可されます。この
ロールにより、サービスがユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了
することが許可されます。サービスロールは、IAM アカウントに表示され、アカウントによって所有され
ます。つまり、IAM 管理者が、このロールの許可を変更することができます。ただし、これを行うことに
より、サービスの機能が損なわれる場合があります。

AWS Support はサービスロールをサポートします。

AWS Support アイデンティティベースポリシーの例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、AWS Support リソースを作成または変更するアクセス
許可はありません。また、AWS Management Console や AWS CLI、AWS API を使用してタスクを実行す
ることもできません。IAM 管理者は、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API オペ
レーションを実行する許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続い
て、管理者はそれらの許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーを添付します。

これらの JSON ポリシードキュメント例を使用して IAM のアイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、IAM ユーザーガイドの「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 209)
• AWS Support コンソールを使用する (p. 209)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 209)
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ポリシーのベストプラクティス
アイデンティティベースのポリシーは非常に強力です。アカウント内で、AWS Support リソースを作成、
アクセス、または削除できるかどうかを決定します。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 管理ポリシーの使用をスタートする - AWS Support の使用をすばやくスタートするには、AWS 管
理ポリシーを使用して、従業員に必要なアクセス許可を付与します。これらのポリシーはアカウントで
すでに有効になっており、AWS によって管理および更新されています 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を使用した許可の使用スタート」を参照してください。

• 最小特権を付与する - カスタムポリシーを作成するときは、タスクを実行するために必要なアクセス許
可のみを付与します。最小限の許可からスタートし、必要に応じて追加の許可を付与します。この方
法は、寛容過ぎる許可から始めて、後から厳しくしようとするよりも安全です。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「最小特権を認める」を参照してください。

• 機密性の高いオペレーションに MFA を有効にする - 追加セキュリティとして、機密性の高リソースまた
は API オペレーションにアクセスするために IAM ユーザーに対して、多要素認証 (MFA) の使用を要求
します。詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS での多要素認証 (MFA) の使用」を参照してく
ださい。

• 追加セキュリティに対するポリシー条件を使用する - 実行可能な範囲内で、アイデンティティベースの
ポリシーがリソースにアクセスできる条件を定義します。例えば、あるリクエストの送信が許可される 
IP アドレスの範囲を指定するための条件を記述できます。指定された日付または時間範囲内でのみリ
クエストを許可する条件を書くことも、SSL や MFA の使用を要求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 ポリシー要素: 条件」を参照してください。

AWS Support コンソールを使用する
AWS Support コンソールにアクセスするには、最小限の許可が必要です。これらの許可により、AWS ア
カウントの AWS Support リソースに関する詳細を一覧表示および表示できるようにする必要があります。
最小限必要なアクセス許可よりも制限されたアイデンティティベースポリシーを作成すると、そのポリ
シーをアタッチしたエンティティ (IAM ユーザーまたはロール) に対してはコンソールが意図したとおりに
機能しません。

これらのエンティティが AWS Support コンソールを使用できるように、エンティティに次の AWS 管理ポ
リシーもアタッチします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ユーザーへの許可の追加」を参照し
てください。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、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。

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
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                "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": "*" 
        } 
    ]
}

サービスリンクロールの使用
AWS Support と AWS Trusted Advisor 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、AWS Support および Trusted Advisor に
直接リンクされた一意の IAM ロールです。いずれの場合も、サービスに関連付けられたロールは事前定
義されたロールです。このロールには、AWS Support または Trusted Advisor がユーザーに代わって他の 
AWS サービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可が含まれます。次のトピックでは、サービス
にリンクされたロールの役割および AWS Support と Trusted Advisor での操作方法について解説します。

トピック
• AWS Support のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 210)
• Trusted Advisor のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 212)

AWS Support のサービスにリンクされたロールの使用
AWS Support ツールは API コールを使用してご使用の AWS リソースに関する情報を収集し、カスタマー
サービスやテクニカルサポートを提供します。サポートアクティビティの透明性と監査可能性を高めるた
め、AWS Support では AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールが使
用されます。

AWSServiceRoleForSupport サービスにリンクされたロールは、AWS Support に直接リンクされた一
意の IAM ロールです。このサービスにリンクされたロールは事前定義済みであり、AWS Support がユー
ザーに代わって他の AWS のサービスを呼び出すために必要なアクセス許可が含まれています。

AWSServiceRoleForSupport 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
support.amazonaws.com のサービスを信頼します。

これらのサービスを提供するために、ロールの事前定義済みアクセス権限によって、AWS Support に対
し、リソースメタデータ (お客様のデータではなく) にアクセスする権限が付与されます。このロールを引
き受けることができるのは、AWS アカウント内に存在する AWS Support ツールのみです。

お客様データを含む可能性のあるフィールドを修正します。例えば、AWS Step Functions API コールの
GetExecutionHistory の Input および Output フィールドは、AWS Support からは見えません。AWS 
KMS keys を使用して機密フィールドを暗号化します。これらのフィールドは API レスポンスでマスキン
グされます。AWS Support エージェントには表示されません。
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Note

AWS Trusted Advisor では、個別の IAM サービスにリンクされたロールを使用して、アカウント
の AWS リソースにアクセスし、ベストプラクティスのレコメンデーションやチェックを提供し
ます。詳細については、「Trusted Advisor のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 212)」
を参照してください。

AWSServiceRoleForSupport サービスにリンクされたロールを使用すると、すべての AWS Support 
API コールが AWS CloudTrail を介してお客様に表示されます。これにより、AWS Support がお客様に代
わって実行するアクションを理解する透明性の高い方法が提供されることで、要件のモニタリングおよび
監査に役立ちます。CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

AWS Support のサービスにリンクされたロールの許可
このロールではAWSSupportServiceRolePolicy AWSマネージドポリシーを使用します。このマネー
ジドポリシーがロールにアタッチされ、ユーザーに代わってがアクションを完了するためのアクセス許可
がロールに付与されます。

これらのアクションには以下が含まれます。

• 請求、管理、サポート、およびその他のカスタマーサービス – AWS カスタマーサービスは、マネージド
ポリシーによって付与されたアクセス許可を使用して、お客様のサポートプランの一部としてさまざま
なサービスを実行します。アカウントと請求に関するご質問に対する調査および回答、アカウントの管
理サポートの提供、サービスクォータの緩和、その他のカスタマーサポートの提供などがあります。

• AWS アカウントのサービス属性と使用状況データの処理 – AWS Support は、マネージドポリシーに
よって付与されたアクセス許可を使用して、お客様の AWS アカウントのサービス属性と使用状況デー
タにアクセスすることがあります。このポリシーでは、AWS Support がお客様のアカウントに請求、管
理、技術サポートを提供することを許可します。サービス属性には、お客様のアカウントのリソース識
別子、メタデータタグ、ロール、アクセス権限が含まれます。使用状況データには、試用ポリシー、使
用統計、および分析が含まれます。

• アカウントとそのリソースのオペレーション状態の維持 - AWS Support は自動化されたツールを使用し
て、オペレーションサポートおよびテクニカルサポートに関連するアクションを実行します。

許可されたサービスとアクションの詳細については、IAM コンソールのAWSSupportServiceRolePolicy ポ
リシーを参照してください。

Note

AWS Support は、AWSSupportServiceRolePolicy ポリシーを 1 か月に 1 回自動的に更新し
て、新しい AWS サービスとアクションのアクセス許可を追加します。

詳細については、「AWS 用の管理ポリシーAWS Support (p. 215)」を参照してください。

AWS Support のサービスにリンクされたロールの作成
AWSServiceRoleForSupport ロールを手動で作成する必要はありません。AWS アカウントを作成する
と、このロールが自動的に作成および設定されます。

Important

サービスにリンクされたロールのサポートが開始されるより以前に AWS Support を使用してい
た場合は、AWS によって AWSServiceRoleForSupport ロールがアカウントに作成されていま
す。詳細については、「IAM アカウントに新しいロールが表示される」を参照してください。

AWS Support のサービスにリンクされたロールの編集と削除
AWSServiceRoleForSupport サービスにリンクされたロールの説明は、IAM を使用して編集できま
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。
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AWSServiceRoleForSupport ロールは、AWS Support がお客様のアカウントの管理、オペレーショ
ン、技術的なサポートを提供するために必要です。従って、このロールは IAM コンソール、API、または 
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して削除することはできません。これにより、サポート
の各サービスを管理するのに必要なアクセス権限を誤って削除することがなくなり、AWS アカウントが保
護されます。

AWSServiceRoleForSupport ロールまたはそのユーザーの詳細については、AWS Support にお問い合
わせください。

Trusted Advisor のサービスにリンクされたロールの使用
AWS Trusted Advisor 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、AWS Trusted Advisor に直接リンクされた一意の IAM ロー
ルです。サービスにリンクされたロールは Trusted Advisor によって事前に定義され、ユーザーの代理で
他の AWS のサービスを呼び出すすべてのアクセス許可を含みます。Trusted Advisor は、このロールを使
用して AWS 全体にわたる使用状況をチェックし、AWS 環境を向上させるためのレコメンデーションを提
供します。例えば、Trusted Advisor はコストの削減、パフォーマンスの向上、障害耐性の向上、およびセ
キュリティの向上を推進するために Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)インスタンスの使用状
況を分析します。

Note

AWS Support は個別の IAM サービスにリンクされたロールを使用してアカウントのリソースに
アクセスし、請求サービス、管理サービス、サポートサービスを提供します。詳細については、
「AWS Support のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 210)」を参照してください。

サービスにリンクされたロールをサポートするその他のサービスの詳細については、「IAM と連携する 
AWS のサービス」を参照してください。サービスにリンクされたロール列が「はい」になっているサービ
スを見つけます。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。

トピック
• Trusted Advisor のサービスにリンクされたロールの許可 (p. 212)
• サービスにリンクされたロールのアクセス許可の管理 (p. 213)
• Trusted Advisor のサービスにリンクされたロールの作成 (p. 214)
• Trusted Advisor のサービスにリンクされたロールの編集 (p. 214)
• Trusted Advisor のサービスにリンクされたロールの削除 (p. 214)

Trusted Advisor のサービスにリンクされたロールの許可

Trusted Advisor は 2 つのサービスにリンクされたロールを使用します。

• AWSServiceRoleForTrustedAdvisor — このロールは Trusted Advisor サービスを信頼して、ロールが
ユーザーの代理として AWS のサービスにアクセスするロールを継承します。ロールのアクセス許可ポ
リシーは、すべての AWS に対する Trusted Advisor の読み取り専用アクセスを許可します。このロール
を使用すると、必要なアクセス権限を AWS に追加する必要がなくなるため、Trusted Advisor アカウン
トの使用開始が簡素化されます。AWS アカウントを開くと、このロールが Trusted Advisor によって作
成されます。定義された許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれます。その他の IAM エンティ
ティにアクセス許可ポリシーをアタッチすることはできません。

アタッチされたポリシーの詳細については、「AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy (p. 232)」を参照
してください。

• AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting — このロールは Trusted Advisor サービスを信頼して、
組織ビュー機能のロールを継承します。このロールは、お客様の AWS Organizations 組織の信頼され
たサービスとして Trusted Advisor を有効にします。組織ビューを有効にすると、このロールが Trusted 
Advisor によって作成されます。
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アタッチされたポリシーの詳細については、
「AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy (p. 234)」を参照してください。

組織ビューを使用して、組織内のすべてのアカウントの Trusted Advisor チェック結果のレポートを作成
できます。この機能の詳細については、「AWS Trusted Advisor の組織ビュー (p. 31)」を参照してくだ
さい。

サービスにリンクされたロールのアクセス許可の管理
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。次の例で
は、AWSServiceRoleForTrustedAdvisor サービスにリンクされたロールを使用します。

Example : IAM エンティティが AWSServiceRoleForTrustedAdvisor サービスにリンクされ
たロールを作成することを許可します

このステップは、Trusted Advisor アカウントが無効化されサービスにリンクされたロールが削除されてお
り、ユーザーが Trusted Advisor を再度有効にするためにロールを再作成する必要がある場合にのみ必要で
す。

サービスにリンクされたロールを作成する IAM エンティティのアクセス権限ポリシーに、次のステートメ
ントを追加できます。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:CreateServiceLinkedRole", 
        "iam:PutRolePolicy" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/trustedadvisor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor*", 
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "trustedadvisor.amazonaws.com"}}
}

Example : IAM エンティティが AWSServiceRoleForTrustedAdvisor サービスにリンクされ
たロールの説明を編集することを許可します

説明できるのは、AWSServiceRoleForTrustedAdvisor ロールの説明のみです。サービスにリンクさ
れたロールの説明を編集する IAM エンティティのアクセス許可ポリシーに、次のステートメントを追加で
きます。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:UpdateRoleDescription" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/trustedadvisor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor*", 
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "trustedadvisor.amazonaws.com"}}
}

Example : IAM エンティティが AWSServiceRoleForTrustedAdvisor サービスにリンクされ
たロールを削除することを許可します

サービスにリンクされたロールを削除する IAM エンティティのアクセス権限ポリシーに、次のステートメ
ントを追加できます。

{ 
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    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
        "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/trustedadvisor.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor*", 
    "Condition": {"StringLike": {"iam:AWSServiceName": "trustedadvisor.amazonaws.com"}}
}

または、AdministratorAccess などの AWS マネージドポリシーを使用して、Trusted Advisor へのフルアク
セスを付与することもできます。

Trusted Advisor のサービスにリンクされたロールの作成
AWSServiceRoleForTrustedAdvisor 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 を作成すると、サービスにリンクされたロールが Trusted Advisor によって作成されます。

Important

サービスにリンクされたロールのサポートが開始される前に Trusted Advisor サービスを使用して
いた場合は、Trusted Advisor によって、AWSServiceRoleForTrustedAdvisor ロールが既に
アカウントに作成されています。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM アカウントに新
しいロールが表示される」を参照してください。

お客様のアカウントに AWSServiceRoleForTrustedAdvisor サービスにリンクされたロールが設定
されていない場合、Trusted Advisor が想定どおりに動作しません。これは、アカウント内のユーザーが 
Trusted Advisor を無効にした後、サービスにリンクされたロールを削除した場合に発生することがありま
す。その場合は、IAM を使用して AWSServiceRoleForTrustedAdvisor サービスにリンクされたロー
ルを作成してから、Trusted Advisor を有効にします。

Trusted Advisor を有効にするには (コンソール)

1. Trusted Advisor のサービスにリンクされたロールを作成するには、IAM コンソール、AWS CLI、また
は IAM API を使用します。詳細については、「サービスにリンクされたロールの作成」を参照してく
ださい。

2. AWS Management Consoleにサインインし、Trusted Advisor コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/trustedadvisor) に移動します。

[無効な Trusted Advisor] ステータスバナーがコンソールに表示されます。
3. ステータスバナーから [Trusted Advisor ロールを有効にする] を選択します。必要な

AWSServiceRoleForTrustedAdvisor が検出されない場合は、無効ステータスバナーが表示され
たままになります。

Trusted Advisor のサービスにリンクされたロールの編集
さまざまなエンティティから参照される可能性があるため、サービスにリンクされたロールの名前を変更
することはできません。ただし、IAM コンソール、AWS CLI、または IAM API を使用してロールの説明を
編集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「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。

Trusted Advisor のサービスにリンクされたロールの削除
Trusted Advisor の機能またはサービスが必要ない場合は、AWSServiceRoleForTrustedAdvisor ロー
ルを削除できます。このサービスにリンクされたロールを削除する前に、Trusted Advisor を無効にする
必要があります。これにより、Trusted Advisor オペレーションに必要なアクセス権限の削除を防止しま
す。Trusted Advisor を無効にすると、オフライン処理や通知などを含むサービスの機能がすべて無効に
なります。また、メンバーアカウントに対して Trusted Advisor を無効にすると、別の支払いアカウント
も影響を受けます。つまり、コストを削減する方法を特定する Trusted Advisor チェックは実行されませ
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ん。Trusted Advisor コンソールにはアクセスできません。Trusted Advisor への API コールは、アクセス
拒否エラーを返します。

Trusted Advisor を再度有効化するには、AWSServiceRoleForTrustedAdvisor サービスにリンクされ
たロールを再作成する必要があります。

AWSServiceRoleForTrustedAdvisor サービスにリンクされたロールを削除するには、コンソールで 
Trusted Advisor を無効にする必要があります。

Trusted Advisor を無効にするには

1. AWS Management Consoleにサインインし、Trusted Advisor コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/trustedadvisor) に移動します。

2. ナビゲーションペインで [設定] を選択します。
3. [Service Linked Role Permissions (サービスにリンクされたロールのアクセス許可)] セクションで、

[Disable Trusted Advisor (無効にする)] を選択します。
4. 確認ダイアログボックスで、[OK] を選択して、Trusted Advisor を無効にすることを確認します。

Trusted Advisor を無効化すると、すべての Trusted Advisor 機能が無効になり、Trusted Advisor コンソー
ルには無効ステータスバナーのみが表示されます。

その後、IAM コンソール、AWS CLI、または IAM API を使用し
て、AWSServiceRoleForTrustedAdvisor という名前の Trusted Advisor サービスにリンクされたロー
ルを削除します。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削除」を参
照してください。

AWS 用の管理ポリシーAWS Support

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「AWSジョブ関数のマネージドポリシー」を参照してください。

トピック
• AWS Support の AWS マネージドポリシー (p. 216)
• Slack での AWS Support アプリの AWS マネージドポリシー (p. 227)
• AWS Trusted Advisor の AWS マネージドポリシー (p. 229)
• AWS Support プランの AWS マネージドポリシー (p. 236)
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AWS Support の AWS マネージドポリシー
AWS Support には次のマネージドポリシーがあります。

目次
• AWS マネージドポリシー: AWSSupportServiceRolePolicy (p. 216)
• AWS Support マネージドポリシーの AWS 更新 (p. 216)
• AWSSupportServiceRolePolicy の許可の変更 (p. 226)

AWS マネージドポリシー: AWSSupportServiceRolePolicy

AWS Support は、AWSSupportServiceRolePolicy AWS マネージドポリシーを使用します。このマネージ
ドポリシーは、AWSServiceRoleForSupport サービスにリンクされたロールにアタッチされます。こ
のポリシーは、サービスにリンクされたロールがユーザーに代わってアクションを完了することを許可
します。このポリシーを IAM エンティティにアタッチすることはできません。詳細については、「AWS 
Support のサービスにリンクされたロールの許可 (p. 211)」を参照してください。

ポリシーへの変更のリストについては、「AWS Support マネージドポリシーの AWS 更新 (p. 216)」お
よび「AWSSupportServiceRolePolicy の許可の変更 (p. 226)」を参照してください。

AWS Support マネージドポリシーの AWS 更新

AWS Support および Trusted Advisor の AWS マネージドポリシーの更新について、これらのサービスが
これらの変更の追跡を開始してからの詳細を表示します。このページへの変更に関する自動アラートにつ
いては、ドキュメント履歴 (p. 348) ページの RSS フィードを購読してください。

次の表は、2022 年 2 月 17 日現在の AWS Support マネージドポリシーの重要な更新について説明してい
ます。

AWS Support

変更 説明 日付

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 216)
– 既存ポリシーへの更新。

請求、管理、テクニカルサポー
トに関連するお客様の問題をト
ラブルシューティングするアク
ションを実行するための 52 の新
しいアクセス許可が以下のサー
ビスに追加されました。

• AWS Backup gateway – バック
アップゲートウェイに関連す
る問題のトラブルシューティ
ング。

• Amazon S3 – Amazon S3 に関
連する問題のデバッグ。

• AWS Application Migration 
Service – アプリケーション移
行サービスに関連する問題の
トラブルシューティング。

2023 年 3 月 16 日
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変更 説明 日付
• AWS クリーンルーム – AWS 

クリーンルームに関連する問
題のデバッグ。

• AWS Systems Manager for 
SAP – AWS Systems Manager 
for SAP に関連する問題のトラ
ブルシューティング。

• Amazon VPC Lattice – Amazon 
VPC Lattice に関連する問題の
デバッグ。
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変更 説明 日付

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 216)
– 既存ポリシーへの更新。

220 の新しいアクセス許可によ
り、請求、管理、テクニカル
サポート関連の問題のトラブ
ルシューティングに役立つアク
ションを、次のサービスで実行
できるようになりました。

• Amazon Athena - Athena に関
するクエリに役立つツールを 
AWS Support が開発できるよ
うにします。

• Amazon Chime - Amazon 
Chime に関連する問題をトラ
ブルシューティングします。

• Amazon CloudWatch Internet 
Monitor - Internet Monitor に
関連する問題をデバッグしま
す。

• Amazon Comprehend - 
Amazon Comprehend に関
連する問題をトラブルシュー
ティングします。

• Amazon Elastic Compute 
Cloud - Transit Gateway 接続
およびマルチキャスト機能に
関連する問題をデバッグしま
す。

• Amazon EventBridge Pipes - 
EventBridge Pipes に関連する
問題をトラブルシューティン
グします。

• Amazon Interactive Video 
Service - AWS Support が 
Amazon IVS リソースのクエリ
を実行し、お客様の問題をト
ラブルシューティングできる
ようにします。

• Amazon FSx - Amazon FSx 
データリポジトリのインポー
トとエクスポートをサポート
するツールを AWS Support が
開発できるようにします。

• Amazon GameLift – Amazon 
GameLift に関連する問題のト
ラブルシューティング。

• AWS Glue – AWS Glue Data 
Quality に関連する問題をトラ
ブルシューティングします。

• Amazon Kinesis Video 
Streams - Kinesis Video 
Streams に関連する問題をト

2023 年 1 月 10 日
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変更 説明 日付
ラブルシューティングしま
す。

• Amazon Managed Service 
for Prometheus - Amazon 
Managed Service for 
Prometheus に関連する問題を
トラブルシューティングしま
す。

• Amazon Managed Streaming 
for Apache Kafka – Amazon 
MSK 接続に関連する問題を
トラブルシューティングしま
す。

• AWS Network Manager – 
Network Manager に関連する
問題をトラブルシューティン
グします。

• Amazon Nimble Studio - 
Nimble Studio に関連する問題
をデバッグします。

• Amazon Personalize - Amazon 
Personalize に関連する問題を
デバッグします。

• Amazon Pinpoint - Amazon 
Pinpoint に関連する問題をトラ
ブルシューティングします。

• Amazon Omics - Omics に関
連する問題をトラブルシュー
ティングします。

• Amazon Transcribe - Amazon 
Transcribe に関連する問題を
デバッグします。
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変更 説明 日付

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 216)
– 既存ポリシーへの更新。

47 の新しいアクセス許可によ
り、請求、管理、テクニカル
サポート関連の問題のトラブ
ルシューティングに役立つアク
ションを、次のサービスで実行
可能になりました。

• AWS Application Migration 
Service — レプリケーションと
起動に関する問題をトラブル
シューティングするため。

• AWS CloudFormation フック 
— AWS Support を有効にして
問題解決に役立つ自動化ツー
ルを開発するため。

• Amazon Elastic Kubernetes 
Service — Amazon EKS に関
連する問題をトラブルシュー
ティングするため。

• AWS IoT FleetWise – AWS IoT 
FleetWise に関連する問題をト
ラブルシューティングするた
め。

• AWS Mainframe Modernization 
— メインフレームの最新化に
関する問題をデバッグするた
め。

• AWS Outposts - AWS Support 
が専有ホストとアセットのリ
ストを取得できるようにする
ため。

• AWSPrivate 5G – Private 5G 
に関連する問題をトラブル
シューティングするため。

• AWS Tiros — Tiros に関連する
問題をデバッグするため。

2022 年 10 月 4 日
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変更 説明 日付

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 216)
– 既存ポリシーへの更新。

46 の新しいアクセス許可によ
り、請求、管理、テクニカル
サポート関連の問題のトラブ
ルシューティングに役立つアク
ションを、次のサービスで実行
可能になりました。

• Amazon Managed Streaming 
for Apache Kafka – Amazon 
MSK に関する問題をトラブル
シューティングするため。

• AWS DataSync – DataSync に
関する問題をトラブルシュー
ティングするため。

• AWS Elastic Disaster Recovery 
— レプリケーションと起動に
関する問題をトラブルシュー
ティングするため。

• Amazon GameSparks – 
GameSparks に関する問題を
トラブルシューティングする
ため。

• AWS IoT TwinMaker — AWS 
IoT TwinMaker に関連する問題
をデバッグするため。

• AWS Lambda — 問題をトラ
ブルシューティングする関数 
URL の設定を表示するため。

• Amazon Lookout for 
Equipment – Lookout for 
Equipment に関する問題をト
ラブルシューティングするた
め。

• Amazon Route 53 と Amazon 
Route 53 Resolver – AWS 
Support が VPC における DNS 
解決の動作をチェックできる
ように、リゾルバーの設定を
取得するため。

2022 年 8 月 17 日
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変更 説明 日付

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 216)
– 既存ポリシーへの更新。

請求、管理、およびテクニカル
サポートに関連するお客様の問
題のトラブルシューティングに
役立つアクションを実行するた
めの新しい許可が次のサービス
に追加されました。

• Amazon CloudWatch Logs – 
CloudWatch Logs に関連する
問題のトラブルシューティン
グに役立ちます。

• Amazon Interactive Video 
Service – 不正行為または侵害
されたアカウントに関するサ
ポートケースについて、AWS 
Support が既存の Amazon IVS 
リソースをチェックするのに
役立ちます。

• Amazon Inspector – Amazon 
Inspector 関連の問題をトラブ
ルシューティングします。

Amazon WorkLink などの
サービスの許可を削除しまし
た。Amazon WorkLink は 2022 
年 4 月 19 日に非推奨となりまし
た。

2022 年 6 月 23 日
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変更 説明 日付

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 216)
– 既存ポリシーへの更新。

請求、管理、およびテクニカル
サポートに関連するお客様の問
題のトラブルシューティングに
役立つアクションを実行するた
めの 25 の新しい許可が次のサー
ビスに追加されました。

• AWS Amplify UI ビルダー — コ
ンポーネントおよびテーマの
生成に関連する問題のトラブ
ルシューティングを行う。

• Amazon AppStream — 最近
起動した機能のリソースを取
得して問題をトラブルシュー
ティングします。

• AWS Backup – バックアップ
ジョブに関連する問題のトラ
ブルシューティングを行う。

• AWS CloudFormation — 
IAM、拡張機能、およびバー
ジョニングに関連する問題を
診断する。

• Amazon Kinesis — Kinesis 
に関連する問題のトラブル
シューティングを行う。

• AWS Transfer Family – 
Transfer Family に関連する問
題のトラブルシューティング
を行う。

2022 年 4 月 27 日
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変更 説明 日付

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 216)
– 既存ポリシーへの更新。

請求、管理、およびテクニカル
サポートに関連するお客様の問
題のトラブルシューティングに
役立つアクションを実行するた
めの 54 の新しい許可が次のサー
ビスに追加されました。

• Amazon Elastic Compute 
Cloud
• お客様および AWS マネージ

ドプレフィックス付きリス
トに関連する問題のトラブ
ルシューティングを行う。

• Amazon VPC IP アドレスマ
ネージャー (IPAM) に関連
する問題のトラブルシュー
ティングを行う。

• AWS ネットワークマネージャ 
– ネットワークマネージャに関
連する問題のトラブルシュー
ティングを行う。

• Savings Plans — 未払いの
Savings Plan コミットメント
に関するメタデータを取得す
る。

• AWS Serverless Application 
Repository – サポートケース
を調査し、解決する一環と
して、対応アクションを改善
し、支援する。

• Amazon WorkSpaces Web — 
WorkSpaces Web サービスの
問題をデバッグおよびトラブ
ルシューティングします。

2022 年 3 月 14 日
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変更 説明 日付

AWSSupportServiceRolePolicy (p. 216)
– 既存ポリシーへの更新。

請求、管理、およびテクニカル
サポートに関連するお客様の問
題のトラブルシューティングに
役立つアクションを実行するた
めの 74 の新しい許可が次のサー
ビスに追加されました。

• AWS Application Migration 
Service – アプリケーション移
行サービスでエージェントレ
スレプリケーションをサポー
トするため。

• AWS CloudFormation — 
IAM、拡張機能、およびバー
ジョニングに関連する問題を
診断するため。

• Amazon CloudWatch Logs – リ
ソースポリシーを検証するた
め。

• Amazon EC2 ごみ箱 – ごみ
箱の保持ルールに関するメタ
データを取得するため。

• AWS Elastic Disaster Recovery 
– お客様のアカウントにおけ
るレプリケーションと起動に
関する問題をトラブルシュー
ティングするため。

• Amazon FSx — Amazon FSx 
スナップショットの説明を表
示するため。

• Amazon Lightsail — Lightsail 
バケットのメタデータと設定
の詳細を表示するため。

• Amazon Macie — 分類ジョ
ブ、カスタムデータ識別子、
正規表現、検出結果などの 
Macie 設定を表示するため。

• Amazon S3 — Amazon S3 バ
ケットのメタデータと設定を
収集するため。

• AWS Storage Gateway – お客
様の自動テープ作成ポリシー
に関するメタデータを表示す
るため。

• Elastic Load Balancing — 
Service Quotas コンソールを
使用する際のリソース制限の
説明を表示するため。

詳細については、
「AWSSupportServiceRolePolicy 

2022 年 2 月 17 日
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変更 説明 日付
の許可の変更 (p. 226)」を参照
してください。

変更ログが発行されました AWS Support マネージドポリ
シーのログを変更します。

2022 年 2 月 17 日

AWSSupportServiceRolePolicy の許可の変更

AWSSupportServiceRolePolicy に追加されたほとんどの許可は、同じ名前の API オペレーションを
呼び出すことを AWS Support に許可します。ただし、一部の API オペレーションでは、異なる名前の許
可が必要です。

次の表に、異なる名前の許可を必要とする API オペレーションのみを示します。この表は、2022 年 2 月 
17 日以降のこれらの違いについて説明しています。

日付 API オペレーション名 必要なポリシー許可

s3.GetBucketAnalyticsConfiguration

s3.ListBucketAnalyticsConfiguration

s3:GetAnalyticsConfiguration

s3.GetBucketNotificationConfigurations3:GetBucketNotification

s3.GetBucketEncryption s3:GetEncryptionConfiguration

s3.GetBucketIntelligentTieringConfiguration

s3.ListBucketIntelligentTieringConfiguration

s3:GetIntelligentTieringConfiguration

s3.GetBucketInventoryConfiguration

s3.ListBucketInventoryConfiguration

s3:GetInventoryConfiguration

s3.GetBucketLifecycleConfigurations3:GetLifecycleConfiguration

s3.GetBucketMetricsConfiguration

s3.ListBucketMetricsConfiguration

s3:GetMetricsConfiguration

s3.GetBucketReplication s3:GetReplicationConfiguration

s3.HeadBucket

s3.ListObjects

s3:ListBucket

s3.ListBuckets s3:ListAllMyBuckets

s3.ListMultipartUploads s3:ListBucketMultipartUploads

s3.ListObjectVersions s3:ListBucketVersions

2022 年 2 月 17 日に許可を追加
しました

s3.ListParts s3:ListMultipartUploadParts
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Slack での AWS Support アプリの AWS マネージドポリシー
Note

AWS Support Center Console でサポートケースにアクセスして表示するには、「AWS Support 
センターへのアクセスを管理する (p. 237)」を参照してください。

AWS Support アプリには次のマネージドポリシーがあります。

目次
• AWS マネージドポリシー: AWSSupportAppFullAccess (p. 227)
• AWS マネージドポリシー: AWSSupportAppReadOnlyAccess (p. 228)
• AWS Support アプリによる AWS マネージドポリシーの更新 (p. 228)

AWS マネージドポリシー: AWSSupportAppFullAccess

AWSSupportAppFullAccess マネージドポリシーは、IAM ロールに Slack チャンネルの設定へのアクセス
許可を付与するときに使用します。また、AWSSupportAppFullAccess ポリシーは IAM エンティティにア
タッチできます。

詳細については、「Slack での AWS Support アプリ (p. 163)」を参照してください。

このポリシーは、エンティティが AWS Support アプリでの AWS Support、Service Quotas、IAM アク
ションを実行できるように、アクセス許可を付与します。

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。

• servicequotas — 既存のサービスクォータとリクエストについて説明し、アカウントのサービス
クォータを引き上げます。

• support — サポートケースを作成、更新、解決します。ファイルの添付、コレスポンデンス、重要度
レベルなど、ケースに関する情報を更新し、説明します。サポートエージェントとライブチャットの
セッションを開始します。

• iam — Service Quotas のサービスにリンクされたロールを作成します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange", 
                "servicequotas:GetServiceQuota", 
                "servicequotas:RequestServiceQuotaIncrease", 
                "support:AddAttachmentsToSet", 
                "support:AddCommunicationToCase", 
                "support:CreateCase", 
                "support:DescribeCases", 
                "support:DescribeCommunications", 
                "support:DescribeSeverityLevels", 
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                "support:InitiateChatForCase", 
                "support:ResolveCase" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"iam:AWSServiceName": "servicequotas.amazonaws.com"} 
            } 
        } 
    ]
}

詳細については、「AWS Support アプリへのアクセスの管理 (p. 165)」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: AWSSupportAppReadOnlyAccess

AWSSupportAppReadOnlyAccess ポリシーは、エンティティが読み取り専用の AWS Support アプリの
アクションを実行できるようにするアクセス許可を付与します。詳細については、「Slack での AWS 
Support アプリ (p. 163)」を参照してください。

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。

• support — サポートケースの詳細と、サポートケースに追加されたコミュニケーションについて説明
します。

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

AWS Support アプリによる AWS マネージドポリシーの更新

AWS Support アプリの AWS マネージドポリシーの更新に関して、このサービスがこれらの変更を追跡し
始めて以降の詳細を表示します。このページへの変更に関する自動アラートについては、ドキュメント履
歴 (p. 348) ページの RSS フィードを購読してください。

次の表は、2022 年 8 月 17 日現在の AWS Support アプリマネージドポリシーの重要な更新について説明
しています。
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AWS Support アプリ

変更 説明 日付

AWSSupportAppFullAccess (p. 227)
と
AWSSupportAppReadOnlyAccess (p. 228)

AWS Support アプリの新規 AWS 
マネージドポリシー

これらのポリシーは、Slack チャ
ンネルに設定する IAM ロールに
使用できます。

詳細については、「AWS 
Support アプリへのアクセスの
管理 (p. 165)」を参照してくださ
い。

2022 年 8 月 19 日

変更ログが発行されました AWS Support アプリマネージド
ポリシーのログを変更します。

2022 年 8 月 19 日

AWS Trusted Advisor の AWS マネージドポリシー
Trusted Advisor には、次の AWS マネージドポリシーがあります。

目次
• AWS マネージドポリシー: AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess (p. 229)
• AWS マネージドポリシー: AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess (p. 231)
• AWS マネージドポリシー: AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy (p. 232)
• AWS マネージドポリシー: AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy (p. 234)
• Trusted Advisor マネージドポリシーの AWS 更新 (p. 235)

AWS マネージドポリシー: AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess

AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess マネージドポリシーは Trusted Advisor Priority へのフルアクセス
を付与します。またこのポリシーは、ユーザーが AWS Organizations を使って Trusted Advisor を信頼さ
れたサービスとして追加し、Trusted Advisor Priority で委任管理者アカウントを指定することを許可しま
す。

許可の詳細

このポリシーは、最初のステートメントに trustedadvisor の以下のアクセス許可を含みます。

• アカウントと組織について説明します。
• Trusted Advisor Priority の特定済みリスクについて説明します。このアクセス許可により、リスクス

テータスをダウンロードし、更新することができます。
• Trusted Advisor Priority メール通知の設定について説明します。このアクセス許可により、メール通知

を設定したり、委任管理者に対して無効にしたりできます。
• Trusted Advisor をセットアップして、アカウントで AWS Organizations を有効化できるようにします。

2 番目のステートメントには、organizations の以下のアクセス許可が含まれます。

• Trusted Advisor アカウントと組織について説明します。
• Organizations を使用するために有効化した AWS のサービス を一覧表示します。

3 番目のステートメントには、organizations の以下のアクセス許可が含まれます。

• Trusted Advisor Priority の委任管理者を一覧表示します。
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• Organizations で信頼されたアクセスを有効または無効にします。

4 番目のステートメントには、iam の以下のアクセス許可が含まれます。

• AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting サービスにリンクされたロールを作成します。

5 番目のステートメントには、organizations の以下のアクセス許可が含まれます。

• Trusted Advisor Priority の委任管理者を登録または登録解除することを許可します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "trustedadvisor:DescribeAccount*", 
                "trustedadvisor:DescribeOrganization", 
                "trustedadvisor:DescribeRisk*", 
                "trustedadvisor:DownloadRisk", 
                "trustedadvisor:UpdateRiskStatus", 
                "trustedadvisor:DescribeNotificationConfigurations", 
                "trustedadvisor:UpdateNotificationConfigurations", 
                "trustedadvisor:DeleteNotificationConfigurationForDelegatedAdmin", 
                "trustedadvisor:SetOrganizationAccess" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:DisableAWSServiceAccess" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": [ 
                        "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/
reporting.trustedadvisor.amazonaws.com/AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com" 
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                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
                "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:organizations::*:*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": [ 
                        "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess
AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess ポリシーは、Trusted Advisor Priority への読み取り専用のア
クセス許可を付与します (委任管理者アカウントを表示する許可を含む)。

許可の詳細

このポリシーは、最初のステートメントに trustedadvisor の以下のアクセス許可を含みます。

• Trusted Advisor アカウントと組織について説明します。
• Trusted Advisor Priority の特定済みリスクについて説明し、それらのダウンロードを許可します。
• Trusted Advisor Priority メール通知の設定について説明します。

2 番目と 3 番目のステートメントには、organizations の以下のアクセス許可が含まれます。

• 組織を Organizations で説明します。
• Organizations を使用するために有効化した AWS のサービス を一覧表示します。
• Trusted Advisor Priority の委任管理者を一覧表示します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "trustedadvisor:DescribeAccount*", 
                "trustedadvisor:DescribeOrganization", 
                "trustedadvisor:DescribeRisk*", 
                "trustedadvisor:DownloadRisk", 
                "trustedadvisor:DescribeNotificationConfigurations" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": [ 
                        "reporting.trustedadvisor.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy

このポリシーは、AWSServiceRoleForTrustedAdvisor サービスにリンクされたロールにアタッチさ
れます。これは、サービスにリンクされたロールがユーザーに代わってアクションを実行することを許可
します。AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy を AWS Identity and Access Management (IAM) エンティ
ティにアタッチすることはできません。詳細については、「Trusted Advisor のサービスにリンクされた
ロールの使用 (p. 212)」を参照してください。

このポリシーは、サービスにリンクされたロールが AWS のサービス にアクセスすることを許可する、管
理アクセス許可を付与します。これらのアクセス許可により、アカウントを評価する Trusted Advisor の
チェックを許可します。

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。

• Auto Scaling — Amazon EC2 Auto Scaling アカウントのクォータとリソースを示します。
• cloudformation — AWS CloudFormation (CloudFormation) アカウントのクォータとスタックを示し

ます。
• cloudfront — Amazon CloudFront ディストリビューションを示します。
• cloudtrail — AWS CloudTrail (CloudTrail) 追跡を示します。
• dynamodb — Amazon DynamoDB アカウントのクォータとリソースを示します。
• ec2 — Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) アカウントのクォータとリソースを示します。
• elasticloadbalancing — Elastic Load Balancing (ELB) アカウントのクォータとリソースを説明し

ます。
• iam — 認証情報、パスワードポリシー、証明書などの IAM リソースを取得します。
• kinesis — Amazon Kinesis (Kinesis) アカウントのクォータを示します。
• rds — Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) リソースを示します。
• redshift — Amazon Redshift のリソースを示します。
• route53 — Amazon Route 53 アカウントのクォータとリソースを示します。
• s3 — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) リソースを示します。
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• ses — Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 送信クォータを取得します。
• sqs – Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを一覧表示します。
• cloudwatch — Amazon CloudWatch Events (CloudWatch Events) メトリクス統計を取得します。
• ce — Cost Explorer サービス (Cost Explorer) のレコメンデーションを取得します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "autoscaling:DescribeAccountLimits", 
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
                "autoscaling:DescribeLaunchConfigurations", 
                "cloudformation:DescribeAccountLimits", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:ListStacks", 
                "cloudfront:ListDistributions", 
                "cloudtrail:DescribeTrails", 
                "cloudtrail:GetTrailStatus", 
                "dynamodb:DescribeLimits", 
                "dynamodb:DescribeTable", 
                "dynamodb:ListTables", 
                "ec2:DescribeAddresses", 
                "ec2:DescribeReservedInstances", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeInternetGateways", 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:DescribeVolumes", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeReservedInstancesOfferings", 
                "ec2:DescribeSnapshots", 
                "ec2:DescribeVpnConnections", 
                "ec2:DescribeVpnGateways", 
                "ec2:DescribeLaunchTemplateVersions", 
                "elasticloadbalancing:DescribeAccountLimits", 
                "elasticloadbalancing:DescribeInstanceHealth", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicies", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerPolicyTypes", 
                "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers", 
                "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups", 
                "iam:GenerateCredentialReport", 
                "iam:GetAccountPasswordPolicy", 
                "iam:GetAccountSummary", 
                "iam:GetCredentialReport", 
                "iam:GetServerCertificate", 
                "iam:ListServerCertificates", 
                "kinesis:DescribeLimits", 
                "rds:DescribeAccountAttributes", 
                "rds:DescribeDBClusters", 
                "rds:DescribeDBEngineVersions", 
                "rds:DescribeDBInstances", 
                "rds:DescribeDBParameterGroups", 
                "rds:DescribeDBParameters", 
                "rds:DescribeDBSecurityGroups", 
                "rds:DescribeDBSnapshots", 
                "rds:DescribeDBSubnetGroups", 
                "rds:DescribeEngineDefaultParameters", 
                "rds:DescribeEvents", 
                "rds:DescribeOptionGroupOptions", 
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                "rds:DescribeOptionGroups", 
                "rds:DescribeOrderableDBInstanceOptions", 
                "rds:DescribeReservedDBInstances", 
                "rds:DescribeReservedDBInstancesOfferings", 
                "rds:ListTagsForResource", 
                "redshift:DescribeClusters", 
                "redshift:DescribeReservedNodeOfferings", 
                "redshift:DescribeReservedNodes", 
                "route53:GetAccountLimit", 
                "route53:GetHealthCheck", 
                "route53:GetHostedZone", 
                "route53:ListHealthChecks", 
                "route53:ListHostedZones", 
                "route53:ListHostedZonesByName", 
                "route53:ListResourceRecordSets", 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:GetBucketAcl", 
                "s3:GetBucketPolicy", 
                "s3:GetBucketPolicyStatus", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketLogging", 
                "s3:GetBucketVersioning", 
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "ses:GetSendQuota", 
                "sqs:ListQueues", 
                "cloudwatch:GetMetricStatistics", 
                "ce:GetReservationPurchaseRecommendation", 
                "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー: AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy

このポリシーは、組織ビュー機能のアクションを実行することを Trusted Advisor に許可する
AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting サービスにリンクされたロールにアタッチされま
す。IAM エンティティに AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy をアタッチすることはできませ
ん。詳細については、「Trusted Advisor のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 212)」を参照して
ください。

このポリシーは、サービスにアタッチされたロールが AWS Organizations アクションを実行することを許
可する管理アクセス許可を付与します。

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。

• organizations — 組織を説明し、サービスアクセス、アカウント、親、子、および組織単位を一覧表
示します。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:ListAccountsForParent", 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
                "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
                "organizations:ListChildren", 
                "organizations:ListParents", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribeAccount" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Trusted Advisor マネージドポリシーの AWS 更新

AWS Supportと Trusted Advisor が変更の追跡を開始してからの AWS マネージドポリシーに対する更
新に関する詳細を表示します。このページへの変更に関する自動アラートについては、ドキュメント履
歴 (p. 348) ページの RSS フィードを購読してください。

次の表は、2021 年 8 月 10 日現在の Trusted Advisor マネージドポリシーの重要な更新について説明して
います。

Trusted Advisor

変更 説明 日付

AWSTrustedAdvisorReportingServiceRolePolicy (p. 234)

マネージドポリシーの 
V2 は、Trusted Advisor
AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting
サービスにリンクされたロール
にアタッチされました。

Trusted Advisor
AWSServiceRoleForTrustedAdvisorReporting
サービスにリンクされたロー
ルの AWS マネージドポリ
シーを V2 にアップグレー
ドしました。V2 では、も
う 1 つの IAM アクション
organizations:ListDelegatedAdministrators
が追加されました。

2023 年 2 月 28 日

AWSTrustedAdvisorPriorityFullAccess (p. 229)
および
AWSTrustedAdvisorPriorityReadOnlyAccess (p. 231)

Trusted Advisor の新規 AWS マ
ネージドポリシー

Trusted Advisor Priority へのアク
セスを制御するために使用でき
る 2 つの新しいマネージドポリ
シーが、Trusted Advisor に追加
されました。

2022 年 8 月 17 日

AWSTrustedAdvisorServiceRolePolicy (p. 232)
– 既存ポリシーへの更新。

Trusted Advisor で
DescribeTargetGroups
および
GetAccountPublicAccessBlock
アクセス許可を付与する新しい
アクションが追加されました。

2021 年 8 月 10 日
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変更 説明 日付
DescribeTargetGroup アクセ
ス許可は、Auto Scaling グループ
ヘルスチェックが Auto Scaling 
グループにアタッチされた非 
Classic Load Balancer を取得す
るために必要です。

GetAccountPublicAccessBlock
アクセス許可は、Amazon S3 バ
ケット許可チェックが AWS アカ
ウント のブロックパブリックア
クセス設定を取得するために必
要です。

変更ログが発行されました Trusted Advisor マネージドポリ
シーのログを変更します。

2021 年 8 月 10 日

AWS Support プランの AWS マネージドポリシー
AWS Support プランには次のマネージドポリシーがあります。

目次
• AWS マネージドポリシー: AWSSupportPlansFullAccess (p. 236)
• AWS マネージドポリシー: AWSSupportPlansReadOnlyAccess (p. 237)
• AWS Support プランの AWS マネージドポリシーに対する更新 (p. 237)

AWS マネージドポリシー: AWSSupportPlansFullAccess

AWS Support プランは、AWSSupportPlansFullAccess AWS マネージドポリシーを使用します。IAM エン
ティティはこのポリシーを使って、ユーザーに代わって次のサポートプランアクションを実行します。

• AWS アカウント のサポートプランを表示
• サポートプランの変更リクエストのステータスに関する詳細を表示
• AWS アカウント のサポートプランを変更

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "supportplans:GetSupportPlan", 
                "supportplans:GetSupportPlanUpdateStatus", 
                "supportplans:StartSupportPlanUpdate" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ポリシーへの変更の一覧は、「AWS Support プランの AWS マネージドポリシーに対する更
新 (p. 237)」を参照してください。
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AWS マネージドポリシー: AWSSupportPlansReadOnlyAccess
AWS Support プランは、AWSSupportPlansReadOnlyAccess AWS マネージドポリシーを使用しま
す。IAM エンティティは、このポリシーを使って、ユーザーに代わって次の読み取り専用のサポートプラ
ンアクションを実行します。

• AWS アカウント のサポートプランを表示
• サポートプランの変更リクエストのステータスに関する詳細を表示

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

ポリシーへの変更の一覧は、「AWS Support プランの AWS マネージドポリシーに対する更
新 (p. 237)」を参照してください。

AWS Support プランの AWS マネージドポリシーに対する更新

これらのサービスが変更の追跡を開始して以降における、サポートプランの AWS マネージドポリシーに
対する更新の詳細を表示します。このページへの変更に関する自動アラートについては、ドキュメント履
歴 (p. 348) ページの RSS フィードを購読してください。

次の表は、2022 年 9 月 29 日現在のサポートプランマネージドポリシーの重要な更新について説明してい
ます。

AWS Support

変更 説明 日付

変更ログが発行されました サポートプランマネージドポリ
シーのログを変更します。

2022 年 9 月 29 日

AWS Support センターへのアクセスを管理する
サポートセンターにアクセスする許可とサポートケースを作成 (p. 2)する許可が必要です。

サポートセンターにアクセスするには、次のいずれかのオプションを使用できます。

• AWS アカウントに関連付けられた E メールアドレスとパスワードを使用します。このアイデンティ
ティは、AWS アカウントのルートユーザーと呼ばれます。

• AWS Identity and Access Management (IAM) を使用します。

Business、Enterprise On-Ramp、または Enterprise Support プランをご利用のお客様は、AWS Support 
API (p. 16) を使用して、AWS Supportと Trusted Advisor 操作にプログラムでアクセスできます。詳細に
ついては、AWS Support API リファレンスを参照してください。
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Note

サポートセンターにサインインできない場合は、お問い合わせページを使用できます。このペー
ジでは、請求およびアカウントの問題に関するヘルプを参照できます。

AWS アカウント
サインインするには、AWS アカウントの E メールアドレスとパスワードを使用してAWS Management 
Consoleにサインインしてサポートセンターにアクセスします。このアイデンティティは、AWS アカウン
トのルートユーザーと呼ばれます。ただし、日常的なタスクには、それが管理者タスクであっても、ルー
トユーザーを使用しないことを強くお勧めします。代わりに、IAM を使用してアカウント内で特定のタス
クを実行できるユーザーを制御することをお勧めします。

IAM
デフォルトでは、IAM ユーザーはサポートセンターにアクセスできません。IAM を使用して、ユーザーま
たはグループを作成できます。次に、これらのエンティティに IAM ポリシーをアタッチし、アクションを
実行してリソースにアクセスする許可 (サポートセンターケースを開いて AWS Support API を使用するな
ど) をエンティティに付与します。

IAM ユーザーを作成したら、それらのユーザーに個別のパスワードとアカウント固有のサインインページ
を提供することができます。その後、ユーザーは自分の AWS アカウントを作成し、サポートセンターで
作業します。AWS Supportへのアクセスを付与された IAM ユーザーは、そのアカウントで作成されたすべ
てのケースを表示できます。

詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ユーザーが AWS にサインインする方法」を参照してくだ
さい。

許可を付与する最も簡単な方法は、AWS 管理ポリシー AWSSupportAccess をユーザー、グループ、また
はロールにアタッチすることです。AWS Support は、特定の AWS Support オペレーションへのアクセス
を制御するアクションレベルの許可を付与します。AWS Support はリソースレベルのアクセスを提供しな
いため、Resource 要素は常に * に設定されます。特定のサポートケースへのアクセスを許可または拒否
することはできません。

Example : すべての AWS Support アクションへのアクセスを許可する

AWS 管理ポリシー AWSSupportAccess は、IAM ユーザーに AWS Supportへのアクセスを付与します。こ
のポリシーを持つ IAM ユーザーは、すべての AWS Support オペレーションとリソースにアクセスできま
す。

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

AWSSupportAccess ポリシーをエンティティに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「IAM ID 許可の追加 (コンソール)」を参照してください。

Example : ResolveCase アクションを除くすべてのアクションへのアクセスを許可する

IAM でカスタマー管理ポリシーを作成して、許可または拒否するアクションを指定します。次のポリシー
ステートメントでは、ケースの解決を除く AWS Supportのすべてのアクションが IAM ユーザーに許可さ
れます。
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{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
   { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "support:*", 
      "Resource": "*" 
   }, 
   { 
       "Effect": "Deny", 
       "Action": "support:ResolveCase", 
       "Resource": "*" 
    }]
}

カスタマー管理の IAM ポリシーの作成の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成 
(コンソール)」を参照してください。

ユーザーまたはグループにすでにポリシーがある場合は、そのポリシーに AWS Support 固有のポリシース
テートメントを追加できます。

Important

• サポートセンターでケースを表示できない場合は、必要な許可があることを確認します。必要
に応じて、IAM 管理者に連絡してください。詳細については、「AWS Support のためのアイデ
ンティティおよびアクセス管理 (p. 202)」を参照してください。

AWS Trusted Advisor へのアクセス
AWS Management Console では、個別の trustedadvisor IAM 名前空間によって Trusted Advisor への
アクセスが制御されます。AWS Support API では、support IAM 名前空間によって Trusted Advisor への
アクセスが制御されます。詳細については、「AWS Trusted Advisor へのアクセスを管理する (p. 242)」
を参照してください。

AWS Support プランへのアクセスの管理
トピック

• サポートプランのコンソールのアクセス許可 (p. 239)
• サポートプランアクション (p. 240)
• サポートプランの IAM ポリシーの例 (p. 240)
• トラブルシューティング (p. 241)

サポートプランのコンソールのアクセス許可
サポートプランのコンソールにアクセスするには、一連の、最小限のアクセス許可が必要です。これらの
許可により、ユーザーは AWS アカウント にあるサポートプランリソースの詳細を、リスト化し表示する
ことができます。

supportplans 名前空間を使用して AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを作成できま
す。このポリシーを使用して、アクションとリソースの許可を指定できます。

ポリシーを作成するときに、アクションを許可または拒否するサービスの名前空間を指定できます。サ
ポートプランの名前空間は supportplans です。

AWS マネージドポリシーは、自分の IAM エンティティにアタッチできます。詳細については、「AWS 
Support プランの AWS マネージドポリシー (p. 236)」を参照してください。
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サポートプランアクション
コンソールで、次のサポートプランアクションを実行できます。また、これらのサポートプランアクショ
ンを IAM ポリシーで指定し、特定のアクションを許可または拒否することもできます。

アクション 説明

GetSupportPlan この AWS アカウント における現在のサポートプ
ランの詳細を表示する許可を付与します。

GetSupportPlanUpdateStatus サポートプランの更新をリクエストするために、
ステータスに関する詳細を表示する許可を付与し
ます。

StartSupportPlanUpdate この AWS アカウント のサポートプランを更新す
るリクエストを実行する許可を付与します。

サポートプランの IAM ポリシーの例
次のポリシーの例を活用して、サポートプランへのアクセスを管理できます。

サポートプランへのフルアクセス
次のポリシーは、サポートプランへのフルアクセスをユーザーに許可します。

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

サポートプランへの読み取り専用アクセス
次のポリシーは、サポートプランへの読み取り専用アクセスを許可します。

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

サポートプランへアクセスの拒否
次のポリシーは、サポートプランへのユーザーのアクセスを拒否します。

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

トラブルシューティング
サポートプランへのアクセスの管理については、以下のトピックを参照してください。

サポートプランを表示または変更しようとすると、サポートプランのコンソール
に GetSupportPlan アクセス許可がないことが表示されます。
IAM ユーザーは、サポートプランのコンソールにアクセスするために必要なアクセス許可を持っ
ている必要があります。IAM ポリシーを更新して不足しているアクセス許可が含まれるようにする
か、AWSSupportPlansFullAccess または AWSSupportPlansReadOnlyAccess などの AWS マネージド
ポリシーを使用することができます。詳細については、「AWS Support プランの AWS マネージドポリ
シー (p. 236)」を参照してください。

IAM ポリシーを更新するためのアクセスができない場合は、AWS アカウント 管理者にお問い合わせくだ
さい。

関連情報

詳細については、IAM ユーザーガイドにある下記のトピックを参照してください。

• IAM ポリシーシミュレーターを使用した IAM ポリシーのテスト
• アクセス拒否エラーメッセージのトラブルシューティング

サポートプランへの適切なアクセス許可を持っていますが、同じエラーが引き続
き表示されます
AWS アカウント が AWS Organizations の一部であるメンバーアカウントの場合、サービスコントロール
ポリシー (SCP) の更新が必要な場合があります。SCP は、組織内のアクセス許可を管理するポリシーの一
種です。

サポートプgランはグローバルサービスであるため、AWS リージョン を制限するポリシーにより、メン
バーアカウントがサポートプランを表示または変更できない場合があります。IAM やサポートプランなど
のグローバルサービスを組織で実行するには、該当する任意の SCP の除外リストにサービスを追加する必
要があります。つまり、SCP が指定された AWS リージョン を拒否した場合でも、組織内のアカウントは
これらのサービスにアクセスできます。

例外としてサポートプランを追加するには、SCP の "NotAction" リストに "supportplans:*" を入
力します。

"supportplans:*",

SCP は次のポリシースニペットとして表示される場合があります。

Example : 組織がサポートプランにアクセスできるようにする SCP

{ "Version":  "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
     { "Sid":  "GRREGIONDENY", 
       "Effect":  "Deny", 
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       "NotAction": [     
         "aws-portal:*", 
         "budgets:*", 
         "chime:*" 
         "iam:*", 
         "supportplans:*", 
         ....

メンバーアカウントを持っていて SCP を更新できない場合は、AWS アカウント 管理者にお問い合わせく
ださい。場合によっては、管理者アカウントは SCP を更新し、すべてのメンバーアカウントがサポートプ
ランにアクセスできるようにする必要があります。

AWS Control Tower に関する注意事項

• 組織が AWS Control Tower で SCP を使用している場合は、[要求された AWS リージョン に基
づいて AWS へのアクセスを拒否する] コントロールを更新できます (一般にリージョン拒否コ
ントロールと呼ばれます)。

• supportplans を許可するように AWS Control Tower の SCP を更新した場合、ドリフトを修
復すると SCP への更新が削除されます。詳細については、「AWS Control Tower でドリフト
を検出および解決する」を参照してください。

関連情報

詳細については、次のトピックを参照してください。

• 「AWS Organizations ユーザーガイド」の「サービスコントロールポリシー (SCP)」。
• 「AWS Control Tower ユーザーガイド」の「Configure the Region deny control」(リージョン拒否コント

ロールを設定する)
• 「AWS Control Tower ユーザーガイド」の「リクエストされた AWS リージョン に基づいて AWS への

アクセスを拒否する」

AWS Trusted Advisor へのアクセスを管理する
AWS Trusted Advisor は AWS Management Console からアクセスできます。すべての AWS アカウント 
は、一部のコア Trusted Advisor チェックにアクセスできます。Business、Enterprise On-Ramp、また
は Enterprise Support プランをお持ちの場合は、すべてのチェックにアクセスできます。詳細について
は、AWS Trusted Advisor チェックリファレンス (p. 71) を参照してください。

AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して、Trusted Advisor へのアクセスを制御できます。

トピック
• Trusted Advisor コンソールのアクセス許可 (p. 239)
• Trusted Advisor アクション (p. 243)
• IAM ポリシーの例 (p. 246)
• 以下も参照してください。 (p. 249)

Trusted Advisor コンソールのアクセス許可
Trusted Advisor コンソールにアクセスするには、一連の最小限の許可が必要です。これらの許可によ
り、AWS アカウント アカウントの Trusted Advisor リソースの詳細をリストおよび表示できます。

次のオプションを使用して、Trusted Advisor へのアクセスを制御できます。

• Trusted Advisor コンソールのタグフィルター機能を使用します。ユーザーまたはロールには、タグに関
連付けられたアクセス許可が必要です。
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AWS 管理ポリシーまたはカスタムポリシーを使用して、タグでアクセス許可を割り当てることができま
す。詳細については、「タグを使用した IAM ユーザーおよびロールへのアクセスのアクセスの制御」を
参照してください。

• trustedadvisor 名前空間を使用して IAM ポリシーを作成します。このポリシーを使用して、アク
ションとリソースの許可を指定できます。

ポリシーを作成するときに、アクションを許可または拒否するサービスの名前空間を指定できま
す。Trusted Advisor の名前空間は trustedadvisor です。ただし、trustedadvisor 名前空間を使用
して、AWS Support API での Trusted Advisor API オペレーションを許可または拒否することはできませ
ん。代わりに、AWS Support の support 名前空間を使用する必要があります｡

Note

AWS Support API へ のアクセス許可を有している場合、AWS Management Console の Trusted 
Advisor ウィジェットに Trusted Advisor の結果の要約ビューが表示されます。Trusted Advisor コ
ンソールで結果を表示するには、trustedadvisor 名前空間へのアクセス許可が必要です。

Trusted Advisor アクション
コンソールでは、次の Trusted Advisor アクションを実行できます。これらの Trusted Advisor アクション
を IAM ポリシーで指定して、特定のアクションを許可または拒否することもできます。

アクション 説明

DescribeAccount AWS Support プランおよびさまざまな Trusted 
Advisor 設定を表示する許可を付与します。

DescribeAccountAccess AWS アカウント が Trusted Advisor を有効また
は無効にしたかどうかを表示する許可を付与しま
す。

DescribeCheckItems チェックアイテムの詳細を表示するアクセス許可
を付与します。

DescribeCheckRefreshStatuses Trusted Advisor チェックの更新ステータスを表示
するアクセス許可を付与します。

DescribeCheckSummaries Trusted Advisor チェックのサマリーを表示するア
クセス許可を付与します。

DescribeChecks Trusted Advisor チェックの詳細を表示するアクセ
ス許可を付与します。

DescribeNotificationPreferences AWS アカウントの通知設定を表示するアクセス許
可を付与します。

ExcludeCheckItems Trusted Advisor チェックのレコメンデーションを
除外するアクセス許可を付与します。

IncludeCheckItems Trusted Advisor チェックのレコメンデーションを
含めるアクセス許可を付与します。

RefreshCheck Trusted Advisor チェックを更新するアクセス許可
を付与します。

SetAccountAccess アカウントの Trusted Advisor を有効または無効に
する許可を付与します。
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アクション 説明

UpdateNotificationPreferences Trusted Advisor の通知設定を更新するアクセス許
可を付与します。

組織ビューの Trusted Advisor アクション
次の Trusted Advisor アクションは、組織ビュー機能用です。詳細については、「AWS Trusted Advisor の
組織ビュー (p. 31)」を参照してください。

アクション 説明

DescribeOrganization AWS アカウント が組織ビュー機能を有効にする要
件を満たしているかどうかを表示する許可を付与
します。

DescribeOrganizationAccounts 組織内のリンクされた AWS アカウントを表示する
アクセス許可を付与します。

DescribeReports 組織ビューレポートの詳細 (レポート名、ランタイ
ム、作成日、ステータス、形式など) を表示するア
クセス許可を付与します。

DescribeServiceMetadata AWS リージョン、チェックカテゴリ、チェック
名、リソースステータスなど、組織ビューレポー
トに関する情報を表示する許可を付与します。

GenerateReport 組織内の Trusted Advisor チェックのレポートを作
成するアクセス許可を付与します。

ListAccountsForParent ルートまたは組織単位 (OU) に含まれる AWS 組織
内のすべてのアカウントを Trusted Advisor コン
ソールで表示するアクセス許可を付与します。

ListOrganizationalUnitsForParent 親組織単位またはルート内のすべての組織単位 
(OU)を Trusted Advisor コンソールで表示するアク
セス許可を付与します。

ListRoots AWS 組織で定義されたすべてのルートを Trusted 
Advisor コンソールで表示するアクセス許可を付与
します。

SetOrganizationAccess Trusted Advisor の組織ビュー機能を有効にするア
クセス許可を付与します。

Trusted Advisor 優先度アクション
自分のアカウントで Trusted Advisor Priority を有効化していると、次の Trusted Advisor アクションをコン
ソールで実行できます。また、これらの Trusted Advisor アクションを IAM ポリシーに追加し、特定のア
クションを許可または拒否することもできます。詳細については、「Trusted Advisor Priority の IAM ポリ
シー例 (p. 248)」を参照してください。

Note

Trusted Advisor 優先度に現れるリスクは、テクニカルアカウントマネージャー (TAM) がアカウン
トに対して特定したレコメンデーションです。Trusted Advisor チェックなどのサービスからのレ
コメンデーションは、自動的に作成されます。TAM からのレコメンデーションは手動で作成され
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ます。次に、TAM がこれらのレコメンデーションを送信して、アカウントの Trusted Advisor 優
先順位に表示されます。

詳細については、「AWS Trusted Advisor Priority の開始方法 (p. 57)」を参照してください。

アクション 説明

DescribeRisks Trusted Advisor Priority でリスクを表示する許可を
付与します

DescribeRisk Trusted Advisor Priority でリスクの詳細を表示する
許可を付与します

DescribeRiskResources Trusted Advisor Priority でリスクの影響を受けるリ
ソースを表示する許可を付与します

DownloadRisk Trusted Advisor Priority でリスクに関する詳細を含
むファイルをダウンロードする許可を付与します

UpdateRiskStatus Trusted Advisor Priority でリスクステータスを更新
する許可を付与します

DescribeNotificationConfigurations Trusted Advisor Priority のメール通知設定を取得す
る許可を付与します。

UpdateNotificationConfigurations Trusted Advisor Priority のメール通知設定を作成ま
たは更新する許可を付与します。

DeleteNotificationConfigurationForDelegatedAdminTrusted Advisor Priority の委任管理者アカウントか
らメール通知設定を削除する許可を組織管理アカ
ウントに付与します。

Trusted Advisor Engage アクション
自分のアカウントで Trusted Advisor Engage を有効化していると、次の Trusted Advisor アクションをコ
ンソールで実行できます。また、これらの Trusted Advisor アクションを IAM ポリシーに追加し、特定の
アクションを許可または拒否することもできます。詳細については、「Trusted Advisor Engage の IAM ポ
リシー例 (p. 249)」を参照してください。

詳細については、「AWS Trusted Advisor Engage を開始する (プレビュー) (p. 64)」を参照してくださ
い。

アクション 説明

CreateEngagement エンゲージメントを Trusted Advisor Engage で作
成するアクセス許可を付与。

CreateEngagementAttachment エンゲージメントアタッチメントを Trusted 
Advisor Engage で作成するアクセス許可を付与。

CreateEngagementCommunication エンゲージメントコミュニケーションを Trusted 
Advisor Engage で作成するアクセス許可を付与。

GetEngagement エンゲージメントを Trusted Advisor Engage で表
示するアクセス許可を付与。

GetEngagementAttachment エンゲージメントのアタッチメントを Trusted 
Advisor Engage で表示するアクセス許可を付与。
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アクション 説明

GetEngagementType 特定のエンゲージメントタイプを Trusted Advisor 
Engage で表示するアクセス許可を付与。

ListEngagementCommunications エンゲージメントに対するすべてのコミュニケー
ションを Trusted Advisor Engage で表示するアク
セス許可を付与。

ListEngagements すべてのエンゲージメントを Trusted Advisor 
Engage で表示するアクセス許可を付与。

ListEngagementTypes すべてのエンゲージメントタイプを Trusted 
Advisor Engage で表示するアクセス許可を付与。

UpdateEngagementStatus エンゲージメントのステータスを Trusted Advisor 
Engage で更新するアクセス許可を付与。

IAM ポリシーの例
次のポリシーは、Trusted Advisor へのアクセスを許可および拒否する方法を示しています。以下のいず
れかのポリシーを使用して、IAM コンソールでカスタマーマネージドポリシーを作成できます。例えば、
サンプルポリシーをコピーして IAM コンソールの [JSON] タブに貼り付けることができます。次に、IAM 
ユーザー、グループ、またはロールにポリシーをアタッチします。

IAM ポリシーの作成方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成 (コンソール)」
を参照してください。

例
• Trusted Advisor へのフルアクセス (p. 246)
• Trusted Advisor への読み取り専用アクセス (p. 247)
• Trusted Advisor へのアクセスを拒否する (p. 247)
• 特定のアクションを許可および拒否する (p. 247)
• Trusted Advisor の AWS Support API オペレーションへのアクセスを制御する (p. 247)
• Trusted Advisor Priority の IAM ポリシー例 (p. 248)
• Trusted Advisor Engage の IAM ポリシー例 (p. 249)

Trusted Advisor へのフルアクセス

次のポリシーでは、ユーザーは、Trusted Advisor コンソールですべての Trusted Advisor チェックに対す
るすべてのアクションを表示および実行できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "trustedadvisor:*", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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Trusted Advisor への読み取り専用アクセス
以下のポリシーでは、ユーザーに Trusted Advisor コンソールへの読み取り専用アクセスを許可します。
ユーザーは、変更 (更新チェックや通知設定の変更など) を行うことはできません。

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

Trusted Advisor へのアクセスを拒否する
次のポリシーでは、ユーザーは、Trusted Advisor コンソールで Trusted Advisor チェックのアクションを
表示することや実行することはできません。

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

特定のアクションを許可および拒否する
次のポリシーでは、ユーザーは Trusted Advisor コンソールですべての Trusted Advisor チェックを表示で
きますが、チェックを更新することはできません。

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

Trusted Advisor の AWS Support API オペレーションへのアクセスを制御する
AWS Management Console では、個別の trustedadvisor IAM 名前空間によって Trusted Advisor へ
のアクセスが制御されます。trustedadvisor 名前空間を使用して、AWS Support API での Trusted 
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Advisor API オペレーションを許可または拒否することはできません。代わりに、support 名前空間を使
用します。Trusted Advisor をプログラムで呼び出すには、AWS Support API に対するアクセス許可が必要
です。

たとえば、RefreshTrustedAdvisorCheck オペレーションを呼び出す場合は、ポリシーでこのアクションに
対するアクセス許可が必要です。

Example : Trusted Advisor API オペレーションのみを許可します。

次のポリシーでは、ユーザーは Trusted Advisor の AWS Support API オペレーションにアクセスできます
が、残りの AWS Support API オペレーションにアクセスすることはできません。例えば、ユーザーは API 
を使用してチェックを表示および更新できます。ユーザーは、AWS Supportケースを作成、表示、更新、
および解決することはできません。

このポリシーを使用して、Trusted Advisor API オペレーションをプログラムで呼び出すことができます
が、このポリシーを使用して Trusted Advisor コンソールでチェックを表示することや更新することはでき
ません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "support:DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses", 
                "support:DescribeTrustedAdvisorCheckResult", 
                "support:DescribeTrustedAdvisorChecks", 
                "support:DescribeTrustedAdvisorCheckSummaries", 
                "support:RefreshTrustedAdvisorCheck", 
                "trustedadvisor:Describe*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "support:AddAttachmentsToSet", 
                "support:AddCommunicationToCase", 
                "support:CreateCase", 
                "support:DescribeAttachment", 
                "support:DescribeCases", 
                "support:DescribeCommunications", 
                "support:DescribeServices", 
                "support:DescribeSeverityLevels", 
                "support:ResolveCase" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

IAM と AWS Support および Trusted Advisor が連携する方法の詳細については、「アクショ
ン (p. 207)」を参照してください。

Trusted Advisor Priority の IAM ポリシー例

Trusted Advisor Priority へのアクセスを制御するには、次の AWS マネージドポリシーを使用します。詳
細については、AWS Trusted Advisor の AWS マネージドポリシー (p. 229) および AWS Trusted Advisor 
Priority の開始方法 (p. 57) を参照してください。

API バージョン 2013-04-15
248

https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/APIReference/API_RefreshTrustedAdvisorCheck.html


AWS Support ユーザーガイド
トラブルシューティング

Trusted Advisor Engage の IAM ポリシー例
Note

Trusted Advisor Engage はプレビューリリース中であり、現在のところ AWS マネージドポリ
シーはありません。以下のいずれかのポリシーを使用して、IAM コンソールでカスタマーマネー
ジドポリシーを作成できます。

Trusted Advisor Engage での読み取りおよび書き込みアクセス権を付与するポリシーの例:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "trustedadvisor:CreateEngagement*", 
                "trustedadvisor:DescribeAccount*", 
                "trustedadvisor:GetEngagement*", 
                "trustedadvisor:ListEngagement*", 
                "trustedadvisor:UpdateEngagement*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Trusted Advisor Engage での読み取り専用アクセス権を付与するポリシーの例:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "trustedadvisor:DescribeAccount*", 
                "trustedadvisor:GetEngagement*", 
                "trustedadvisor:ListEngagement*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

以下も参照してください。
Trusted Advisor アクセス許可の詳細については、次のリソースを参照してください。

• IAM ユーザーガイドの「AWS Trusted Advisor で定義されるアクション」
• Trusted Advisor コンソールへのアクセスの制御

AWS Support 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、AWS Support 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
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• iam:PassRole を実行する権限がない (p. 250)
• アクセスキーを表示したい (p. 250)
• 管理者として AWS Support へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 250)
• AWS アカウント以外の人が私の AWS Support リソースにアクセスできるようにしたい (p. 251)

iam:PassRole を実行する権限がない
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
AWS Support にロールを渡すことができ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や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できます。そのためには、サービスにロールを渡す許可が必要です。

以下の例のエラーは、 marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して AWS Support 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。

アクセスキーを表示したい
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーを再表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合は、新し
いキーペアを作成する必要があります。

アクセスキーは、アクセスキー ID (例: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー (例:
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) の 2 つの部分から構成されています。ユーザー名
とパスワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両
方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーを安全に管理してくださ
い。

Important

正規のユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサードパーティーに提供しないで
ください。提供すると、第三者がアカウントへの永続的なアクセスを取得する場合があります。

アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存す
るように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できま
す。シークレットアクセスキーを紛失した場合、IAM ユーザーに新しいアクセスキーを追加する必要があ
ります。アクセスキーは最大 2 つまで持つことができます。既に 2 つある場合は、新しいキーペアを作成
する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、IAM ユーザーガイドの「アクセス
キーの管理」を参照してください。

管理者として AWS Support へのアクセスを他のユーザーに許可
したい
AWS Support へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリケー
ションの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーは、このエン
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ティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、AWS Support の適切なアクセス許可を付
与するポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要があります。

すぐに開始するには、IAM ユーザーガイドの「IAM が委任した最初のユーザーおよびグループの作成」を
参照してください。

AWS アカウント以外の人が私の AWS Support リソースにアクセ
スできるようにしたい
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
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、以下をご参照ください。

• AWS Support がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、AWS Support と IAM の連
携について (p. 207) をご参照ください。

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

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

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

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

インシデントへの対応
AWS Support のインシデントへの対応は、AWS の責任事項です。AWS には、インシデントへの対応を管
理する正式な文書化されたポリシーとプログラムがあります。詳細については、「AWS セキュリティイン
シデント対応に関するホワイトペーパー」を参照してください。

以下のオプションを使用すると、運用上の問題について通知を受けることができます。

• 広範な影響を与える AWS の運用上の問題を AWS Service Health Dashboard で確認します。たとえば、
アカウントに固有ではないサービスやリージョンに影響するイベントなどです。

• AWS Health Dashboardで、個々のアカウントの運用上の問題を表示します。たとえば、アカウントの
サービスやリソースに影響するイベントなどです。詳細については、AWS Health ユーザーガイドの
「AWS Health Dashboard の開始」を参照してください。

AWS Support と AWS Trusted Advisor でのログ記
録とモニタリング

モニタリングは、AWS Support と AWS Trusted Advisor および他の AWS ソリューションの信頼性、可
用性、およびパフォーマンスを維持する上で重要な部分です。AWS には、AWS Support および AWS 
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Trusted Advisor を監視したり、問題が発生したときに報告したり、必要に応じてアクションを実行したり
するために以下のモニタリングツールが用意されています。

• Amazon CloudWatch は、AWS のリソースおよび AWS で実行しているアプリケーションをリアルタイ
ムでモニタリングします。メトリクスを収集および追跡し、カスタマイズされたダッシュボードを作成
し、指定されたメトリクスが指定したしきい値に達したときに通知またはアクションを実行するアラー
ムを設定できます。例えば、CloudWatch で Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタン
スの CPU 使用率などのメトリクスを追跡し、必要に応じて新しいインスタンスを自動的に起動するこ
とができます。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

• Amazon EventBridge は、AWS リソースの変更を記述したシステムイベントのストリームをほぼリアル
タイムに配信します。EventBridge で自動イベント駆動型コンピューティングを有効にすると、特定の
イベントを監視するルールを記述し、これらのイベントが発生したときに他の AWS のサービスで自動
アクションをトリガーできます。詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」を参照し
てください。

• 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 Simple Storage Service (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。

詳細については、AWS Support でのモニタリングとログ記録 (p. 311) および AWS Trusted Advisor での
モニタリングとログ記録 (p. 328) を参照してください。

AWS Support 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。

• 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
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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 Support 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 Support 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 Support は、ホワイトペーパー「Amazon Web Services のセキュリティ
プロセスの概要」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 Support 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。

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。

AWS Support での設定と脆弱性の分析
AWS Trusted Advisor の場合、AWS はゲストオペレーティングシステム (OS) やデータベースへのパッチ
適用、ファイアウォール設定、災害対策などの基本的なセキュリティタスクを処理します。

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 SDK を使用した AWS Support 
のコード例

以下は、AWS Support ソフトウェア開発キット (SDK) で AWS を使用する方法を説明するコード例です。

「アクション」は、個々のサービス関数の呼び出し方法を示すコードの抜粋です。

「シナリオ」は、同じサービス内で複数の関数を呼び出して、特定のタスクを実行する方法を示すコード
例です。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での AWS Support の
使用 (p. 14)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

開始方法

Hello AWS Support
次のコード例は、AWS Support の使用を開始する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

using Amazon.AWSSupport;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;

public static class HelloSupport
{ 
    static async Task Main(string[] args) 
    { 
        // Use the AWS .NET Core Setup package to set up dependency injection for 
 the AWS Support service. 
        // Use your AWS profile name, or leave it blank to use the default profile. 
        // You must have one of the following AWS Support plans: Business, 
 Enterprise On-Ramp, or Enterprise. Otherwise, an exception will be thrown. 
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args) 
            .ConfigureServices((_, services) => 
                services.AddAWSService<IAmazonAWSSupport>() 
            ).Build(); 

        // Now the client is available for injection. 
        var supportClient = host.Services.GetRequiredService<IAmazonAWSSupport>(); 

        // You can use await and any of the async methods to get a response. 
        var response = await supportClient.DescribeServicesAsync(); 
        Console.WriteLine($"\tHello AWS Support! There are 
 {response.Services.Count} services available."); 
    }
}
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• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「DescribeServices」を参
照してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

/** 
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 *  In addition, you must have the AWS Business Support Plan to use the AWS Support 
 Java API. For more information, see: 
 * 
 *  https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/ 
 * 
 *  This Java example performs the following task: 
 * 
 * 1. Gets and displays available services. 
 * 
 * 
 * NOTE: To see multiple operations, see SupportScenario. 
 */

public class HelloSupport { 

    public static void main(String[] args) { 
        Region region = Region.US_WEST_2; 
        SupportClient supportClient = SupportClient.builder() 
            .region(region) 
            .build(); 

        System.out.println("***** Step 1. Get and display available services."); 
        displayServices(supportClient); 
      } 

   // Return a List that contains a Service name and Category name. 
    public static void displayServices(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            DescribeServicesRequest servicesRequest = 
 DescribeServicesRequest.builder() 
                .language("en") 
                .build(); 

            DescribeServicesResponse response = 
 supportClient.describeServices(servicesRequest); 
            List<Service> services = response.services(); 

            System.out.println("Get the first 10 services"); 
            int index = 1; 
            for (Service service: services) { 
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                if (index== 11) 
                    break; 

                System.out.println("The Service name is: "+service.name()); 

                // Display the Categories for this service. 
                List<Category> categories = service.categories(); 
                for (Category cat: categories) { 
                    System.out.println("The category name is: "+cat.name()); 
                } 
                index++ ; 
            } 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「DescribeServices」
を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

`main()` を呼び出してサンプルを実行します。

import { 
  DescribeServicesCommand, 
  SupportClient,
} from "@aws-sdk/client-support";

// Change the value of 'region' to your preferred AWS Region.
const client = new SupportClient({ region: "us-east-1" });

const getServiceCount = async () => { 
  try { 
    const { services } = await client.send(new DescribeServicesCommand({})); 
    return services.length; 
  } catch (err) { 
    if (err.name === "SubscriptionRequiredException") { 
      throw new Error( 
        "You must be subscribed to the AWS Support plan to use this feature." 
      ); 
    } else { 
      throw err; 
    } 
  }
};

export const main = async () => { 
  try { 
    const count = await getServiceCount(); 
    console.log(`Hello, AWS Support! There are ${count} services available.`); 
  } catch (err) { 
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    console.error("Failed to get service count: ", err.message); 
  }
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の
「DescribeServices」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

/**
Before running this Kotlin code example, set up your development environment,
including your credentials.

For more information, see the following documentation topic:
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/latest/developer-guide/setup.html

In addition, you must have the AWS Business Support Plan to use the AWS Support 
 Java API. For more information, see:

https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/

This Kotlin example performs the following task:

1. Gets and displays available services. 
 */

suspend fun main() { 
    displaySomeServices()
}

// Return a List that contains a Service name and Category name.
suspend fun displaySomeServices() { 
    val servicesRequest = DescribeServicesRequest { 
        language = "en" 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeServices(servicesRequest) 
        println("Get the first 10 services") 
        var index = 1 

        response.services?.forEach { service -> 
            if (index == 11) { 
                return@forEach 
            } 

            println("The Service name is: " + service.name) 

            // Get the categories for this service. 
            service.categories?.forEach { cat -> 
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                println("The category name is ${cat.name}") 
                index++ 
            } 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「DescribeServices」を参
照してください。

コード例
• AWS SDK を使用した AWS Support 向けアクション (p. 258)

• AWS SDK を使用してケースに AWS Support コミュニケーションを追加する (p. 259)
• AWS SDK を使用してセットに AWS Support 添付ファイルを追加する (p. 261)
• AWS SDK を使用して AWS Support ケースを作成する (p. 264)
• AWS SDK を使用して AWS Support ケースの添付ファイルについて説明する (p. 267)
• AWS SDK を使用して AWS Support ケースについて説明する (p. 269)
• AWS SDK を使用してケースの AWS Support コミュニケーションについて説明す

る (p. 272)
• AWS SDK を使用して、サポートケースで利用可能な AWS サービスについて説明す

る (p. 275)
• AWS SDK を使用して AWS Support 重要度レベルについて説明する (p. 278)
• AWS SDK を使用して AWS Support ケースを解決する (p. 280)

• AWS SDK を使用する AWS Support のシナリオ (p. 282)
• AWS SDK を使用して AWS Support ケースを開始する (p. 283)

AWS SDK を使用した AWS Support 向けアクショ
ン

以下は、AWS SDK を使用して個々の AWS Support アクションを実行する方法を説明するコード例です。
これらの抜粋は AWS Support を呼び出し、単独での実行を意図するものではありません。それぞれの例に
は、GitHub へのリンクがあり、コンテキストでコードを設定および実行する方法についての説明が記載さ
れています。

以下の例には、最も一般的に使用されるアクションだけが含まれています。詳細な一覧については、
「AWS Support API リファレンス」を参照してください。

例
• AWS SDK を使用してケースに AWS Support コミュニケーションを追加する (p. 259)
• AWS SDK を使用してセットに AWS Support 添付ファイルを追加する (p. 261)
• AWS SDK を使用して AWS Support ケースを作成する (p. 264)
• AWS SDK を使用して AWS Support ケースの添付ファイルについて説明する (p. 267)
• AWS SDK を使用して AWS Support ケースについて説明する (p. 269)
• AWS SDK を使用してケースの AWS Support コミュニケーションについて説明する (p. 272)
• AWS SDK を使用して、サポートケースで利用可能な AWS サービスについて説明する (p. 275)
• AWS SDK を使用して AWS Support 重要度レベルについて説明する (p. 278)
• AWS SDK を使用して AWS Support ケースを解決する (p. 280)
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AWS SDK を使用してケースに AWS Support コミュ
ニケーションを追加する
次のコード例は、添付機能を備えた AWS Support コミュニケーションをサポートケースに追加する方法を
示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Add communication to a case, including optional attachment set ID and CC 
 email addresses. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseId">Id for the support case.</param> 
    /// <param name="body">Body text of the communication.</param> 
    /// <param name="attachmentSetId">Optional Id for an attachment set.</param> 
    /// <param name="ccEmailAddresses">Optional list of CC email addresses.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> AddCommunicationToCase(string caseId, string body, 
        string? attachmentSetId = null, List<string>? ccEmailAddresses = null) 
    { 
        var response = await _amazonSupport.AddCommunicationToCaseAsync( 
            new AddCommunicationToCaseRequest() 
            { 
                CaseId = caseId, 
                CommunicationBody = body, 
                AttachmentSetId = attachmentSetId, 
                CcEmailAddresses = ccEmailAddresses 
            }); 
        return response.Result; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の
「AddCommunicationToCase」を参照してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void addAttachSupportCase(SupportClient supportClient, String 
 caseId, String attachmentSetId) { 
        try { 
            AddCommunicationToCaseRequest caseRequest = 
 AddCommunicationToCaseRequest.builder() 
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                .caseId(caseId) 
                .attachmentSetId(attachmentSetId) 
                .communicationBody("Please refer to attachment for details.") 
                .build(); 

            AddCommunicationToCaseResponse response = 
 supportClient.addCommunicationToCase(caseRequest); 
            if (response.result()) 
                System.out.println("You have successfully added a communication to 
 an AWS Support case"); 
            else 
                System.out.println("There was an error adding the communication to 
 an AWS Support case"); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の
「AddCommunicationToCase」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

import { AddCommunicationToCaseCommand } from "@aws-sdk/client-support";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  let attachmentSetId; 

  try { 
    // Add a communication to a case. 
    const response = await client.send( 
      new AddCommunicationToCaseCommand({ 
        communicationBody: "Adding an attachment.", 
        // Set value to an existing support case id. 
        caseId: "CASE_ID", 
        // Optional. Set value to an existing attachment set id to add attachments 
 to the case. 
        attachmentSetId, 
      }) 
    ); 
    console.log(response); 
    return response; 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の
「AddCommunicationToCase」を参照してください。
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Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun addAttachSupportCase(caseIdVal: String?, attachmentSetIdVal: String?) { 
    val caseRequest = AddCommunicationToCaseRequest { 
        caseId = caseIdVal 
        attachmentSetId = attachmentSetIdVal 
        communicationBody = "Please refer to attachment for details." 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.addCommunicationToCase(caseRequest) 
        if (response.result) { 
            println("You have successfully added a communication to an AWS Support 
 case") 
        } else { 
            println("There was an error adding the communication to an AWS Support 
 case") 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の
「AddCommunicationToCase」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での AWS Support の
使用 (p. 14)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用してセットに AWS Support 添付
ファイルを追加する
次のコード例は、AWS Support 添付ファイルを添付セットに追加する方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Add an attachment to a set, or create a new attachment set if one does not 
 exist. 
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    /// </summary> 
    /// <param name="data">The data for the attachment.</param> 
    /// <param name="fileName">The file name for the attachment.</param> 
    /// <param name="attachmentSetId">Optional setId for the attachment. Creates a 
 new attachment set if empty.</param> 
    /// <returns>The setId of the attachment.</returns> 
    public async Task<string> AddAttachmentToSet(MemoryStream data, string 
 fileName, string? attachmentSetId = null) 
    { 
        var response = await _amazonSupport.AddAttachmentsToSetAsync( 
            new AddAttachmentsToSetRequest 
            { 
                AttachmentSetId = attachmentSetId, 
                Attachments = new List<Attachment> 
                { 
                    new Attachment 
                    { 
                        Data = data, 
                        FileName = fileName 
                    } 
                } 
            }); 
        return response.AttachmentSetId; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「AddAttachmentsToSet」
を参照してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static String addAttachment(SupportClient supportClient, String 
 fileAttachment) { 
        try { 
            File myFile = new File(fileAttachment); 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(myFile); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            Attachment attachment = Attachment.builder() 
                .fileName(myFile.getName()) 
                .data(sourceBytes) 
                .build(); 

            AddAttachmentsToSetRequest setRequest = 
 AddAttachmentsToSetRequest.builder() 
                .attachments(attachment) 
                .build(); 

            AddAttachmentsToSetResponse response = 
 supportClient.addAttachmentsToSet(setRequest); 
            return response.attachmentSetId(); 

        } catch (SupportException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
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            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の
「AddAttachmentsToSet」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

import { AddAttachmentsToSetCommand } from "@aws-sdk/client-support";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  try { 
    // Create a new attachment set or add attachments to an existing set. 
    // Provide an 'attachmentSetId' value to add attachments to an existing set. 
    // Use AddCommunicationToCase or CreateCase to associate an attachment set with 
 a support case. 
    const response = await client.send( 
      new AddAttachmentsToSetCommand({ 
        // You can add up to three attachments per set. The size limit is 5 MB per 
 attachment. 
        attachments: [ 
          { 
            fileName: "example.txt", 
            data: new TextEncoder().encode("some example text"), 
          }, 
        ], 
      }) 
    ); 
    // Use this ID in AddCommunicationToCase or CreateCase. 
    console.log(response.attachmentSetId); 
    return response; 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の
「AddAttachmentsToSet」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
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AWS Support ユーザーガイド
ケースを作成する

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun addAttachment(fileAttachment: String): String? { 
    val myFile = File(fileAttachment) 
    val sourceBytes = (File(fileAttachment).readBytes()) 
    val attachmentVal = Attachment { 
        fileName = myFile.name 
        data = sourceBytes 
    } 

    val setRequest = AddAttachmentsToSetRequest { 
        attachments = listOf(attachmentVal) 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.addAttachmentsToSet(setRequest) 
        return response.attachmentSetId 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の
「AddAttachmentsToSet」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での AWS Support の
使用 (p. 14)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して AWS Support ケースを作成す
る
次のコード例は、新しい AWS Support ケースの作成方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Create a new support case. 
    /// </summary> 
    /// <param name="serviceCode">Service code for the new case.</param> 
    /// <param name="categoryCode">Category for the new case.</param> 
    /// <param name="severityCode">Severity code for the new case.</param> 
    /// <param name="subject">Subject of the new case.</param> 
    /// <param name="body">Body text of the new case.</param> 
    /// <param name="language">Optional language support for your case. 
    /// Currently "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported.</param> 
    /// <param name="attachmentSetId">Optional Id for an attachment set for the new 
 case.</param> 
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AWS Support ユーザーガイド
ケースを作成する

    /// <param name="issueType">Optional issue type for the new case. Options are 
 "customer-service" or "technical".</param> 
    /// <returns>The caseId of the new support case.</returns> 
    public async Task<string> CreateCase(string serviceCode, string categoryCode, 
 string severityCode, string subject, 
        string body, string language = "en", string? attachmentSetId = null, string 
 issueType = "customer-service") 
    { 
        var response = await _amazonSupport.CreateCaseAsync( 
            new CreateCaseRequest() 
            { 
                ServiceCode = serviceCode, 
                CategoryCode = categoryCode, 
                SeverityCode = severityCode, 
                Subject = subject, 
                Language = language, 
                AttachmentSetId = attachmentSetId, 
                IssueType = issueType, 
                CommunicationBody = body 
            }); 
        return response.CaseId; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「CreateCase」を参照し
てください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static String createSupportCase(SupportClient supportClient, 
 List<String> sevCatList, String sevLevel) { 
        try { 
            String serviceCode = sevCatList.get(0); 
            String caseCat = sevCatList.get(1); 
            CreateCaseRequest caseRequest = CreateCaseRequest.builder() 
                .categoryCode(caseCat.toLowerCase()) 
                .serviceCode(serviceCode.toLowerCase()) 
                .severityCode(sevLevel.toLowerCase()) 
                .communicationBody("Test issue with "+serviceCode.toLowerCase()) 
                .subject("Test case, please ignore") 
                .language("en") 
                .issueType("technical") 
                .build(); 

            CreateCaseResponse response = supportClient.createCase(caseRequest); 
            return response.caseId(); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }
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AWS Support ユーザーガイド
ケースを作成する

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「CreateCase」を参照
してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

import { CreateCaseCommand } from "@aws-sdk/client-support";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  try { 
    // Create a new case and log the case id. 
    // Important: This creates a real support case in your account. 
    const response = await client.send( 
      new CreateCaseCommand({ 
        // The subject line of the case. 
        subject: "IGNORE: Test case", 
        // Use DescribeServices to find available service codes for each service. 
        serviceCode: "service-quicksight-end-user", 
        // Use DescribeSecurityLevels to find available severity codes for your 
 support plan. 
        severityCode: "low", 
        // Use DescribeServices to find available category codes for each service. 
        categoryCode: "end-user-support", 
        // The main description of the support case.  
        communicationBody: "This is a test. Please ignore." 
      }) 
    ); 
    console.log(response.caseId); 
    return response; 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「CreateCase」を参
照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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AWS Support ユーザーガイド
添付ファイルを説明する

suspend fun createSupportCase(sevCatListVal: List<String>, sevLevelVal: String): 
 String? { 
    val serCode = sevCatListVal[0] 
    val caseCategory = sevCatListVal[1] 
    val caseRequest = CreateCaseRequest { 
        categoryCode = caseCategory.lowercase(Locale.getDefault()) 
        serviceCode = serCode.lowercase(Locale.getDefault()) 
        severityCode = sevLevelVal.lowercase(Locale.getDefault()) 
        communicationBody = "Test issue with 
 ${serCode.lowercase(Locale.getDefault())}" 
        subject = "Test case, please ignore" 
        language = "en" 
        issueType = "technical" 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.createCase(caseRequest) 
        return response.caseId 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「CreateCase」を参照し
てください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での AWS Support の
使用 (p. 14)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して AWS Support ケースの添付
ファイルについて説明する
次のコード例は、AWS Support ケースの添付ファイルの説明方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Get description of a specific attachment. 
    /// </summary> 
    /// <param name="attachmentId">Id of the attachment, usually fetched by 
 describing the communications of a case.</param> 
    /// <returns>The attachment object.</returns> 
    public async Task<Attachment> DescribeAttachment(string attachmentId) 
    { 
        var response = await _amazonSupport.DescribeAttachmentAsync( 
            new DescribeAttachmentRequest() 
            { 
                AttachmentId = attachmentId 
            }); 
        return response.Attachment; 
    }
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AWS Support ユーザーガイド
添付ファイルを説明する

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「DescribeAttachment」を
参照してください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void describeAttachment(SupportClient supportClient,String 
 attachId) { 
        try { 
            DescribeAttachmentRequest attachmentRequest = 
 DescribeAttachmentRequest.builder() 
                .attachmentId(attachId) 
                .build(); 

            DescribeAttachmentResponse response = 
 supportClient.describeAttachment(attachmentRequest); 
            System.out.println("The name of the file is 
 "+response.attachment().fileName()); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の
「DescribeAttachment」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

import { DescribeAttachmentCommand } from "@aws-sdk/client-support";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  try { 
    // Get the metadata and content of an attachment. 
    const response = await client.send( 
      new DescribeAttachmentCommand({ 
        // Set value to an existing attachment id. 
        // Use DescribeCommunications or DescribeCases to find an attachment id. 
        attachmentId: "ATTACHMENT_ID", 
      }) 
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AWS Support ユーザーガイド
ケースを説明する

    ); 
    console.log(response.attachment?.fileName); 
    return response; 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の
「DescribeAttachment」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun describeAttachment(attachId: String?) { 
    val attachmentRequest = DescribeAttachmentRequest { 
        attachmentId = attachId 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeAttachment(attachmentRequest) 
        println("The name of the file is ${response.attachment?.fileName}") 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「DescribeAttachment」
を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での AWS Support の
使用 (p. 14)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して AWS Support ケースについて
説明する
次のコード例は、AWS Support ケースの説明方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。
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AWS Support ユーザーガイド
ケースを説明する

    /// <summary> 
    /// Get case details for a list of case ids, optionally with date filters. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseIds">The list of case IDs.</param> 
    /// <param name="displayId">Optional display ID.</param> 
    /// <param name="includeCommunication">True to include communication. Defaults 
 to true.</param> 
    /// <param name="includeResolvedCases">True to include resolved cases. Defaults 
 to false.</param> 
    /// <param name="afterTime">The optional start date for a filtered search.</
param> 
    /// <param name="beforeTime">The optional end date for a filtered search.</
param> 
    /// <param name="language">Optional language support for your case. 
    /// Currently "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported.</param> 
    /// <returns>A list of CaseDetails.</returns> 
    public async Task<List<CaseDetails>> DescribeCases(List<string> caseIds, 
 string? displayId = null, bool includeCommunication = true, 
        bool includeResolvedCases = false, DateTime? afterTime = null, DateTime? 
 beforeTime = null, 
        string language = "en") 
    { 
        var results = new List<CaseDetails>(); 
        var paginateCases = _amazonSupport.Paginators.DescribeCases( 
            new DescribeCasesRequest() 
            { 
                CaseIdList = caseIds, 
                DisplayId = displayId, 
                IncludeCommunications = includeCommunication, 
                IncludeResolvedCases = includeResolvedCases, 
                AfterTime = afterTime?.ToString("s"), 
                BeforeTime = beforeTime?.ToString("s"), 
                Language = language 
            }); 
        // Get the entire list using the paginator. 
        await foreach (var cases in paginateCases.Cases) 
        { 
            results.Add(cases); 
        } 
        return results; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「DescribeCases」を参照
してください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void getOpenCase(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            // Specify the start and end time. 
            Instant now = Instant.now(); 
            java.time.LocalDate.now(); 

API バージョン 2013-04-15
270

https://docs.aws.amazon.com/goto/DotNetSDKV3/support-2013-04-15/DescribeCases
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/support#readme
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/javav2/example_code/support#readme


AWS Support ユーザーガイド
ケースを説明する

            Instant yesterday = now.minus(1, ChronoUnit.DAYS); 

            DescribeCasesRequest describeCasesRequest = 
 DescribeCasesRequest.builder() 
                .maxResults(20) 
                .afterTime(yesterday.toString()) 
                .beforeTime(now.toString()) 
                .build(); 

            DescribeCasesResponse response = 
 supportClient.describeCases(describeCasesRequest); 
            List<CaseDetails> cases = response.cases(); 
            for (CaseDetails sinCase: cases) { 
                System.out.println("The case status is "+sinCase.status()); 
                System.out.println("The case Id is "+sinCase.caseId()); 
                System.out.println("The case subject is "+sinCase.subject()); 
            } 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「DescribeCases」を
参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

import { DescribeCasesCommand } from "@aws-sdk/client-support";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  try { 
    // Get all of the unresolved cases in your account. 
    // Filter or expand results by providing parameters to the 
 DescribeCasesCommand. Refer 
    // to the TypeScript definition and the API doc for more information on 
 possible parameters. 
    // https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/client-
support/interfaces/describecasescommandinput.html 
    const response = await client.send(new DescribeCasesCommand({})); 
    const caseIds = response.cases.map((supportCase) => supportCase.caseId); 
    console.log(caseIds); 
    return response; 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「DescribeCases」
を参照してください。
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AWS Support ユーザーガイド
コミュニケーションについて説明する

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun getOpenCase() { 
    // Specify the start and end time. 
    val now = Instant.now() 
    LocalDate.now() 
    val yesterday = now.minus(1, ChronoUnit.DAYS) 
    val describeCasesRequest = DescribeCasesRequest { 
        maxResults = 20 
        afterTime = yesterday.toString() 
        beforeTime = now.toString() 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeCases(describeCasesRequest) 
        response.cases?.forEach { sinCase -> 
            println("The case status is ${sinCase.status}") 
            println("The case Id is ${sinCase.caseId}") 
            println("The case subject is ${sinCase.subject}") 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「DescribeCases」を参照
してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での AWS Support の
使用 (p. 14)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用してケースの AWS Support コミュ
ニケーションについて説明する
次のコード例は、ケースの AWS Support コミュニケーションの説明方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Describe the communications for a case, optionally with a date filter. 
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コミュニケーションについて説明する

    /// </summary> 
    /// <param name="caseId">The ID of the support case.</param> 
    /// <param name="afterTime">The optional start date for a filtered search.</
param> 
    /// <param name="beforeTime">The optional end date for a filtered search.</
param> 
    /// <returns>The list of communications for the case.</returns> 
    public async Task<List<Communication>> DescribeCommunications(string caseId, 
 DateTime? afterTime = null, DateTime? beforeTime = null) 
    { 
        var results = new List<Communication>(); 
        var paginateCommunications = 
 _amazonSupport.Paginators.DescribeCommunications( 
            new DescribeCommunicationsRequest() 
            { 
                CaseId = caseId, 
                AfterTime = afterTime?.ToString("s"), 
                BeforeTime = beforeTime?.ToString("s") 
            }); 
        // Get the entire list using the paginator. 
        await foreach (var communications in paginateCommunications.Communications) 
        { 
            results.Add(communications); 
        } 
        return results; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の
「DescribeCommunications」を参照してください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static String listCommunications(SupportClient supportClient, String 
 caseId) { 
        try { 
            String attachId = null; 
            DescribeCommunicationsRequest communicationsRequest = 
 DescribeCommunicationsRequest.builder() 
                .caseId(caseId) 
                .maxResults(10) 
                .build(); 

            DescribeCommunicationsResponse response = 
 supportClient.describeCommunications(communicationsRequest); 
            List<Communication> communications = response.communications(); 
            for (Communication comm: communications) { 
                System.out.println("the body is: " + comm.body()); 

                //Get the attachment id value. 
                List<AttachmentDetails> attachments = comm.attachmentSet(); 
                for (AttachmentDetails detail : attachments) { 
                    attachId = detail.attachmentId(); 
                } 
            } 
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            return attachId; 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の
「DescribeCommunications」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

import { DescribeCommunicationsCommand } from "@aws-sdk/client-support";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  try { 
    // Get all communications for the support case. 
    // Filter results by providing parameters to the DescribeCommunicationsCommand. 
 Refer 
    // to the TypeScript definition and the API doc for more information on 
 possible parameters. 
    // https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/client-
support/interfaces/describecommunicationscommandinput.html 
    const response = await client.send( 
      new DescribeCommunicationsCommand({ 
        // Set value to an existing case id. 
        caseId: "CASE_ID", 
      }) 
    ); 
    const text = response.communications.map((item) => item.body).join("\n"); 
    console.log(text); 
    return response; 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の
「DescribeCommunications」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
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Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun listCommunications(caseIdVal: String?): String? { 
    val communicationsRequest = DescribeCommunicationsRequest { 
        caseId = caseIdVal 
        maxResults = 10 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeCommunications(communicationsRequest) 
        response.communications?.forEach { comm -> 
            println("the body is: " + comm.body) 
            comm.attachmentSet?.forEach { detail -> 
                return detail.attachmentId 
            } 
        } 
    } 
    return ""
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の
「DescribeCommunications」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での AWS Support の
使用 (p. 14)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して、サポートケースで利用可能な 
AWS サービスについて説明する
次のコード例は、AWS サービスのリストについての説明方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Get the descriptions of AWS services. 
    /// </summary> 
    /// <param name="name">Optional language for services. 
    /// Currently "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported.</param> 
    /// <returns>The list of AWS service descriptions.</returns> 
    public async Task<List<Service>> DescribeServices(string language = "en") 
    { 
        var response = await _amazonSupport.DescribeServicesAsync( 
            new DescribeServicesRequest() 
            { 
                Language = language 
            }); 
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        return response.Services; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「DescribeServices」を参
照してください。

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    // Return a List that contains a Service name and Category name. 
    public static List<String> displayServices(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            DescribeServicesRequest servicesRequest = 
 DescribeServicesRequest.builder() 
                .language("en") 
                .build(); 

            DescribeServicesResponse response = 
 supportClient.describeServices(servicesRequest); 
            String serviceCode = null; 
            String catName = null; 
            List<String> sevCatList = new ArrayList<>(); 
            List<Service> services = response.services(); 

            System.out.println("Get the first 10 services"); 
            int index = 1; 
            for (Service service: services) { 
                if (index== 11) 
                    break; 

                System.out.println("The Service name is: "+service.name()); 
                if (service.name().compareTo("Account") == 0) 
                    serviceCode = service.code(); 

                // Get the Categories for this service. 
                List<Category> categories = service.categories(); 
                for (Category cat: categories) { 
                    System.out.println("The category name is: "+cat.name()); 
                    if (cat.name().compareTo("Security") == 0) 
                        catName = cat.name(); 
                } 
             index++ ; 
            } 

            // Push the two values to the list. 
            sevCatList.add(serviceCode); 
            sevCatList.add(catName); 
            return sevCatList; 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    }
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• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「DescribeServices」
を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin
Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

// Return a List that contains a Service name and Category name.
suspend fun displayServices(): List<String> { 
    var serviceCode = "" 
    var catName = "" 
    val sevCatList = mutableListOf<String>() 
    val servicesRequest = DescribeServicesRequest { 
        language = "en" 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeServices(servicesRequest) 
        println("Get the first 10 services") 
        var index = 1 

        response.services?.forEach { service -> 
            if (index == 11) { 
                return@forEach 
            } 

            println("The Service name is ${service.name}") 
            if (service.name == "Account") { 
                serviceCode = service.code.toString() 
            } 

            // Get the categories for this service. 
            service.categories?.forEach { cat -> 
                println("The category name is ${cat.name}") 
                if (cat.name == "Security") { 
                    catName = cat.name!! 
                } 
            } 
            index++ 
        } 
    } 

    // Push the two values to the list. 
    serviceCode.let { sevCatList.add(it) } 
    catName.let { sevCatList.add(it) } 
    return sevCatList
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「DescribeServices」を参
照してください。
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AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での AWS Support の
使用 (p. 14)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して AWS Support 重要度レベルに
ついて説明する
次のコード例は、AWS Support 重要度レベルの説明方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Get the descriptions of support severity levels. 
    /// </summary> 
    /// <param name="name">Optional language for severity levels. 
    /// Currently "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported.</param> 
    /// <returns>The list of support severity levels.</returns> 
    public async Task<List<SeverityLevel>> DescribeSeverityLevels(string language = 
 "en") 
    { 
        var response = await _amazonSupport.DescribeSeverityLevelsAsync( 
            new DescribeSeverityLevelsRequest() 
            { 
                Language = language 
            }); 
        return response.SeverityLevels; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の
「DescribeSeverityLevels」を参照してください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static String displaySevLevels(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            DescribeSeverityLevelsRequest severityLevelsRequest = 
 DescribeSeverityLevelsRequest.builder() 
                .language("en") 
                .build(); 
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            DescribeSeverityLevelsResponse response = 
 supportClient.describeSeverityLevels(severityLevelsRequest); 
            List<SeverityLevel> severityLevels = response.severityLevels(); 
            String levelName = null; 
            for (SeverityLevel sevLevel: severityLevels) { 
                System.out.println("The severity level name is: "+ 
 sevLevel.name()); 
                if (sevLevel.name().compareTo("High")==0) 
                    levelName = sevLevel.name(); 
            } 
            return levelName; 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の
「DescribeSeverityLevels」を参照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

import { DescribeSeverityLevelsCommand } from "@aws-sdk/client-support";

import { client } from "../libs/client.js";

export const main = async () => { 
  try { 
    // Get the list of severity levels. 
    // The available values depend on the support plan for the account. 
    const response = await client.send(new DescribeSeverityLevelsCommand({})); 
    console.log(response.severityLevels) 
    return response; 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の
「DescribeSeverityLevels」を参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。
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ケースを解決する

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun displaySevLevels(): String { 
    var levelName = "" 
    val severityLevelsRequest = DescribeSeverityLevelsRequest { 
        language = "en" 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeSeverityLevels(severityLevelsRequest) 
        response.severityLevels?.forEach { sevLevel -> 
            println("The severity level name is: ${sevLevel.name}") 
            if (sevLevel.name == "High") { 
                levelName = sevLevel.name!! 
            } 
        } 
        return levelName 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の
「DescribeSeverityLevels」を参照してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での AWS Support の
使用 (p. 14)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用して AWS Support ケースを解決す
る
次のコード例は、AWS Support ケースの解決方法を示しています。

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    /// <summary> 
    /// Resolve a support case by caseId. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseId">Id for the support case.</param> 
    /// <returns>The final status of the case after resolving.</returns> 
    public async Task<string> ResolveCase(string caseId) 
    { 
        var response = await _amazonSupport.ResolveCaseAsync( 
            new ResolveCaseRequest() 
            { 
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                CaseId = caseId 
            }); 
        return response.FinalCaseStatus; 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の「ResolveCase」を参照し
てください。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

    public static void resolveSupportCase(SupportClient supportClient, String 
 caseId) { 
        try { 
            ResolveCaseRequest caseRequest = ResolveCaseRequest.builder() 
                .caseId(caseId) 
                .build(); 

            ResolveCaseResponse response = supportClient.resolveCase(caseRequest); 
            System.out.println("The status of case "+caseId +" is 
 "+response.finalCaseStatus()); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    }

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の「ResolveCase」を参
照してください。

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

import { ResolveCaseCommand } from "@aws-sdk/client-support";

import { client } from "../libs/client.js";

const main = async () => { 
  try { 
    const response = await client.send( 
      new ResolveCaseCommand({ 
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        caseId: "CASE_ID", 
      }) 
    ); 

    console.log(response.finalCaseStatus); 
    return response; 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の「ResolveCase」を
参照してください。

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

suspend fun resolveSupportCase(caseIdVal: String) { 
    val caseRequest = ResolveCaseRequest { 
        caseId = caseIdVal 
    } 
    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.resolveCase(caseRequest) 
        println("The status of case $caseIdVal is ${response.finalCaseStatus}") 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の「ResolveCase」を参照
してください。

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での AWS Support の
使用 (p. 14)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。

AWS SDK を使用する AWS Support のシナリオ
以下のコード例は、AWS Support で AWS SDK を使用した一般的なシナリオを実装する方法を示していま
す。これらのシナリオは、AWS Support 内で複数の関数を呼び出すことによって特定のタスクを実行する
方法を示しています。それぞれのシナリオには、GitHub へのリンクがあり、コードを設定および実行する
方法についての説明が記載されています。

例

API バージョン 2013-04-15
282

https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/client-support/classes/resolvecasecommand.html
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/kotlin/services/support#code-examples
https://github.com/awsdocs/aws-doc-sdk-examples/tree/main/kotlin/services/support#code-examples
https://github.com/awslabs/aws-sdk-kotlin#generating-api-documentation


AWS Support ユーザーガイド
ケースを開始する

• AWS SDK を使用して AWS Support ケースを開始する (p. 283)

AWS SDK を使用して AWS Support ケースを開始す
る
次のコード例は、以下を実行する方法を示しています。

• ケースの利用可能なサービスと重要度レベルを取得して表示する方法
• 選択したサービス、カテゴリ、重要度レベルを使用してサポートケースを作成する方法
• 当日のオープンケースのリストを取得して表示する方法
• 新しいケースに添付セットとコミュニケーションを追加する方法
• ケースの新しい添付ファイルとコミュニケーションについて説明する方法
• ケースを解決する方法
• 当日の解決済みケースのリストを取得して表示する方法

.NET

AWS SDK for .NET

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

コマンドプロンプトからインタラクティブのシナリオを実行します。

/// <summary>
/// Hello AWS Support example.
/// </summary>
public static class SupportCaseScenario
{ 
    /* 
    Before running this .NET code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
    To use the AWS Support API, you must have one of the following AWS Support 
 plans: Business, Enterprise On-Ramp, or Enterprise. 

    This .NET example performs the following tasks: 
    1.  Get and display services. Select a service from the list. 
    2.  Select a category from the selected service. 
    3.  Get and display severity levels and select a severity level from the list. 
    4.  Create a support case using the selected service, category, and severity 
 level. 
    5.  Get and display a list of open support cases for the current day. 
    6.  Create an attachment set with a sample text file to add to the case. 
    7.  Add a communication with the attachment to the support case. 
    8.  List the communications of the support case. 
    9.  Describe the attachment set. 
    10. Resolve the support case. 
    11. Get a list of resolved cases for the current day. 
   */ 

    private static SupportWrapper _supportWrapper = null!; 

    static async Task Main(string[] args) 
    { 
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        // Set up dependency injection for the AWS Support service.  
        // Use your AWS profile name, or leave it blank to use the default profile. 
        using var host = Host.CreateDefaultBuilder(args) 
            .ConfigureLogging(logging => 
                logging.AddFilter("System", LogLevel.Debug) 
                    .AddFilter<DebugLoggerProvider>("Microsoft", 
 LogLevel.Information) 
                    .AddFilter<ConsoleLoggerProvider>("Microsoft", LogLevel.Trace)) 
            .ConfigureServices((_, services) => 
                services.AddAWSService<IAmazonAWSSupport>(new AWSOptions() 
 { Profile = "default" }) 
                    .AddTransient<SupportWrapper>() 
            ) 
            .Build(); 

        var logger = LoggerFactory.Create(builder => 
        { 
            builder.AddConsole(); 
        }).CreateLogger(typeof(SupportCaseScenario)); 

        _supportWrapper = host.Services.GetRequiredService<SupportWrapper>(); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine("Welcome to the AWS Support case example scenario."); 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        try 
        { 
            var apiSupported = await _supportWrapper.VerifySubscription(); 
            if (!apiSupported) 
            { 
                logger.LogError("You must have a Business, Enterprise On-Ramp, or 
 Enterprise Support " + 
                                 "plan to use the AWS Support API. \n\tPlease 
 upgrade your subscription to run these examples."); 
                return; 
            } 

            var service = await DisplayAndSelectServices(); 

            var category = DisplayAndSelectCategories(service); 

            var severityLevel = await DisplayAndSelectSeverity(); 

            var caseId = await CreateSupportCase(service, category, severityLevel); 

            await DescribeTodayOpenCases(); 

            var attachmentSetId = await CreateAttachmentSet(); 

            await AddCommunicationToCase(attachmentSetId, caseId); 

            var attachmentId = await ListCommunicationsForCase(caseId); 

            await DescribeCaseAttachment(attachmentId); 

            await ResolveCase(caseId); 

            await DescribeTodayResolvedCases(); 

            Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
            Console.WriteLine("AWS Support case example scenario complete."); 
            Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        } 
        catch (Exception ex) 
        { 
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            logger.LogError(ex, "There was a problem executing the scenario."); 
        } 
    } 

    /// <summary> 
    /// List some available services from AWS Support, and select a service for the 
 example. 
    /// </summary> 
    /// <returns>The selected service.</returns> 
    private static async Task<Service> DisplayAndSelectServices() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        var services = await _supportWrapper.DescribeServices(); 
        Console.WriteLine($"AWS Support client returned {services.Count} 
 services."); 

        Console.WriteLine($"1. Displaying first 10 services:"); 
        for (int i = 0; i < 10 && i < services.Count; i++) 
        { 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. {services[i].Name}"); 
        } 

        var choiceNumber = 0; 
        while (choiceNumber < 1 || choiceNumber > services.Count) 
        { 
            Console.WriteLine( 
                "Select an example support service by entering a number from the 
 preceding list:"); 
            var choice = Console.ReadLine(); 
            Int32.TryParse(choice, out choiceNumber); 
        } 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        return services[choiceNumber - 1]; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List the available categories for a service and select a category for the 
 example. 
    /// </summary> 
    /// <param name="service">Service to use for displaying categories.</param> 
    /// <returns>The selected category.</returns> 
    private static Category DisplayAndSelectCategories(Service service) 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        Console.WriteLine($"2. Available support categories for Service 
 \"{service.Name}\":"); 
        for (int i = 0; i < service.Categories.Count; i++) 
        { 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. {service.Categories[i].Name}"); 
        } 

        var choiceNumber = 0; 
        while (choiceNumber < 1 || choiceNumber > service.Categories.Count) 
        { 
            Console.WriteLine( 
                "Select an example support category by entering a number from the 
 preceding list:"); 
            var choice = Console.ReadLine(); 
            Int32.TryParse(choice, out choiceNumber); 
        } 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        return service.Categories[choiceNumber - 1]; 
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    } 

    /// <summary> 
    /// List available severity levels from AWS Support, and select a level for the 
 example. 
    /// </summary> 
    /// <returns>The selected severity level.</returns> 
    private static async Task<SeverityLevel> DisplayAndSelectSeverity() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        var severityLevels = await _supportWrapper.DescribeSeverityLevels(); 

        Console.WriteLine($"3. Get and display available severity levels:"); 
        for (int i = 0; i < 10 && i < severityLevels.Count; i++) 
        { 
            Console.WriteLine($"\t{i + 1}. {severityLevels[i].Name}"); 
        } 

        var choiceNumber = 0; 
        while (choiceNumber < 1 || choiceNumber > severityLevels.Count) 
        { 
            Console.WriteLine( 
                "Select an example severity level by entering a number from the 
 preceding list:"); 
            var choice = Console.ReadLine(); 
            Int32.TryParse(choice, out choiceNumber); 
        } 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        return severityLevels[choiceNumber - 1]; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an example support case. 
    /// </summary> 
    /// <param name="service">Service to use for the new case.</param> 
    /// <param name="category">Category to use for the new case.</param> 
    /// <param name="severity">Severity to use for the new case.</param> 
    /// <returns>The caseId of the new support case.</returns> 
    private static async Task<string> CreateSupportCase(Service service, 
        Category category, SeverityLevel severity) 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"4. Create an example support case" + 
                          $" with the following settings:" + 
                          $" \n\tService: {service.Name}, Category: {category.Name} 
 " + 
                          $"and Severity Level: {severity.Name}."); 
        var caseId = await _supportWrapper.CreateCase(service.Code, category.Code, 
 severity.Code, 
            "Example case for testing, ignore.", "This is my example support 
 case."); 

        Console.WriteLine($"\tNew case created with ID {caseId}"); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        return caseId; 
    } 

    /// <summary> 
    /// List open cases for the current day. 
    /// </summary> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task DescribeTodayOpenCases() 
    { 
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        Console.WriteLine($"5. List the open support cases for the current day."); 
        // Describe the cases. If it is empty, try again and allow time for the new 
 case to appear. 
        List<CaseDetails> currentOpenCases = null!; 
        while (currentOpenCases == null || currentOpenCases.Count == 0) 
        { 
            Thread.Sleep(1000); 
            currentOpenCases = await _supportWrapper.DescribeCases( 
                new List<string>(), 
                null, 
                false, 
                false, 
                DateTime.UtcNow.Date, 
                DateTime.UtcNow); 
        } 

        foreach (var openCase in currentOpenCases) 
        { 
            Console.WriteLine($"\tCase: {openCase.CaseId} created 
 {openCase.TimeCreated}"); 
        } 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create an attachment set for a support case. 
    /// </summary> 
    /// <returns>The attachment set id.</returns> 
    private static async Task<string> CreateAttachmentSet() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"6. Create an attachment set for a support case."); 
        var fileName = "example_attachment.txt"; 

        // Create the file if it does not already exist. 
        if (!File.Exists(fileName)) 
        { 
            await using StreamWriter sw = File.CreateText(fileName); 
            await sw.WriteLineAsync( 
                "This is a sample file for attachment to a support case."); 
        } 

        await using var ms = new MemoryStream(await 
 File.ReadAllBytesAsync(fileName)); 

        var attachmentSetId = await _supportWrapper.AddAttachmentToSet( 
            ms, 
            fileName); 

        Console.WriteLine($"\tNew attachment set created with id: \n
\t{attachmentSetId.Substring(0, 65)}..."); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 

        return attachmentSetId; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add an attachment set and communication to a case. 
    /// </summary> 
    /// <param name="attachmentSetId">Id of the attachment set.</param> 
    /// <param name="caseId">Id of the case to receive the attachment set.</param> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task AddCommunicationToCase(string attachmentSetId, string 
 caseId) 
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    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"7. Add attachment set and communication to {caseId}."); 

        await _supportWrapper.AddCommunicationToCase( 
            caseId, 
            "This is an example communication added to a support case.", 
            attachmentSetId); 

        Console.WriteLine($"\tNew attachment set and communication added to 
 {caseId}"); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// List the communications for a case. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseId">Id of the case to describe.</param> 
    /// <returns>An attachment id.</returns> 
    private static async Task<string> ListCommunicationsForCase(string caseId) 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"8. List communications for case {caseId}."); 

        var communications = await _supportWrapper.DescribeCommunications(caseId); 
        var attachmentId = ""; 
        foreach (var communication in communications) 
        { 
            Console.WriteLine( 
                $"\tCommunication created on: {communication.TimeCreated} has 
 {communication.AttachmentSet.Count} attachments."); 
            if (communication.AttachmentSet.Any()) 
            { 
                attachmentId = communication.AttachmentSet.First().AttachmentId; 
            } 
        } 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        return attachmentId; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Describe an attachment by id. 
    /// </summary> 
    /// <param name="attachmentId">Id of the attachment to describe.</param> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task DescribeCaseAttachment(string attachmentId) 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"9. Describe the attachment set."); 

        var attachment = await _supportWrapper.DescribeAttachment(attachmentId); 
        var data = Encoding.ASCII.GetString(attachment.Data.ToArray()); 
        Console.WriteLine($"\tAttachment includes {attachment.FileName} with data: 
 \n\t{data}"); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// Resolve the support case. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseId">Id of the case to resolve.</param> 
    /// <returns>Async task.</returns> 
    private static async Task ResolveCase(string caseId) 
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    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"10. Resolve case {caseId}."); 

        var status = await _supportWrapper.ResolveCase(caseId); 
        Console.WriteLine($"\tCase {caseId} has final status {status}"); 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    } 

    /// <summary> 
    /// List resolved cases for the current day. 
    /// </summary> 
    /// <returns>Async Task.</returns> 
    private static async Task DescribeTodayResolvedCases() 
    { 
        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
        Console.WriteLine($"11. List the resolved support cases for the current 
 day."); 
        var currentCases = await _supportWrapper.DescribeCases( 
            new List<string>(), 
            null, 
            false, 
            true, 
            DateTime.UtcNow.Date, 
            DateTime.UtcNow); 

        foreach (var currentCase in currentCases) 
        { 
            if (currentCase.Status == "resolved") 
            { 
                Console.WriteLine( 
                    $"\tCase: {currentCase.CaseId}: status {currentCase.Status}"); 
            } 
        } 

        Console.WriteLine(new string('-', 80)); 
    }
}

シナリオで使用される AWS Support アクションのラッパーメソッド。

/// <summary>
/// Wrapper methods to use AWS Support for working with support cases.
/// </summary>
public class SupportWrapper
{ 
    private readonly IAmazonAWSSupport _amazonSupport; 
    public SupportWrapper(IAmazonAWSSupport amazonSupport) 
    { 
        _amazonSupport = amazonSupport; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get the descriptions of AWS services. 
    /// </summary> 
    /// <param name="name">Optional language for services. 
    /// Currently "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported.</param> 
    /// <returns>The list of AWS service descriptions.</returns> 
    public async Task<List<Service>> DescribeServices(string language = "en") 
    { 
        var response = await _amazonSupport.DescribeServicesAsync( 
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            new DescribeServicesRequest() 
            { 
                Language = language 
            }); 
        return response.Services; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get the descriptions of support severity levels. 
    /// </summary> 
    /// <param name="name">Optional language for severity levels. 
    /// Currently "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported.</param> 
    /// <returns>The list of support severity levels.</returns> 
    public async Task<List<SeverityLevel>> DescribeSeverityLevels(string language = 
 "en") 
    { 
        var response = await _amazonSupport.DescribeSeverityLevelsAsync( 
            new DescribeSeverityLevelsRequest() 
            { 
                Language = language 
            }); 
        return response.SeverityLevels; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Create a new support case. 
    /// </summary> 
    /// <param name="serviceCode">Service code for the new case.</param> 
    /// <param name="categoryCode">Category for the new case.</param> 
    /// <param name="severityCode">Severity code for the new case.</param> 
    /// <param name="subject">Subject of the new case.</param> 
    /// <param name="body">Body text of the new case.</param> 
    /// <param name="language">Optional language support for your case. 
    /// Currently "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported.</param> 
    /// <param name="attachmentSetId">Optional Id for an attachment set for the new 
 case.</param> 
    /// <param name="issueType">Optional issue type for the new case. Options are 
 "customer-service" or "technical".</param> 
    /// <returns>The caseId of the new support case.</returns> 
    public async Task<string> CreateCase(string serviceCode, string categoryCode, 
 string severityCode, string subject, 
        string body, string language = "en", string? attachmentSetId = null, string 
 issueType = "customer-service") 
    { 
        var response = await _amazonSupport.CreateCaseAsync( 
            new CreateCaseRequest() 
            { 
                ServiceCode = serviceCode, 
                CategoryCode = categoryCode, 
                SeverityCode = severityCode, 
                Subject = subject, 
                Language = language, 
                AttachmentSetId = attachmentSetId, 
                IssueType = issueType, 
                CommunicationBody = body 
            }); 
        return response.CaseId; 
    } 

    /// <summary> 
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    /// Add an attachment to a set, or create a new attachment set if one does not 
 exist. 
    /// </summary> 
    /// <param name="data">The data for the attachment.</param> 
    /// <param name="fileName">The file name for the attachment.</param> 
    /// <param name="attachmentSetId">Optional setId for the attachment. Creates a 
 new attachment set if empty.</param> 
    /// <returns>The setId of the attachment.</returns> 
    public async Task<string> AddAttachmentToSet(MemoryStream data, string 
 fileName, string? attachmentSetId = null) 
    { 
        var response = await _amazonSupport.AddAttachmentsToSetAsync( 
            new AddAttachmentsToSetRequest 
            { 
                AttachmentSetId = attachmentSetId, 
                Attachments = new List<Attachment> 
                { 
                    new Attachment 
                    { 
                        Data = data, 
                        FileName = fileName 
                    } 
                } 
            }); 
        return response.AttachmentSetId; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get description of a specific attachment. 
    /// </summary> 
    /// <param name="attachmentId">Id of the attachment, usually fetched by 
 describing the communications of a case.</param> 
    /// <returns>The attachment object.</returns> 
    public async Task<Attachment> DescribeAttachment(string attachmentId) 
    { 
        var response = await _amazonSupport.DescribeAttachmentAsync( 
            new DescribeAttachmentRequest() 
            { 
                AttachmentId = attachmentId 
            }); 
        return response.Attachment; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Add communication to a case, including optional attachment set ID and CC 
 email addresses. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseId">Id for the support case.</param> 
    /// <param name="body">Body text of the communication.</param> 
    /// <param name="attachmentSetId">Optional Id for an attachment set.</param> 
    /// <param name="ccEmailAddresses">Optional list of CC email addresses.</param> 
    /// <returns>True if successful.</returns> 
    public async Task<bool> AddCommunicationToCase(string caseId, string body, 
        string? attachmentSetId = null, List<string>? ccEmailAddresses = null) 
    { 
        var response = await _amazonSupport.AddCommunicationToCaseAsync( 
            new AddCommunicationToCaseRequest() 
            { 
                CaseId = caseId, 
                CommunicationBody = body, 
                AttachmentSetId = attachmentSetId, 
                CcEmailAddresses = ccEmailAddresses 
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            }); 
        return response.Result; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Describe the communications for a case, optionally with a date filter. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseId">The ID of the support case.</param> 
    /// <param name="afterTime">The optional start date for a filtered search.</
param> 
    /// <param name="beforeTime">The optional end date for a filtered search.</
param> 
    /// <returns>The list of communications for the case.</returns> 
    public async Task<List<Communication>> DescribeCommunications(string caseId, 
 DateTime? afterTime = null, DateTime? beforeTime = null) 
    { 
        var results = new List<Communication>(); 
        var paginateCommunications = 
 _amazonSupport.Paginators.DescribeCommunications( 
            new DescribeCommunicationsRequest() 
            { 
                CaseId = caseId, 
                AfterTime = afterTime?.ToString("s"), 
                BeforeTime = beforeTime?.ToString("s") 
            }); 
        // Get the entire list using the paginator. 
        await foreach (var communications in paginateCommunications.Communications) 
        { 
            results.Add(communications); 
        } 
        return results; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Get case details for a list of case ids, optionally with date filters. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseIds">The list of case IDs.</param> 
    /// <param name="displayId">Optional display ID.</param> 
    /// <param name="includeCommunication">True to include communication. Defaults 
 to true.</param> 
    /// <param name="includeResolvedCases">True to include resolved cases. Defaults 
 to false.</param> 
    /// <param name="afterTime">The optional start date for a filtered search.</
param> 
    /// <param name="beforeTime">The optional end date for a filtered search.</
param> 
    /// <param name="language">Optional language support for your case. 
    /// Currently "en" (English) and "ja" (Japanese) are supported.</param> 
    /// <returns>A list of CaseDetails.</returns> 
    public async Task<List<CaseDetails>> DescribeCases(List<string> caseIds, 
 string? displayId = null, bool includeCommunication = true, 
        bool includeResolvedCases = false, DateTime? afterTime = null, DateTime? 
 beforeTime = null, 
        string language = "en") 
    { 
        var results = new List<CaseDetails>(); 
        var paginateCases = _amazonSupport.Paginators.DescribeCases( 
            new DescribeCasesRequest() 
            { 
                CaseIdList = caseIds, 
                DisplayId = displayId, 
                IncludeCommunications = includeCommunication, 

API バージョン 2013-04-15
292



AWS Support ユーザーガイド
ケースを開始する

                IncludeResolvedCases = includeResolvedCases, 
                AfterTime = afterTime?.ToString("s"), 
                BeforeTime = beforeTime?.ToString("s"), 
                Language = language 
            }); 
        // Get the entire list using the paginator. 
        await foreach (var cases in paginateCases.Cases) 
        { 
            results.Add(cases); 
        } 
        return results; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Resolve a support case by caseId. 
    /// </summary> 
    /// <param name="caseId">Id for the support case.</param> 
    /// <returns>The final status of the case after resolving.</returns> 
    public async Task<string> ResolveCase(string caseId) 
    { 
        var response = await _amazonSupport.ResolveCaseAsync( 
            new ResolveCaseRequest() 
            { 
                CaseId = caseId 
            }); 
        return response.FinalCaseStatus; 
    } 

    /// <summary> 
    /// Verify the support level for AWS Support API access. 
    /// </summary> 
    /// <returns>True if the subscription level supports API access.</returns> 
    public async Task<bool> VerifySubscription() 
    { 
        try 
        { 
            var response = await _amazonSupport.DescribeServicesAsync( 
                new DescribeServicesRequest() 
                { 
                    Language = "en" 
                }); 
            return response.HttpStatusCode == HttpStatusCode.OK; 
        } 
        catch (Amazon.AWSSupport.AmazonAWSSupportException ex) 
        { 
            if (ex.ErrorCode == "SubscriptionRequiredException") 
            { 
                return false; 
            } 
            else throw; 
        } 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for .NET API リファレンス」の以下のトピックを参照して
ください。
• AddAttachmentsToSet
• AddCommunicationToCase
• CreateCase
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• DescribeAttachment
• DescribeCases
• DescribeCommunications
• DescribeServices
• DescribeSeverityLevels
• ResolveCase

Java

SDK for Java 2.x
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

さまざまな AWS Support オペレーションを実行します。

/** 
 * Before running this Java (v2) code example, set up your development environment, 
 including your credentials. 
 * 
 * For more information, see the following documentation topic: 
 * 
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html 
 * 
 *  In addition, you must have the AWS Business Support Plan to use the AWS Support 
 Java API. For more information, see: 
 * 
 *  https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/ 
 * 
 *  This Java example performs the following tasks: 
 * 
 * 1. Gets and displays available services. 
 * 2. Gets and displays severity levels. 
 * 3. Creates a support case by using the selected service, category, and severity 
 level. 
 * 4. Gets a list of open cases for the current day. 
 * 5. Creates an attachment set with a generated file. 
 * 6. Adds a communication with the attachment to the support case. 
 * 7. Lists the communications of the support case. 
 * 8. Describes the attachment set included with the communication. 
 * 9. Resolves the support case. 
 * 10. Gets a list of resolved cases for the current day. 
 */
public class SupportScenario { 

    public static final String DASHES = new String(new char[80]).replace("\0", 
 "-"); 
    public static void main(String[] args) { 
        final String usage = "\n" + 
            "Usage:\n" + 
            "    <fileAttachment>" + 
            "Where:\n" + 
            "    fileAttachment - The file can be a simple saved .txt file to use 
 as an email attachment. \n"; 

        if (args.length != 1) { 
            System.out.println(usage); 
            System.exit(1); 
        } 
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        String fileAttachment = args[0]; 
        Region region = Region.US_WEST_2; 
        SupportClient supportClient = SupportClient.builder() 
            .region(region) 
            .build(); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("***** Welcome to the AWS Support case example 
 scenario."); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("1. Get and display available services."); 
        List<String> sevCatList = displayServices(supportClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("2. Get and display Support severity levels."); 
        String sevLevel = displaySevLevels(supportClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("3. Create a support case using the selected service, 
 category, and severity level."); 
        String caseId = createSupportCase(supportClient, sevCatList, sevLevel); 
        if (caseId.compareTo("")==0) { 
            System.out.println("A support case was not successfully created!"); 
            System.exit(1); 
        } else 
            System.out.println("Support case "+caseId +" was successfully 
 created!"); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("4. Get open support cases."); 
        getOpenCase(supportClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("5. Create an attachment set with a generated file to 
 add to the case."); 
        String attachmentSetId = addAttachment(supportClient, fileAttachment); 
        System.out.println("The Attachment Set id value is" +attachmentSetId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("6. Add communication with the attachment to the support 
 case."); 
        addAttachSupportCase(supportClient, caseId, attachmentSetId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("7. List the communications of the support case."); 
        String attachId = listCommunications(supportClient, caseId); 
        System.out.println("The Attachment id value is" +attachId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("8. Describe the attachment set included with the 
 communication."); 
        describeAttachment(supportClient, attachId); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("9. Resolve the support case."); 
        resolveSupportCase(supportClient, caseId); 
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        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("10. Get a list of resolved cases for the current 
 day."); 
        getResolvedCase(supportClient); 
        System.out.println(DASHES); 

        System.out.println(DASHES); 
        System.out.println("***** This Scenario has successfully completed"); 
        System.out.println(DASHES); 
    } 

    public static void getResolvedCase(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            // Specify the start and end time. 
            Instant now = Instant.now(); 
            java.time.LocalDate.now(); 
            Instant yesterday = now.minus(1, ChronoUnit.DAYS); 

            DescribeCasesRequest describeCasesRequest = 
 DescribeCasesRequest.builder() 
                .maxResults(30) 
                .afterTime(yesterday.toString()) 
                .beforeTime(now.toString()) 
                .includeResolvedCases(true) 
                .build(); 

            DescribeCasesResponse response = 
 supportClient.describeCases(describeCasesRequest); 
            List<CaseDetails> cases = response.cases(); 
            for (CaseDetails sinCase: cases) { 
                if (sinCase.status().compareTo("resolved") ==0) 
                    System.out.println("The case status is "+sinCase.status()); 
            } 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void resolveSupportCase(SupportClient supportClient, String 
 caseId) { 
        try { 
            ResolveCaseRequest caseRequest = ResolveCaseRequest.builder() 
                .caseId(caseId) 
                .build(); 

            ResolveCaseResponse response = supportClient.resolveCase(caseRequest); 
            System.out.println("The status of case "+caseId +" is 
 "+response.finalCaseStatus()); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static void describeAttachment(SupportClient supportClient,String 
 attachId) { 
        try { 
            DescribeAttachmentRequest attachmentRequest = 
 DescribeAttachmentRequest.builder() 
                .attachmentId(attachId) 
                .build(); 
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            DescribeAttachmentResponse response = 
 supportClient.describeAttachment(attachmentRequest); 
            System.out.println("The name of the file is 
 "+response.attachment().fileName()); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String listCommunications(SupportClient supportClient, String 
 caseId) { 
        try { 
            String attachId = null; 
            DescribeCommunicationsRequest communicationsRequest = 
 DescribeCommunicationsRequest.builder() 
                .caseId(caseId) 
                .maxResults(10) 
                .build(); 

            DescribeCommunicationsResponse response = 
 supportClient.describeCommunications(communicationsRequest); 
            List<Communication> communications = response.communications(); 
            for (Communication comm: communications) { 
                System.out.println("the body is: " + comm.body()); 

                //Get the attachment id value. 
                List<AttachmentDetails> attachments = comm.attachmentSet(); 
                for (AttachmentDetails detail : attachments) { 
                    attachId = detail.attachmentId(); 
                } 
            } 
            return attachId; 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static void addAttachSupportCase(SupportClient supportClient, String 
 caseId, String attachmentSetId) { 
        try { 
            AddCommunicationToCaseRequest caseRequest = 
 AddCommunicationToCaseRequest.builder() 
                .caseId(caseId) 
                .attachmentSetId(attachmentSetId) 
                .communicationBody("Please refer to attachment for details.") 
                .build(); 

            AddCommunicationToCaseResponse response = 
 supportClient.addCommunicationToCase(caseRequest); 
            if (response.result()) 
                System.out.println("You have successfully added a communication to 
 an AWS Support case"); 
            else 
                System.out.println("There was an error adding the communication to 
 an AWS Support case"); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
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    } 

    public static String addAttachment(SupportClient supportClient, String 
 fileAttachment) { 
        try { 
            File myFile = new File(fileAttachment); 
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(myFile); 
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream); 

            Attachment attachment = Attachment.builder() 
                .fileName(myFile.getName()) 
                .data(sourceBytes) 
                .build(); 

            AddAttachmentsToSetRequest setRequest = 
 AddAttachmentsToSetRequest.builder() 
                .attachments(attachment) 
                .build(); 

            AddAttachmentsToSetResponse response = 
 supportClient.addAttachmentsToSet(setRequest); 
            return response.attachmentSetId(); 

        } catch (SupportException | FileNotFoundException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static void getOpenCase(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            // Specify the start and end time. 
            Instant now = Instant.now(); 
            java.time.LocalDate.now(); 
            Instant yesterday = now.minus(1, ChronoUnit.DAYS); 

            DescribeCasesRequest describeCasesRequest = 
 DescribeCasesRequest.builder() 
                .maxResults(20) 
                .afterTime(yesterday.toString()) 
                .beforeTime(now.toString()) 
                .build(); 

            DescribeCasesResponse response = 
 supportClient.describeCases(describeCasesRequest); 
            List<CaseDetails> cases = response.cases(); 
            for (CaseDetails sinCase: cases) { 
                System.out.println("The case status is "+sinCase.status()); 
                System.out.println("The case Id is "+sinCase.caseId()); 
                System.out.println("The case subject is "+sinCase.subject()); 
            } 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
    } 

    public static String createSupportCase(SupportClient supportClient, 
 List<String> sevCatList, String sevLevel) { 
        try { 
            String serviceCode = sevCatList.get(0); 
            String caseCat = sevCatList.get(1); 
            CreateCaseRequest caseRequest = CreateCaseRequest.builder() 
                .categoryCode(caseCat.toLowerCase()) 
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                .serviceCode(serviceCode.toLowerCase()) 
                .severityCode(sevLevel.toLowerCase()) 
                .communicationBody("Test issue with "+serviceCode.toLowerCase()) 
                .subject("Test case, please ignore") 
                .language("en") 
                .issueType("technical") 
                .build(); 

            CreateCaseResponse response = supportClient.createCase(caseRequest); 
            return response.caseId(); 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    public static String displaySevLevels(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            DescribeSeverityLevelsRequest severityLevelsRequest = 
 DescribeSeverityLevelsRequest.builder() 
                .language("en") 
                .build(); 

            DescribeSeverityLevelsResponse response = 
 supportClient.describeSeverityLevels(severityLevelsRequest); 
            List<SeverityLevel> severityLevels = response.severityLevels(); 
            String levelName = null; 
            for (SeverityLevel sevLevel: severityLevels) { 
                System.out.println("The severity level name is: "+ 
 sevLevel.name()); 
                if (sevLevel.name().compareTo("High")==0) 
                    levelName = sevLevel.name(); 
            } 
            return levelName; 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return ""; 
    } 

    // Return a List that contains a Service name and Category name. 
    public static List<String> displayServices(SupportClient supportClient) { 
        try { 
            DescribeServicesRequest servicesRequest = 
 DescribeServicesRequest.builder() 
                .language("en") 
                .build(); 

            DescribeServicesResponse response = 
 supportClient.describeServices(servicesRequest); 
            String serviceCode = null; 
            String catName = null; 
            List<String> sevCatList = new ArrayList<>(); 
            List<Service> services = response.services(); 

            System.out.println("Get the first 10 services"); 
            int index = 1; 
            for (Service service: services) { 
                if (index== 11) 
                    break; 

                System.out.println("The Service name is: "+service.name()); 
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                if (service.name().compareTo("Account") == 0) 
                    serviceCode = service.code(); 

                // Get the Categories for this service. 
                List<Category> categories = service.categories(); 
                for (Category cat: categories) { 
                    System.out.println("The category name is: "+cat.name()); 
                    if (cat.name().compareTo("Security") == 0) 
                        catName = cat.name(); 
                } 
             index++ ; 
            } 

            // Push the two values to the list. 
            sevCatList.add(serviceCode); 
            sevCatList.add(catName); 
            return sevCatList; 

        } catch (SupportException e) { 
            System.out.println(e.getLocalizedMessage()); 
            System.exit(1); 
        } 
        return null; 
    }
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x API リファレンス」の以下のトピックを参照
してください。
• AddAttachmentsToSet
• AddCommunicationToCase
• CreateCase
• DescribeAttachment
• DescribeCases
• DescribeCommunications
• DescribeServices
• DescribeSeverityLevels
• ResolveCase

JavaScript

SDK for JavaScript (v3)
Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

ターミナルでインタラクティブシナリオを実行します。

import { 
  AddAttachmentsToSetCommand, 
  AddCommunicationToCaseCommand, 
  CreateCaseCommand, 
  DescribeAttachmentCommand, 
  DescribeCasesCommand, 
  DescribeCommunicationsCommand, 
  DescribeServicesCommand, 
  DescribeSeverityLevelsCommand, 
  ResolveCaseCommand, 
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  SupportClient,
} from "@aws-sdk/client-support";
import inquirer from "inquirer";

// Retry an asynchronous function on failure.
const retry = async ({ intervalInMs = 500, maxRetries = 10 }, fn) => { 
  try { 
    return await fn(); 
  } catch (err) { 
    console.log(`Function call failed. Retrying.`); 
    console.error(err.message); 
    if (maxRetries === 0) throw err; 
    await new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, intervalInMs)); 
    return retry({ intervalInMs, maxRetries: maxRetries - 1 }, fn); 
  }
};

const wrapText = (text, char = "=") => { 
  const rule = char.repeat(80); 
  return `${rule}\n    ${text}\n${rule}\n`;
};

const client = new SupportClient({ region: "us-east-1" });

// Verify that the account has a Support plan.
export const verifyAccount = async () => { 
  const command = new DescribeServicesCommand({}); 

  try { 
    await client.send(command); 
  } catch (err) { 
    if (err.name === "SubscriptionRequiredException") { 
      throw new Error( 
        "You must be subscribed to the AWS Support plan to use this feature." 
      ); 
    } else { 
      throw err; 
    } 
  }
};

// Get the list of available services.
export const getService = async () => { 
  const { services } = await client.send(new DescribeServicesCommand({})); 
  const { selectedService } = await inquirer.prompt({ 
    name: "selectedService", 
    type: "list", 
    message: 
      "Select a service. Your support case will be created for this service. The 
 list of services is truncated for readability.", 
    choices: services.slice(0, 10).map((s) => ({ name: s.name, value: s })), 
  }); 
  return selectedService;
};

// Get the list of available support case categories for a service.
export const getCategory = async (service) => { 
  const { selectedCategory } = await inquirer.prompt({ 
    name: "selectedCategory", 
    type: "list", 
    message: "Select a category.", 
    choices: service.categories.map((c) => ({ name: c.name, value: c })), 
  }); 
  return selectedCategory;
};
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// Get the available severity levels for the account.
export const getSeverityLevel = async () => { 
  const command = new DescribeSeverityLevelsCommand({}); 
  const { severityLevels } = await client.send(command); 
  const { selectedSeverityLevel } = await inquirer.prompt({ 
    name: "selectedSeverityLevel", 
    type: "list", 
    message: "Select a severity level.", 
    choices: severityLevels.map((s) => ({ name: s.name, value: s })), 
  }); 
  return selectedSeverityLevel;
};

// Create a new support case and return the caseId.
export const createCase = async ({ 
  selectedService, 
  selectedCategory, 
  selectedSeverityLevel,
}) => { 
  const command = new CreateCaseCommand({ 
    subject: "IGNORE: Test case", 
    communicationBody: "This is a test. Please ignore.", 
    serviceCode: selectedService.code, 
    categoryCode: selectedCategory.code, 
    severityCode: selectedSeverityLevel.code, 
  }); 
  const { caseId } = await client.send(command); 
  return caseId;
};

// Get a list of open support cases created today.
export const getTodaysOpenCases = async () => { 
  const d = new Date(); 
  const startOfToday = new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()); 
  const command = new DescribeCasesCommand({ 
    includeCommunications: false, 
    afterTime: startOfToday.toISOString(), 
  }); 

  const { cases } = await client.send(command); 

  if (cases.length === 0) { 
    throw new Error( 
      "Unexpected number of cases. Expected more than 0 open cases." 
    ); 
  } 
  return cases;
};

// Create an attachment set.
export const createAttachmentSet = async () => { 
  const command = new AddAttachmentsToSetCommand({ 
    attachments: [ 
      { 
        fileName: "example.txt", 
        data: new TextEncoder().encode("some example text"), 
      }, 
    ], 
  }); 
  const { attachmentSetId } = await client.send(command); 
  return attachmentSetId;
};

export const linkAttachmentSetToCase = async (attachmentSetId, caseId) => { 
  const command = new AddCommunicationToCaseCommand({ 
    attachmentSetId, 
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    caseId, 
    communicationBody: "Adding attachment set to case.", 
  }); 
  await client.send(command);
};

// Get all communications for a support case.
export const getCommunications = async (caseId) => { 
  const command = new DescribeCommunicationsCommand({ 
    caseId, 
  }); 
  const { communications } = await client.send(command); 
  return communications;
};

// Get an attachment set.
export const getFirstAttachment = (communications) => { 
  const firstCommWithAttachment = communications.find( 
    (c) => c.attachmentSet.length > 0 
  ); 
  return firstCommWithAttachment?.attachmentSet[0].attachmentId;
};

// Get an attachment.
export const getAttachment = async (attachmentId) => { 
  const command = new DescribeAttachmentCommand({ 
    attachmentId, 
  }); 
  const { attachment } = await client.send(command); 
  return attachment;
};

// Resolve the case matching the given case ID.
export const resolveCase = async (caseId) => { 
  const { shouldResolve } = await inquirer.prompt({ 
    name: "shouldResolve", 
    type: "confirm", 
    message: `Do you want to resolve ${caseId}?`, 
  }); 

  if (shouldResolve) { 
    const command = new ResolveCaseCommand({ 
      caseId: caseId, 
    }); 

    await client.send(command); 
    return true; 
  } 
  return false;
};

// Find a specific case in the list of provided cases by case ID.
// If the case is not found, and the results are paginated, continue
// paging through the results.
export const findCase = async ({ caseId, cases, nextToken }) => { 
  const foundCase = cases.find((c) => c.caseId === caseId); 

  if (foundCase) { 
    return foundCase; 
  } 

  if (nextToken) { 
    const response = await client.send( 
      new DescribeCasesCommand({ 
        nextToken, 
        includeResolvedCases: true, 
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      }) 
    ); 
    return findCase({ 
      caseId, 
      cases: response.cases, 
      nextToken: response.nextToken, 
    }); 
  } 

  throw new Error(`${caseId} not found.`);
};

// Get all cases created today.
export const getTodaysResolvedCases = async (caseIdToWaitFor) => { 
  const d = new Date("2023-01-18"); 
  const startOfToday = new Date(d.getFullYear(), d.getMonth(), d.getDate()); 
  const command = new DescribeCasesCommand({ 
    includeCommunications: false, 
    afterTime: startOfToday.toISOString(), 
    includeResolvedCases: true, 
  }); 
  const { cases, nextToken } = await client.send(command); 
  await findCase({ cases, caseId: caseIdToWaitFor, nextToken }); 
  return cases.filter((c) => c.status === "resolved");
};

const main = async () => { 
  let caseId; 
  try { 
    console.log(wrapText("Welcome to the AWS Support basic usage scenario.")); 

    // Verify that the account is subscribed to support. 
    await verifyAccount(); 

    // Provided a truncated list of services and prompt the user to select one. 
    const selectedService = await getService(); 

    // Provided the categories for the selected service and prompt the user to 
 select one. 
    const selectedCategory = await getCategory(selectedService); 

    // Provide the severity available severity levels for the account and prompt 
 the user to select one. 
    const selectedSeverityLevel = await getSeverityLevel(); 

    // Create a support case. 
    console.log("\nCreating a support case."); 
    caseId = await createCase({ 
      selectedService, 
      selectedCategory, 
      selectedSeverityLevel, 
    }); 
    console.log(`Support case created: ${caseId}`); 

    // Display a list of open support cases created today. 
    const todaysOpenCases = await retry( 
      { intervalInMs: 1000, maxRetries: 15 }, 
      getTodaysOpenCases 
    ); 
    console.log( 
      `\nOpen support cases created today: ${todaysOpenCases.length}` 
    ); 
    console.log(todaysOpenCases.map((c) => `${c.caseId}`).join("\n")); 

    // Create an attachment set. 
    console.log("\nCreating an attachment set."); 
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    const attachmentSetId = await createAttachmentSet(); 
    console.log(`Attachment set created: ${attachmentSetId}`); 

    // Add the attachment set to the support case. 
    console.log(`\nAdding attachment set to ${caseId}`); 
    await linkAttachmentSetToCase(attachmentSetId, caseId); 
    console.log(`Attachment set added to ${caseId}`); 

    // List the communications for a support case. 
    console.log(`\nListing communications for ${caseId}`); 
    const communications = await getCommunications(caseId); 
    console.log( 
      communications 
        .map( 
          (c) => 
            `Communication created on ${c.timeCreated}. Has 
 ${c.attachmentSet.length} attachments.` 
        ) 
        .join("\n") 
    ); 

    // Describe the first attachment. 
    console.log(`\nDescribing attachment ${attachmentSetId}`); 
    const attachmentId = getFirstAttachment(communications); 
    const attachment = await getAttachment(attachmentId); 
    console.log( 
      `Attachment is the file '${ 
        attachment.fileName 
      }' with data: \n${new TextDecoder().decode(attachment.data)}` 
    ); 

    // Confirm that the support case should be resolved. 
    const isResolved = await resolveCase(caseId); 
    if (isResolved) { 
      // List the resolved cases and include the one previously created. 
      // Resolved cases can take a while to appear. 
      console.log( 
        "\nWaiting for case status to be marked as resolved. This can take some 
 time." 
      ); 
      const resolvedCases = await retry( 
        { intervalInMs: 20000, maxRetries: 15 }, 
        () => getTodaysResolvedCases(caseId) 
      ); 
      console.log("Resolved cases:"); 
      console.log(resolvedCases.map((c) => c.caseId).join("\n")); 
    } 
  } catch (err) { 
    console.error(err); 
  }
};

• API の詳細については、「AWS SDK for JavaScript API リファレンス」の以下のトピックを参
照してください。
• AddAttachmentsToSet
• AddCommunicationToCase
• CreateCase
• DescribeAttachment
• DescribeCases
• DescribeCommunications
• DescribeServices
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• DescribeSeverityLevels
• ResolveCase

Kotlin

SDK for Kotlin

Note

これはプレビューリリースの機能に関するプレリリースドキュメントです。このドキュ
メントは変更される可能性があります。

Note

GitHub には、その他のリソースもあります。用例一覧を検索し、AWS コード例リポジ
トリでの設定と実行の方法を確認してください。

/**
Before running this Kotlin code example, set up your development environment,
including your credentials.

For more information, see the following documentation topic:

https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-kotlin/latest/developer-guide/setup.html
In addition, you must have the AWS Business Support Plan to use the AWS Support 
 Java API. For more information, see:

https://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/

This Kotlin example performs the following tasks:
1. Gets and displays available services.
2. Gets and displays severity levels.
3. Creates a support case by using the selected service, category, and severity 
 level.
4. Gets a list of open cases for the current day.
5. Creates an attachment set with a generated file.
6. Adds a communication with the attachment to the support case.
7. Lists the communications of the support case.
8. Describes the attachment set included with the communication.
9. Resolves the support case.
10. Gets a list of resolved cases for the current day.
*/

suspend fun main(args: Array<String>) { 
    val usage = """ 
    Usage: 
        <fileAttachment>  
    Where: 
         fileAttachment - The file can be a simple saved .txt file to use as an 
 email attachment. 
    """ 

    if (args.size != 1) { 
        println(usage) 
        exitProcess(0) 
    } 

    val fileAttachment = args[0] 
    println("***** Welcome to the AWS Support case example scenario.") 
    println("***** Step 1. Get and display available services.") 
    val sevCatList = displayServices() 
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    println("***** Step 2. Get and display Support severity levels.") 
    val sevLevel = displaySevLevels() 

    println("***** Step 3. Create a support case using the selected service, 
 category, and severity level.") 
    val caseIdVal = createSupportCase(sevCatList, sevLevel) 
    if (caseIdVal != null) { 
        println("Support case $caseIdVal was successfully created!") 
    } else { 
        println("A support case was not successfully created!") 
        exitProcess(1) 
    } 

    println("***** Step 4. Get open support cases.") 
    getOpenCase() 

    println("***** Step 5. Create an attachment set with a generated file to add to 
 the case.") 
    val attachmentSetId = addAttachment(fileAttachment) 
    println("The Attachment Set id value is $attachmentSetId") 

    println("***** Step 6. Add communication with the attachment to the support 
 case.") 
    addAttachSupportCase(caseIdVal, attachmentSetId) 

    println("***** Step 7. List the communications of the support case.") 
    val attachId = listCommunications(caseIdVal) 
    println("The Attachment id value is $attachId") 

    println("***** Step 8. Describe the attachment set included with the 
 communication.") 
    describeAttachment(attachId) 

    println("***** Step 9. Resolve the support case.") 
    resolveSupportCase(caseIdVal) 

    println("***** Step 10. Get a list of resolved cases for the current day.") 
    getResolvedCase() 
    println("***** This Scenario has successfully completed")
}

suspend fun getResolvedCase() { 
    // Specify the start and end time. 
    val now = Instant.now() 
    LocalDate.now() 
    val yesterday = now.minus(1, ChronoUnit.DAYS) 
    val describeCasesRequest = DescribeCasesRequest { 
        maxResults = 30 
        afterTime = yesterday.toString() 
        beforeTime = now.toString() 
        includeResolvedCases = true 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeCases(describeCasesRequest) 
        response.cases?.forEach { sinCase -> 
            println("The case status is ${sinCase.status}") 
            println("The case Id is ${sinCase.caseId}") 
            println("The case subject is ${sinCase.subject}") 
        } 
    }
}

suspend fun resolveSupportCase(caseIdVal: String) { 
    val caseRequest = ResolveCaseRequest { 
        caseId = caseIdVal 
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    } 
    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.resolveCase(caseRequest) 
        println("The status of case $caseIdVal is ${response.finalCaseStatus}") 
    }
}

suspend fun describeAttachment(attachId: String?) { 
    val attachmentRequest = DescribeAttachmentRequest { 
        attachmentId = attachId 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeAttachment(attachmentRequest) 
        println("The name of the file is ${response.attachment?.fileName}") 
    }
}

suspend fun listCommunications(caseIdVal: String?): String? { 
    val communicationsRequest = DescribeCommunicationsRequest { 
        caseId = caseIdVal 
        maxResults = 10 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeCommunications(communicationsRequest) 
        response.communications?.forEach { comm -> 
            println("the body is: " + comm.body) 
            comm.attachmentSet?.forEach { detail -> 
                return detail.attachmentId 
            } 
        } 
    } 
    return ""
}

suspend fun addAttachSupportCase(caseIdVal: String?, attachmentSetIdVal: String?) { 
    val caseRequest = AddCommunicationToCaseRequest { 
        caseId = caseIdVal 
        attachmentSetId = attachmentSetIdVal 
        communicationBody = "Please refer to attachment for details." 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.addCommunicationToCase(caseRequest) 
        if (response.result) { 
            println("You have successfully added a communication to an AWS Support 
 case") 
        } else { 
            println("There was an error adding the communication to an AWS Support 
 case") 
        } 
    }
}

suspend fun addAttachment(fileAttachment: String): String? { 
    val myFile = File(fileAttachment) 
    val sourceBytes = (File(fileAttachment).readBytes()) 
    val attachmentVal = Attachment { 
        fileName = myFile.name 
        data = sourceBytes 
    } 

    val setRequest = AddAttachmentsToSetRequest { 
        attachments = listOf(attachmentVal) 
    } 
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    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.addAttachmentsToSet(setRequest) 
        return response.attachmentSetId 
    }
}

suspend fun getOpenCase() { 
    // Specify the start and end time. 
    val now = Instant.now() 
    LocalDate.now() 
    val yesterday = now.minus(1, ChronoUnit.DAYS) 
    val describeCasesRequest = DescribeCasesRequest { 
        maxResults = 20 
        afterTime = yesterday.toString() 
        beforeTime = now.toString() 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeCases(describeCasesRequest) 
        response.cases?.forEach { sinCase -> 
            println("The case status is ${sinCase.status}") 
            println("The case Id is ${sinCase.caseId}") 
            println("The case subject is ${sinCase.subject}") 
        } 
    }
}

suspend fun createSupportCase(sevCatListVal: List<String>, sevLevelVal: String): 
 String? { 
    val serCode = sevCatListVal[0] 
    val caseCategory = sevCatListVal[1] 
    val caseRequest = CreateCaseRequest { 
        categoryCode = caseCategory.lowercase(Locale.getDefault()) 
        serviceCode = serCode.lowercase(Locale.getDefault()) 
        severityCode = sevLevelVal.lowercase(Locale.getDefault()) 
        communicationBody = "Test issue with 
 ${serCode.lowercase(Locale.getDefault())}" 
        subject = "Test case, please ignore" 
        language = "en" 
        issueType = "technical" 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.createCase(caseRequest) 
        return response.caseId 
    }
}

suspend fun displaySevLevels(): String { 
    var levelName = "" 
    val severityLevelsRequest = DescribeSeverityLevelsRequest { 
        language = "en" 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeSeverityLevels(severityLevelsRequest) 
        response.severityLevels?.forEach { sevLevel -> 
            println("The severity level name is: ${sevLevel.name}") 
            if (sevLevel.name == "High") { 
                levelName = sevLevel.name!! 
            } 
        } 
        return levelName 
    }
}
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// Return a List that contains a Service name and Category name.
suspend fun displayServices(): List<String> { 
    var serviceCode = "" 
    var catName = "" 
    val sevCatList = mutableListOf<String>() 
    val servicesRequest = DescribeServicesRequest { 
        language = "en" 
    } 

    SupportClient { region = "us-west-2" }.use { supportClient -> 
        val response = supportClient.describeServices(servicesRequest) 
        println("Get the first 10 services") 
        var index = 1 

        response.services?.forEach { service -> 
            if (index == 11) { 
                return@forEach 
            } 

            println("The Service name is ${service.name}") 
            if (service.name == "Account") { 
                serviceCode = service.code.toString() 
            } 

            // Get the categories for this service. 
            service.categories?.forEach { cat -> 
                println("The category name is ${cat.name}") 
                if (cat.name == "Security") { 
                    catName = cat.name!! 
                } 
            } 
            index++ 
        } 
    } 

    // Push the two values to the list. 
    serviceCode.let { sevCatList.add(it) } 
    catName.let { sevCatList.add(it) } 
    return sevCatList
}

• API の詳細については、「AWS SDK for Kotlin API リファレンス」の以下のトピックを参照し
てください。
• AddAttachmentsToSet
• AddCommunicationToCase
• CreateCase
• DescribeAttachment
• DescribeCases
• DescribeCommunications
• DescribeServices
• DescribeSeverityLevels
• ResolveCase

AWS SDK デベロッパーガイドとコード例の詳細なリストについては、「AWS SDK での AWS Support の
使用 (p. 14)」を参照してください。このトピックには、使用開始方法に関する情報と、以前の SDK バー
ジョンの詳細も含まれています。
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EventBridge を使用した AWS 
Support ケースのモニタリング

AWS Support でのモニタリングとロ
グ記録

モニタリングは、AWS Support とその他 AWS ソリューションの信頼性、可用性、およびパフォーマンス
の維持における重要な要素です。AWS は、AWS Support をモニタリングし、問題が発生した場合には報
告を行い、必要に応じて自動アクションを実行するために以下のモニタリングツールを提供しています。

• Amazon EventBridge は、AWS リソースの変更を記述したシステムイベントのストリームをほぼリアル
タイムに配信します。EventBridge で自動イベント駆動型コンピューティングを有効にすると、特定の
イベントを監視するルールを記述し、これらのイベントが発生したときに他の AWS のサービスで自動
アクションをトリガーできます。詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」を参照し
てください。

• 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。

トピック
• Amazon EventBridge を使用した AWS Support ケースのモニタリング (p. 311)
• AWS Support による AWS CloudTrail API コールのログ記録 (p. 314)
• AWS CloudTrail を使用した Slack での AWS Support アプリ API コールのログ記録 (p. 317)

Amazon EventBridge を使用した AWS Support 
ケースのモニタリング

Amazon EventBridge を使用して、AWS Support ケースの変更を検出して対応できます。次に、作成した
ルールで指定した値とイベントが一致すると、EventBridge で 1 つ以上のターゲットアクションが呼び出
されます。

イベントに応じて、通知の送信、イベント情報の取得、是正措置の実施、またはその他の対策を行うこと
ができます。例えば、アカウント内で次のアクションが発生したときに通知を受け取ることができます。

• サポートケースの作成
• 既存のサポートケースにケース対応を追加する
• サポートケースの解決
• サポートケースを再度開く

Note

AWS Support は、ベストエフォートベースでイベントを配信します。イベントが常に 
EventBridge に配信されるとは限りません。

AWS Support ケースの EventBridge ルールの作成
EventBridge ルールを作成して、AWS Support ケースイベントの通知を受け取ることができます。ルール
は、ユーザー、IAM ユーザー、またはサポートエージェントが実行するアクションなど、アカウント内の
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AWS Support ケースの EventBridge ルールの作成

サポートケースの更新をモニタリングします。AWS Support ケースイベントのルールを作成する前に、次
の手順を実行します。

• EventBridge のイベント、ルール、ターゲットに精通しておいてください。詳細については、「Amazon 
EventBridge ユーザーガイド」の「Amazon EventBridge とは」を参照してください。

• イベントルールで使用するターゲットを作成します。例えば、サポートケースが更新されるたびにテ
キストメッセージまたは E メールを受信できるように、Amazon Simple Notification Service (Amazon 
SNS) トピックを作成できます。詳細については、「EventBridge ターゲット」を参照してください。

Note

AWS Support はグローバルサービスであり、個別のリージョンを使用しません。サポートケース
の最新情報を受け取るには、米国東部 (バージニア北部) リージョンを使用します。

AWS Support ケースイベントの EventBridge ルールを作成するには

1. Amazon EventBridge コンソール (https://console.aws.amazon.com/events/) を開きます。
2. まだ行っていない場合は、ページの右上にあるリージョンセレクターを使用して、[US East (N. 

Virginia)] (米国東部 (バージニア北部)) を選択します。
3. ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。
4. [Create rule] (ルールを作成) を選択します。
5. [Define rule detail] (ルールの詳細を定義) ページで、ルールの名前と説明を入力します。
6. [Event bus] (イベントバス) と [Rule type] (ルールタイプ) のデフォルト値を維持して、[Next] (次へ) を

選択します。
7. [イベントパターンを構築] ページの [イベントソース] で、[AWS イベント] または [EventBridge パート

ナーイベント] を選択します。
8. [Event pattern] (イベントパターン) で、AWS のサービス をデフォルト値のままにしておきます。
9. AWS のサービスの場合、[Support] (サポート)を選択します。
10. [Event type] (イベントタイプ) で、[Support Case Update] (サポートケースを更新) を選択します。
11. [Next] (次へ) をクリックします。
12. [Select target(s)] (ターゲットの選択) セクションで、このルール用に作成したターゲットを選択し、そ

のタイプに必要な追加オプションを設定します。例えば、Amazon SNS を選択した場合、メールまた
は SMS で通知されるように SNS トピックが正しく設定されていることを確認してください。

13. [Next] (次へ) をクリックします。
14. (オプション) [Configure tags] (タグの設定) ページで、いずれかのタグを追加し、[Next] (次へ) を選択

します。
15. [Review and create] (確認および作成) ページで、ルールの設定を確認し、イベントモニタリング要件

を満たしていることを確認してください。
16. [ルールの作成] を選択します。これで、ルールは AWS Support ケースイベントをモニタリングし、指

定したターゲットにそれらのケースイベントを送信するようになりました。

メモ

• イベントを受信すると、origin パラメータを使用して、ユーザーまたは AWS Support エー
ジェントがケース対応をサポートケースに追加したかどうかを判別できます。origin の値
は、CUSTOMER または AWS のいずれかになります。

現在、この値があるのは AddCommunicationToCase アクションのイベントのみです。
• イベントパターンの作成の詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」の「イベ

ントパターン」を参照してください。
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AWS Support イベントの例

• [CloudTrail 経由の AWS API 呼び出し] イベントタイプ用に、別のルールを作成することもでき
ます。このルールは、アカウントの AWS Support API コールの AWS CloudTrail ログをモニタ
リングします。

AWS Support イベントの例
アカウント内でサポートアクションが発生すると、次のイベントが作成されます。

Example : サポートケースを作成する

サポートケースが作成されると、次のイベントが作成されます。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "3433df007-9285-55a3-f6d1-536944be45d7", 
    "detail-type": "Support Case Update", 
    "source": "aws.support", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2022-02-21T15:51:19Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "case-id": "case-111122223333-muen-2022-7118885805350839", 
        "display-id": "1234563851", 
        "communication-id": "", 
        "event-name": "CreateCase", 
        "origin": "" 
    }
}

Example : サポートケースを更新する

次のイベントは、AWS Support がサポートケースに返信するときに作成されます。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "f90cb8cb-32be-1c91-c0ba-d50b4ca5e51b", 
    "detail-type": "Support Case Update", 
    "source": "aws.support", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2022-02-21T15:51:31Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "case-id": "case-111122223333-muen-2022-7118885805350839", 
        "display-id": "1234563851", 
        "communication-id": "ekko:us-east-1:12345678-268a-424b-be08-54613cab84d2", 
        "event-name": "AddCommunicationToCase", 
        "origin": "AWS" 
    }
}

Example : サポートケースを解決する

サポートケースが解決されると、次のイベントが作成されます。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "1aa4458d-556f-732e-ddc1-4a5b2fbd14a5", 
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以下も参照してください。

    "detail-type": "Support Case Update", 
    "source": "aws.support", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2022-02-21T15:51:31Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "case-id": "case-111122223333-muen-2022-7118885805350839", 
        "display-id": "1234563851", 
        "communication-id": "", 
        "event-name": "ResolveCase", 
        "origin": "" 
    }
}

Example : サポートケースを再度開く

サポートケースが解決されると、次のイベントが再度開きます。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "3bb9d8fe-6089-ad27-9508-804209b233ad", 
    "detail-type": "Support Case Update", 
    "source": "aws.support", 
    "account": "111122223333", 
    "time": "2022-02-21T15:47:19Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "case-id": "case-111122223333-muen-2021-27f40618fe0303ea", 
        "display-id": "1234563851", 
        "communication-id": "", 
        "event-name": "ReopenCase", 
        "origin": "" 
    }
}

以下も参照してください。
AWS Support で EventBridge を使用する方法の詳細については、次のリソースを参照してください。

• Amazon EventBridge で AWS Support API を自動化する方法
• GitHub の「AWS Support ケースアクティビティ通知機能」

AWS Support による AWS CloudTrail API コールの
ログ記録

AWS Support は AWS CloudTrail と統合されています。このサービスは、ユーザーやロール、または 
AWS の AWS Support 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す。CloudTrail 
は、AWS Support 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、AWS Support コンソールの呼び出しと、AWS Support API オペレーションへのコード呼び出しが含ま
れます。

追跡を作成すると、AWS Supportのイベントを始めとする CloudTrail イベントを Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットに継続的に配信できるようになります。追跡を設定しない場合でも、Event 
history (イベント履歴)の CloudTrail コンソール で最新のイベントを表示できます。
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CloudTrail での AWS Support 情報

CloudTrail で収集された情報を使用して、AWS Support 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。

設定や有効化の方法など、CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してくだ
さい。

CloudTrail での AWS Support 情報
CloudTrail は、アカウントを作成すると AWS アカウントで有効になります。サポートされているイベン
トアクティビティが AWS Support で発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) 
の他の AWS のサービスのイベントとともに、CloudTrail イベントにレコードされます。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」をご参照ください。

AWS アカウントのイベント (AWS Support のイベントなど) を継続的に記録するには、証跡を作成しま
す。追跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コ
ンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWSパー
ティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログ
ファイルを配信します。さらに、CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに
基づく対応するためにその他の 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 がサポートされているサービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• 「複数のリージョンからの CloudTrail ログファイルの受信 」および「複数のアカウントからの 

CloudTrail ログファイルの受信」

すべての AWS Support API オペレーションは CloudTrail によってログに記録されます。オペレーションの
詳細については、AWS Support API リファレンスを参照してください。

例えば、CreateCase、DescribeCases、および ResolveCase オペレーションへの呼び出しによって 
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。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。

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

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

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

また、複数の AWS リージョンと複数の AWS アカウントの AWS Support ログファイルを 1 つの Amazon 
S3 バケットに集約することもできます。

CloudTrail ログの AWS Trusted Advisor 情報
Trusted Advisor は、コストの削減、セキュリティの向上、およびアカウントの最適化を行うために AWS 
アカウントをチェックするために使用できる AWS Supportサービスです。

すべての Trusted Advisor API オペレーションは CloudTrail によってログに記録されます。オペレーション
の詳細については、AWS Support API リファレンスを参照してください。

API バージョン 2013-04-15
315

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-create-and-update-a-trail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html#cloudtrail-aws-service-specific-topics-integrations
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/getting_notifications_top_level.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/receive-cloudtrail-log-files-from-multiple-regions.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/APIReference/
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-event-reference-user-identity.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/APIReference/


AWS Support ユーザーガイド
AWS Support ログファイルエントリの理解

例え
ば、DescribeTrustedAdvisorCheckRefreshStatuses、DescribeTrustedAdvisorCheckResult、
および RefreshTrustedAdvisorCheck オペレーションへの呼び出しによって CloudTrail ログファイル
にエントリが生成されます。

Note

CloudTrail は、Trusted Advisor コンソールアクションもログに記録します。「AWS CloudTrail で
の AWS Trusted Advisor コンソールアクションのログへの記録 (p. 339)」を参照してください。

AWS Support ログファイルエントリの理解
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信するように設定できま
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、任意の送信元から
の単一の要求を表します。これには、リクエストされたオペレーション、オペレーションの日時、リクエ
ストパラメーターなどに関する情報が含まれます。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。

Example : CreateCase のログエントリ

次の例は、CreateCase オペレーションの CloudTrail ログエントリを示しています。

{ 
   "Records": [ 
      { 
         "eventVersion": "1.04", 
         "userIdentity": { 
            "type": "IAMUser", 
            "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/janedoe", 
            "accountId": "111122223333", 
            "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
            "userName": "janedoe", 
            "sessionContext": { 
               "attributes": { 
                  "mfaAuthenticated": "false", 
                  "creationDate": "2016-04-13T17:51:37Z" 
               } 
            }, 
            "invokedBy": "signin.amazonaws.com" 
         }, 
         "eventTime": "2016-04-13T18:05:53Z", 
         "eventSource": "support.amazonaws.com", 
         "eventName": "CreateCase", 
         "awsRegion": "us-east-1", 
         "sourceIPAddress": "198.51.100.15", 
         "userAgent": "signin.amazonaws.com", 
         "requestParameters": { 
            "severityCode": "low", 
            "categoryCode": "other", 
            "language": "en", 
            "serviceCode": "support-api", 
            "issueType": "technical" 
         }, 
         "responseElements": { 
            "caseId": "case-111122223333-muen-2016-c3f2077e504940f2" 
         }, 
         "requestID": "58c257ef-01a2-11e6-be2a-01c031063738", 
         "eventID": "5aa34bfc-ad5b-4fb1-8a55-2277c86e746a", 
         "eventType": "AwsApiCall", 
         "recipientAccountId": "111122223333" 
      } 
   ], 
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   ...
}

Example : RefreshTrustedAdvisorCheck のログエントリ

次の例は、RefreshTrustedAdvisorCheck オペレーションの CloudTrail ログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Admin", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "Admin" 
    }, 
    "eventTime": "2020-10-21T16:34:13Z", 
    "eventSource": "support.amazonaws.com", 
    "eventName": "RefreshTrustedAdvisorCheck", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "72.21.198.67", 
    "userAgent": "signin.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "checkId": "Pfx0RwqBli" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "4c4d5fc8-c403-4f82-9544-41f820e0fa01", 
    "eventID": "2f4630ac-5c27-4f0d-b93f-63742d6fc85e", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

AWS CloudTrail を使用した Slack での AWS 
Support アプリ API コールのログ記録

Slack での AWS Support アプリには、AWS CloudTrail が統合されています。CloudTrail は、AWS Support 
アプリのユーザー、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します。この
レコードを作成するために、CloudTrail は、AWS Support アプリのパブリック API コールをすべてイベン
トとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、AWS Support アプリコンソールからの呼び
出しと、AWS Support アプリパブリック API オペレーションへのコード呼び出しが含まれます。証跡を作
成する場合は、 のイベントなど、Amazon S3 バケットへの CloudTrail イベントの継続的な配信を有効に
することができます これらには、AWS Support アプリのイベントが含まれます。追跡を設定しない場合で
も、CloudTrail コンソールの [Event history] (イベント履歴) で最新のイベントを表示できます。CloudTrail 
で収集された情報は、AWS Support アプリに対して行われたリクエストの特定に使用できます。また、呼
び出し元の IP アドレス、リクエスト実行者、実行日時、追加の詳細を知ることもできます。

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

CloudTrail での AWS Support アプリ情報
AWS アカウント を作成すると、アカウントで CloudTrail がアクティブ化されます。パブリック API アク
ティビティが AWS Support アプリで発生すると、そのアクティビティは、[Event history] (イベント履歴) 
にある他の AWS サービスにおけるイベントと共に、CloudTrail 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 Event 履歴
でのイベントの表示」を参照してください。
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AWS アカウント アプリのイベントを含め、AWS Support におけるイベントを継続的に記録するには、証
跡を作成します。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、他の AWS のサービス を設定し
て、CloudTrail ログに収集されたイベントデータを詳細に分析し、そのデータに基づいてアクションを実
行することができます。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 がサポートされているサービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• 複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取るおよび複数のアカウントから CloudTrail ログ

ファイルを受け取る

CloudTrail は、すべてのパブリック AWS Support アプリアクションのログ
を記録します。これらのアクションについては、「Slack の AWS Support 
アプリケーションの API リファレンス」にも記載されています。例え
ば、CreateSlackChannelConfiguration、GetAccountAlias、UpdateSlackChannelConfigurationの
各アクションを呼び出すと、CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、誰がリクエストを生成したかという情報が含まれます。アイデン
ティティ情報は、以下を判別するのに役立ちます。

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

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが、別の AWS のサービス によって送信されたかどうか。

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

AWS Support アプリのログファイルエントリの理解
[トレイル] は、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイベントをログファイルとして
配信するように構成できます。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。
イベントはあらゆるソースからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクション
の日時、リクエストのパラメータなどの情報が含まれます。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ありません。つまり、ログは特定の順序で表示されるわけ
ではありません。

Example : CreateSlackChannelConfiguration のログの例

次の例は、CreateSlackChannelConfiguration オペレーションの CloudTrail ログエントリを示したもので
す。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:JaneDoe", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Administrator/JaneDoe", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
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                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Administrator", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "Administrator" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2022-02-26T01:37:57Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2022-02-26T01:48:20Z", 
    "eventSource": "supportapp.amazonaws.com", 
    "eventName": "CreateSlackChannelConfiguration", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.183", 
    "userAgent": "aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5", 
    "requestParameters": { 
        "notifyOnCreateOrReopenCase": true, 
        "teamId": "T012ABCDEFG", 
        "notifyOnAddCorrespondenceToCase": true, 
        "notifyOnCaseSeverity": "all", 
        "channelName": "troubleshooting-channel", 
        "notifyOnResolveCase": true, 
        "channelId": "C01234A5BCD", 
        "channelRoleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AWSSupportAppRole" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "d06df6ca-c233-4ffb-bbff-63470c5dc255", 
    "eventID": "0898ce29-a396-444a-899d-b068f390c361", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}

Example : ListSlackChannelConfigurations のログの例

次の例は、ListSlackChannelConfigurations オペレーションの CloudTrail ログエントリを示したものです。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:AWSSupportAppRole", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AWSSupportAppRole", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AWSSupportAppRole", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "AWSSupportAppRole" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2022-03-01T20:06:32Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
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    "eventTime": "2022-03-01T20:06:46Z", 
    "eventSource": "supportapp.amazonaws.com", 
    "eventName": "ListSlackChannelConfigurations", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "72.21.217.131", 
    "userAgent": "aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "20f81d63-31c5-4351-bd02-9eda7f76e7b8", 
    "eventID": "70acb7fe-3f84-47cd-8c28-cc148ad06d21", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}

Example : GetAccountAlias のログの例

次の例は、GetAccountAlias オペレーションの CloudTrail ログエントリを示したものです。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:devdsk", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AWSSupportAppRole/devdsk", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AWSSupportAppRole", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "AWSSupportAppRole" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2022-03-01T20:31:27Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2022-03-01T20:31:47Z", 
    "eventSource": "supportapp.amazonaws.com", 
    "eventName": "GetAccountAlias", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "72.21.217.142", 
    "userAgent": "aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "a225966c-0906-408b-b8dd-f246665e6758", 
    "eventID": "79ebba8d-3285-4023-831a-64af7de8d4ad", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}
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AWS Support プランのモニタリング
とログ記録

モニタリングは、サポートプランや他の 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
するにあたって重要な要素です。AWS は、サポートプランを注視し、問題が発生した場合には報告を行
い、必要に応じて自動アクションを実行するために、以下のモニタリングツールを提供しています。

• 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。

トピック
• AWS CloudTrail を使用した AWS Support プラン API コールのログ記録 (p. 321)

AWS CloudTrail を使用した AWS Support プラン 
API コールのログ記録

AWS Support プランは、ユーザー、ロール、または AWS のサービス が行うアクションを記録するサービ
ス「AWS CloudTrail」と統合されています。CloudTrail は、AWS Support プランの 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、AWS Support プランコンソールからの呼び出
しと、AWS Support Plans API オペレーションへのコード呼び出しが含まれます。

証跡を作成する場合は、AWS Support プランに関するイベントを含めた CloudTrail イベントの Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへの継続的デリバリーを有効にできます。追跡を設定しな
い場合でも、CloudTrail コンソールの [Event history] (イベント履歴) で最新のイベントを表示できます。

CloudTrail で収集された情報を使用して、AWS Support プランに対するリクエスト、リクエスト元の IP 
アドレス、リクエスト元のユーザー、リクエスト日時などの詳細を確認できます。

設定や有効化の方法など、CloudTrail の詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」を参照して
ください。

CloudTrail での AWS Support プラン情報
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS アカウント で有効になります。サポートされているイベントア
クティビティが AWS Support プランで発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) 
にある他の AWS のサービス イベントと共に、CloudTrail イベントに記録されます。アカウントの最近の
イベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail Event 履歴でのイベント
の表示」を参照してください。

AWS Support プランのイベントなど、アカウントのイベントを継続的に記録するには、証跡を作成しま
す。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、コ
ンソールで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 ログで収集されたイベントデータをより詳細に分析し、それ
を基にアクションを取るために他の 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」
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• CloudTrail がサポートされているサービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• CloudTrail ログファイルを複数のリージョンから受け取る、複数のアカウントから CloudTrail ログファ

イルを受け取る

すべての AWS Support プラン API オペレーションが、CloudTrail によってログに記録されます。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。アイデンティティ情報は、
以下を判別するのに役立ちます。

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

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが、別の AWS のサービス によって送信されたかどうか。

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

また、複数の AWS リージョン と複数のアカウントの AWS Support プランログファイルを、1 つの 
Amazon S3 バケットに集約することもできます。

AWS Support プランログファイルエントリを理解する
[トレイル] は、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイベントをログファイルとして
配信するように構成できます。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、任意の送信元からの単一の要求を表します。これには、リクエストされたオペレーション、オ
ペレーションの日時、リクエストパラメーターなどに関する情報が含まれます。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。

Example : GetSupportPlan のログエントリ

次の例は、GetSupportPlan オペレーションの CloudTrail ログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:user/janedoe", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "Admin" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2022-06-29T16:30:04Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2022-06-29T16:39:11Z", 
    "eventSource": "supportplans.amazonaws.com", 

API バージョン 2013-04-15
322

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html#cloudtrail-aws-service-specific-topics-integrations
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/getting_notifications_top_level.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/receive-cloudtrail-log-files-from-multiple-regions.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-event-reference-user-identity.html


AWS Support ユーザーガイド
AWS Support プランログファイルエントリを理解する

    "eventName": "GetSupportPlan", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.183", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 
 Firefox/91.0", 
    "requestParameters": null, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "7665c39a-d6bf-4d0d-8010-2f59740b8ecb", 
    "eventID": "b711bc30-16a5-4579-8f0d-9ada8fe6d1ce", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}

Example : GetSupportPlanUpdateStatus のログエントリ

次の例は、GetSupportPlanUpdateStatus オペレーションの CloudTrail ログエントリを示していま
す。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:user/janedoe", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "Admin" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2022-06-29T16:30:04Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2022-06-29T16:39:02Z", 
    "eventSource": "supportplans.amazonaws.com", 
    "eventName": "GetSupportPlanUpdateStatus", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.183", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 
 Firefox/91.0", 
    "requestParameters": { 
        "supportPlanUpdateArn": 
 "arn:aws:supportplans::111122223333:supportplanupdate/7f03b7a233a0e87ebc79e56d4d2bcaf19e976c37a2756181cec1b17f95da4310" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "75e5c767-8703-4ed3-b01e-4dda28020322", 
    "eventID": "28d1c0e3-ccb6-4fd1-8793-65be010114cc", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}
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Example : StartSupportPlanUpdate のログエントリ

次の例は、StartSupportPlanUpdate オペレーションの CloudTrail ログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:user/janedoe", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "Admin" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2022-06-29T16:30:04Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2022-06-29T16:38:55Z", 
    "eventSource": "supportplans.amazonaws.com", 
    "eventName": "StartSupportPlanUpdate", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "205.251.233.183", 
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:91.0) Gecko/20100101 
 Firefox/91.0", 
    "requestParameters": { 
        "clientToken": "98add111-dcc9-464d-8722-438d697fe242", 
        "update": { 
            "supportLevel": "BASIC" 
        } 
    }, 
    "responseElements": { 
        "Access-Control-Expose-Headers": "x-amzn-RequestId,x-amzn-ErrorType,x-amzn-
ErrorMessage,Date", 
        "supportPlanUpdateArn": 
 "arn:aws:supportplans::111122223333:supportplanupdate/7f03b7a233a0e87ebc79e56d4d2bcaf19e976c37a2756181cec1b17f95da4310" 
    }, 
    "requestID": "e5ff9382-5fb8-4764-9993-0f33fb0b1e17", 
    "eventID": "5dba89f8-2e5b-42b9-9b8f-395580c52962", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}

AWS Supportプランの変更のログへの記録
Important

2022 年 8 月 3 日以降、以下のオペレーションは廃止され、新しく作成される CloudTrail ログに
は表示されません。サポートされているオペレーションのリストについては、AWS Support プラ
ンログファイルエントリを理解する (p. 322)を参照してください。
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• DescribeSupportLevelSummary — このアクションは、[Support plans] (サポートプラン) ページを
開くとログに記録されます。

• UpdateProbationAutoCancellation — デベロッパーサポートまたはビジネスサポートにサイン
アップし、30 日以内にキャンセルしようとすると、プランは、その期間の終了時に自動的にキャンセル
されます。このアクションは、[Support plans] (サポートプラン) ページに表示されるバナーの [Opt-out 
of automatic cancellation] (自動キャンセルのオプトアウト) を選択するとログに記録されます。デベロッ
パーサポートまたはビジネスサポートのプランを再開します。

• UpdateSupportLevel — このアクションは、サポートプランを変更するとログに表示されます。

Note

eventSource フィールドには、これらのアクションの support-
subscription.amazonaws.com 名前空間があります。

Example : DescribeSupportLevelSummary のログエントリ

次の例は、DescribeSupportLevelSummary アクションの CloudTrail ログエントリを示しています。

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "Root", 
    "principalId": "111122223333", 
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root", 
    "accountId": "111122223333", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": {}, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2021-01-07T22:08:05Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2021-01-07T22:08:07Z", 
  "eventSource": "support-subscription.amazonaws.com", 
  "eventName": "DescribeSupportLevelSummary", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "100.127.8.67", 
  "userAgent": "AWS-SupportPlansConsole, aws-internal/3", 
  "requestParameters": { 
    "lang": "en" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "b423b84d-829b-4090-a239-2b639b123abc", 
  "eventID": "e1eeda0e-d77c-487b-a7e5-4014f7123abc", 
  "readOnly": true, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "managementEvent": true, 
  "eventCategory": "Management", 
  "recipientAccountId": "111122223333"
}

Example : UpdateProbationAutoCancellation のログエントリ

次の例は、UpdateProbationAutoCancellation アクションの CloudTrail ログエントリを示していま
す。

{ 
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  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "Root", 
    "principalId": "111122223333", 
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root", 
    "accountId": "111122223333", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE" 
  }, 
  "eventTime": "2021-01-07T23:28:43Z", 
  "eventSource": "support-subscription.amazonaws.com", 
  "eventName": "UpdateProbationAutoCancellation", 
  "awsRegion": "us-east-1", "sourceIPAddress": "100.127.8.67", 
  "userAgent": "AWS-SupportPlansConsole, aws-internal/3", 
  "requestParameters": { 
    "lang": "en" 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": "5492206a-e200-4c33-9fcf-4162d4123abc", 
  "eventID": "f4a58c09-0bb0-4ba2-a8d3-df6909123abc", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "managementEvent": true, 
  "eventCategory": "Management", 
  "recipientAccountId": "111122223333"
}

Example : UpdateSupportLevel のログエントリ

次の例は、デベロッパーサポートを変更する UpdateSupportLevel アクションの CloudTrail ログエント
リを示しています。

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "Root", 
    "principalId": "111122223333", 
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root", 
    "accountId": "111122223333", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": {}, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2021-01-07T22:08:05Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2021-01-07T22:08:43Z", 
  "eventSource": "support-subscription.amazonaws.com", 
  "eventName": "UpdateSupportLevel", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "100.127.8.247", 
  "userAgent": "AWS-SupportPlansConsole, aws-internal/3", 
  "requestParameters": { 
    "supportLevel": "new_developer" 
  }, 
  "responseElements": { 
    "aispl": false, 
    "supportLevel": "new_developer" 
  }, 
  "requestID": "5df3da3a-61cd-4a3c-8f41-e5276b123abc", 
  "eventID": "c69fb149-c206-47ce-8766-8df6ec123abc", 
  "readOnly": false, 
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  "eventType": "AwsApiCall", 
  "managementEvent": true, 
  "eventCategory": "Management", 
  "recipientAccountId": "111122223333"
}
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AWS Trusted Advisor でのモニタリ
ングとログ記録

モニタリングは、Trusted Advisor とその他 AWS ソリューションの信頼性、可用性、およびパフォーマン
スの維持における重要な要素です。AWS は、Trusted Advisor をモニタリングし、問題が発生した場合に
は報告を行い、必要に応じて自動アクションを実行するために以下のモニタリングツールを提供していま
す。

• Amazon EventBridge は、AWS リソースの変更を記述したシステムイベントのストリームをほぼリアル
タイムに配信します。EventBridge で自動イベント駆動型コンピューティングを有効にすると、特定の
イベントを監視するルールを記述し、これらのイベントが発生したときに他の AWS のサービスで自動
アクションをトリガーできます。

例えば、Trusted Advisor には、Amazon S3 バケットのアクセス許可チェックが用意されています。
このチェックは、オープンアクセスのアクセス許可を持つバケットがあるか、認証された AWS ユー
ザーへのアクセスを許可しているかを識別します。バケットのアクセス許可が変更されると、Trusted 
Advisor チェックのステータスが変化します。EventBridge はこのイベントを検出し、ユーザーがアク
ションを実行できるように通知を送信します。詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイ
ド」を参照してください。

• AWS Trusted Advisor チェックでは、AWS アカウントのコストを削減して、パフォーマンスを向上さ
せ、セキュリティを向上させる方法を特定します。EventBridge を使用して、Trusted Advisor チェック
のステータスをモニタリングできます。その後、Amazon CloudWatch を使用して、Trusted Advisor メ
トリクスのアラームを作成できます。これらのアラームは、更新されたリソースや到達したサービス
クォータなど、Trusted Advisor チェックのステータスが変化したことを通知します。

• 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。

トピック
• Amazon EventBridge を使用した AWS Trusted Advisor チェック結果のモニタリング (p. 328)
• AWS Trusted Advisor メトリクスをモニタリングする Amazon CloudWatch アラームを作成す

る (p. 330)
• AWS CloudTrail での AWS Trusted Advisor コンソールアクションのログへの記録 (p. 339)

Amazon EventBridge を使用した AWS Trusted 
Advisor チェック結果のモニタリング

EventBridge を使用して、Trusted Advisor のチェックがステータスを変更するときに検出できます。その
後、ルールに指定した値のステータスが変更されたときに、EventBridge は、1 つ以上のターゲットアク
ションを呼び出します。

ステータス変更に従って、通知を送信したり、ステータス情報を取得したり、是正措置を取ったり、イベ
ントを開始したり、その他の措置を取ることができます。例えば、チェックのステータスが、問題が検出
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されませんでした (緑) から推奨される対応 (赤) に変わった場合に、次のターゲットタイプを指定できま
す。

• AWS Lambda 関数を使用して、Slack チャネルに通知を渡します。
• チェックに関するデータを Amazon Kinesis ストリームにプッシュして、包括的でリアルタイムのス

テータスモニタリングをサポートします。
• Amazon Simple Notification Service トピックをお客様のメールアドレスに送信します。
• Amazon CloudWatch のアラームアクションで通知を受け取ります。

EventBridge 関数と Lambda 関数を使用して Trusted Advisor の応答を自動化する方法の詳細について
は、GitHubの「Trusted Advisor tools」(ツール) を参照してください。

メモ

• Trusted Advisor は、ベストエフォートベースでイベントを配信します。イベントが常に 
EventBridge に配信されるとは限りません。

• Trusted Advisor チェック用のルールを作成するには、AWS Support プランが必要です。詳細に
ついては、「AWS Support プランの変更 (p. 19)」を参照してください。

この手順に従って、Trusted Advisor の EventBridge ルールを作成します。イベントルールを作成する前
に、次の手順を実行します。

• EventBridge のイベント、ルール、ターゲットに精通しておいてください。詳細については、「Amazon 
EventBridge ユーザーガイド」の「Amazon EventBridge とは」を参照してください。

• イベントルールで使用するターゲットを作成します。

Trusted Advisor の EventBridge ルールを作成するには

1. Amazon EventBridge コンソール (https://console.aws.amazon.com/events/) を開きます。
2. リージョンを変更するには、ページの右上にあるリージョンセレクターを使用して、[US East (N. 

Virginia)] (米国東部 (バージニア北部)) を選択します。
3. ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。
4. [Create rule] (ルールを作成) を選択します。
5. [Define rule detail] (ルールの詳細を定義) ページで、ルールの名前と説明を入力します。
6. [Event bus] (イベントバス) と [Rule type] (ルールタイプ) のデフォルト値を維持して、[Next] (次へ) を

選択します。
7. [イベントパターンを構築] ページの [イベントソース] で、[AWS イベント] または [EventBridge パート

ナーイベント] を選択します。
8. [Event pattern] (イベントパターン) で、AWS のサービス をデフォルト値のままにしておきます。
9. [AWS のサービス] で、[Trusted Advisor] を選択します。
10. [Event type] (イベントタイプ) で、[Check Item Refresh Status] (アイテムの更新ステータスを確認) を

選択します。
11. チェックのステータスについて、次のいずれかのオプションを選択します。

• [Any status] (任意のステータス) を選択して、ステータスの変更をモニタリングするルールを作成
します。

• [Specific status(es)] (特定のステータス) を選択してから、ルールでモニタリングする値を選択し
ます。

• [ERROR] – Trusted Advisor はチェックのアクションを推奨します。
• [INFO] – Trusted Advisor はチェックの状態を特定できませんでした。
• [OK] – Trusted Advisor はチェックの問題を検出しませんでした。
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• [WARN] (警告) – Trusted Advisor は、チェックについて、問題である可能性のある事項を検出
し、調査を推奨します。

12. チェックについて、次のいずれかのオプションを選択します。

• [Any check] (任意のチェック) を選択します。
• [Specific check(s)] (特定のチェック) を選択し、リストから 1 つ以上のチェック名を選択します。

13. AWS リソースについて、次のいずれかのオプションを選択してください。

• [Any resource ID] (任意のリソース ID) を選択して、すべてのリソースをモニタリングするルールを
作成します。

• ARN ごとの特定のリソース ID を選択し、必要な Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。
14. [Next] (次へ) をクリックします。
15. [Select target(s)] (ターゲットの選択) ページで、このルール用に作成したターゲットタイプを選択し、

そのタイプに必要な追加オプションを設定します。例えば、イベントを Amazon SQS キューまたは 
Amazon SNS トピックに送信できます。

16. [Next] (次へ) をクリックします。
17. (オプション) [Configure tags] (タグの設定) ページで、いずれかのタグを追加し、[Next] (次へ) を選択

します。
18. [Review and create] (確認および作成) ページで、ルールの設定を確認し、イベントモニタリング要件

を満たしていることを確認してください。
19. [ルールの作成] を選択します。これで、ルールは Trusted Advisor チェックをモニタリングし、指定し

たターゲットにイベントを送信するようになりました。

AWS Trusted Advisor メトリクスをモニタリングす
る Amazon CloudWatch アラームを作成する

AWS Trusted Advisor がチェックを更新すると、Trusted Advisor は、チェック結果に関するメトリクス
を CloudWatch に公開します。CloudWatch コンソールでメトリクスを表示できます。Trusted Advisor 
チェックのステータスの変化、リソースのステータスの変化、およびサービスクォータ使用量 (以前の名
称は制限) を検出するアラームを作成することもできます。例えば、サービスの制限カテゴリのチェック
のスタータスの変化を追跡するアラームを作成できます。その場合、AWSアカウントのサービスクォータ
に達するか、サービスクォータを超えたときにアラームが通知されます。

特定の Trusted Advisor メトリクスの CloudWatch アラームを作成するには、次の手順に従います。

トピック
• 前提条件 (p. 330)
• Trusted Advisor の CloudWatch メトリクス (p. 333)
• Trusted Advisor のメトリクスとディメンション (p. 338)

前提条件
Trusted Advisor メトリクスの CloudWatch アラームを作成する前に、次の情報をレビューします。

• CloudWatch がどのようにメトリクスとアラームを使用するかを理解します。詳細については、Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch の仕組み」を参照してください。

• Trusted Advisor コンソールまたは AWS Support API を使用してチェックを更新し、最新のチェック結
果を取得します。詳細については、「チェック結果の更新 (p. 26)」を参照してください。
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Trusted Advisor メトリクスの CloudWatch アラームを作成するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. リージョンの選択ツールを使用して [米国東部（バージニア北部] AWS リージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Alarms] (アラーム) を選択します。
4. [アラームの作成] を選択します。
5. [Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。
6. [メトリクス] にディメンション値を入力してメトリクスリストをフィルターします。例えば、メトリ

クス名 ServiceLimitUsage またはディメンション (Trusted Advisor チェック名) を入力できます。

Tip

• Trusted Advisor を検索して、サービスのすべてのメトリクスを一覧表示します。
• メトリクスとディメンション名のリストについては、「Trusted Advisor のメトリクスと

ディメンション (p. 338)」を参照してください。
7. 結果の表で、目的のメトリクスのチェックボックスを選択します。

次の例では、チェック名は IAM アクセスキーの更新で、メトリクス名は YellowResources です。

8. [Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。
9. [メトリクスと条件の指定] ページで、選択したメトリクス名と チェック名 がページに表示されている

ことを確認します。
10. [期間] では、チェックのステータスが変化したときにアラームを開始する期間 (5 分など) を指定でき

ます。
11. [条件] で [静的] を選択し、アラームを開始するアラーム条件を指定します。

例えば、[以上 >= しきい値] を選択し、しきい値に「1」と入力すると、過去 90 日間に更新されてい
ない IAM アクセスキーが Trusted Advisor で検出されたときにアラームが開始します。

メモ

• GreenChecks、RedChecks、YellowChecks、RedResources、および YellowResources の
各メトリクスで、0 以上の任意の整数であるしきい値を指定できます。

• Trusted Advisor は、Trusted Advisor が問題を検出していないリソースである
GreenResources のメトリクスは送信しません。

12. [Next] (次へ) をクリックします。
13. [アクションの設定] ページの [アラーム状態トリガー] で [アラーム状態] を選択します。
14. [SNS トピックの選択] で既存の Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックを選択す

るか、トピックを新規作成します。
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15. [Next] (次へ) をクリックします。
16. [名前と説明] にアラームの名前と説明を入力します。
17. [Next] (次へ) をクリックします。
18. [プレビューと作成] ページでアラームの詳細をレビューし、[アラームの作成] を選択します。

[IAM アクセスキーの更新] チェックのステータスが 5 分間、赤になった場合、アラームは SNS トピッ
クに通知を送信します。

Example : CloudWatch アラームの E メール通知

次の E メールメッセージは、アラームが IAM アクセスキーの更新チェックの変化を検出したことを示しま
す。

You are receiving this email because your Amazon CloudWatch Alarm 
 "IAMAcessKeyRotationCheckAlarm" in the US East (N. Virginia) region has entered the ALARM 
 state,  
because "Threshold Crossed: 1 out of the last 1 datapoints [9.0 (26/03/21 22:44:00)] 
 was greater than or equal to the threshold (1.0) (minimum 1 datapoint for OK -> ALARM 
 transition)." at "Friday 26 March, 2021 22:49:42 UTC".

View this alarm in the AWS Management Console:
https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cloudwatch/home?region=us-
east-1#s=Alarms&alarm=IAMAcessKeyRotationCheckAlarm

Alarm Details:
- Name:                       IAMAcessKeyRotationCheckAlarm
- Description:                This alarm starts when one or more AWS access keys in my AWS 
 account have not been rotated in the last 90 days.
- State Change:               INSUFFICIENT_DATA -> ALARM
- Reason for State Change:    Threshold Crossed: 1 out of the last 1 datapoints [9.0 
 (26/03/21 22:44:00)] was greater than or equal to the threshold (1.0) (minimum 1 datapoint 
 for OK -> ALARM transition).
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- Timestamp:                  Friday 26 March, 2021 22:49:42 UTC
- AWS Account:                123456789012
- Alarm Arn:                  arn:aws:cloudwatch:us-
east-1:123456789012:alarm:IAMAcessKeyRotationCheckAlarm

Threshold:
- The alarm is in the ALARM state when the metric is GreaterThanOrEqualToThreshold 1.0 for 
 300 seconds.  

Monitored Metric:
- MetricNamespace:                     AWS/TrustedAdvisor
- MetricName:                          RedResources
- Dimensions:                          [CheckName = IAM Access Key Rotation]
- Period:                              300 seconds
- Statistic:                           Average
- Unit:                                not specified
- TreatMissingData:                    missing

State Change Actions:
- OK:  
- ALARM: [arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:Default_CloudWatch_Alarms_Topic]
- INSUFFICIENT_DATA: 

Trusted Advisor の CloudWatch メトリクス
CloudWatch コンソールまたは AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、Trusted Advisor で
使用可能なメトリクスを検索します。

メトリクスを発行するすべてのサービスの名前空間、メトリクス、ディメンションのリストについて
は、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「CloudWatch メトリクスを発行する AWS のサービス」を参
照してください。

Trusted Advisor メトリクスの表示 (コンソール)
CloudWatch コンソールにサインインして、Trusted Advisor で使用可能なメトリクスを表示します。

使用可能な Trusted Advisor メトリクスを表示するには (コンソール)

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. リージョンの選択ツールを使用して [米国東部（バージニア北部] AWS リージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
4. メトリックの名前空間を入力します（TrustedAdvisor など)。
5. メトリクスのディメンションを選択します ([Check Metrics] など)。

6. [すべてのメトリクス] タブには、名前空間内のそのディメンションのメトリクスがすべて表示されま
す。以下の操作を行うことができます。
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a. テーブルを並べ替えるには、列見出しを選択します。
b. メトリクスをグラフ表示するには、メトリクスの横にあるチェックボックスを選択します。すべ

てのメトリクスを選択するには、テーブルの見出し行にあるチェックボックスを選択します。
c. メトリクスでフィルターするには、メトリクス名を選択し、[Add to search] (検索に追加) を選択

します。

次の例は、[セキュリティグループ - 開かれたポート] チェックの結果を示しています。このチェック
では、黄色の 13 個のリソースが識別されています。Trusted Advisor では、黄色のチェックを調査す
ることが推奨されます。

7. (オプション) このグラフを CloudWatch ダッシュボードに追加するには、[Actions] (アクション)、
[Add to dashboard] (ダッシュボードに追加) の順に選択します。

メトリクスを表示するグラフの作成の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「メ
トリクスのグラフ化」を参照してください。

Trusted Advisor メトリクスの表示 (CLI)
list-metrics AWS CLI コマンドを使用して、Trusted Advisor で使用可能なメトリクスを表示できます。

Example : Trusted Advisor のすべてのメトリクスの一覧表示

次の例では、Trusted Advisor のすべてのメトリクスを表示する AWS/TrustedAdvisor 名前空間を指定
します。
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aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/TrustedAdvisor

出力は次のようになります。

{ 
    "Metrics": [ 
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor",  
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "ServiceName",  
                    "Value": "EBS" 
                },  
                { 
                    "Name": "ServiceLimit",  
                    "Value": "Magnetic (standard) volume storage (TiB)" 
                },  
                { 
                    "Name": "Region",  
                    "Value": "ap-northeast-2" 
                } 
            ],  
            "MetricName": "ServiceLimitUsage" 
        },  
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor",  
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "CheckName",  
                    "Value": "Overutilized Amazon EBS Magnetic Volumes" 
                } 
            ],  
            "MetricName": "YellowResources" 
        },  
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor",  
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "ServiceName",  
                    "Value": "EBS" 
                },  
                { 
                    "Name": "ServiceLimit",  
                    "Value": "Provisioned IOPS" 
                },  
                { 
                    "Name": "Region",  
                    "Value": "eu-west-1" 
                } 
            ],  
            "MetricName": "ServiceLimitUsage" 
        },  
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor",  
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "ServiceName",  
                    "Value": "EBS" 
                },  
                { 
                    "Name": "ServiceLimit",  
                    "Value": "Provisioned IOPS" 
                },  
                { 
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                    "Name": "Region",  
                    "Value": "ap-south-1" 
                } 
            ],  
            "MetricName": "ServiceLimitUsage" 
        }, 
    ... 
  ]
}

Example : ディメンションのすべてのメトリクスの一覧表示

次の例では、指定した AWS リージョンで使用可能なメトリクスを表示する AWS/TrustedAdvisor 名前
空間と Region ディメンションを指定します。

aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/TrustedAdvisor --dimensions 
 Name=Region,Value=us-east-1

出力は次のようになります。

{ 
    "Metrics": [ 
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor", 
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "ServiceName", 
                    "Value": "SES" 
                }, 
                { 
                    "Name": "ServiceLimit", 
                    "Value": "Daily sending quota" 
                }, 
                { 
                    "Name": "Region", 
                    "Value": "us-east-1" 
                } 
            ], 
            "MetricName": "ServiceLimitUsage" 
        }, 
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor", 
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "ServiceName", 
                    "Value": "AutoScaling" 
                }, 
                { 
                    "Name": "ServiceLimit", 
                    "Value": "Launch configurations" 
                }, 
                { 
                    "Name": "Region", 
                    "Value": "us-east-1" 
                } 
            ], 
            "MetricName": "ServiceLimitUsage" 
        }, 
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor", 
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "ServiceName", 
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                    "Value": "CloudFormation" 
                }, 
                { 
                    "Name": "ServiceLimit", 
                    "Value": "Stacks" 
                }, 
                { 
                    "Name": "Region", 
                    "Value": "us-east-1" 
                } 
            ], 
            "MetricName": "ServiceLimitUsage" 
        }, 
    ... 
  ]
}

Example : 特定のメトリクス名のメトリクスの一覧表示

次の例では、この指定のメトリクスの結果だけを表示する AWS/TrustedAdvisor 名前空間と
RedResources メトリクス名を指定します。

aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/TrustedAdvisor --metric-name RedResources

出力は次のようになります。

{ 
    "Metrics": [ 
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor", 
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "CheckName", 
                    "Value": "Amazon RDS Security Group Access Risk" 
                } 
            ], 
            "MetricName": "RedResources" 
        }, 
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor", 
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "CheckName", 
                    "Value": "Exposed Access Keys" 
                } 
            ], 
            "MetricName": "RedResources" 
        }, 
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor", 
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "CheckName", 
                    "Value": "Large Number of Rules in an EC2 Security Group" 
                } 
            ], 
            "MetricName": "RedResources" 
        }, 
        { 
            "Namespace": "AWS/TrustedAdvisor", 
            "Dimensions": [ 
                { 
                    "Name": "CheckName", 
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                    "Value": "Auto Scaling Group Health Check" 
                } 
            ], 
            "MetricName": "RedResources" 
        }, 
    ... 
  ]
}

Trusted Advisor のメトリクスとディメンション
CloudWatch アラームとグラフで使用できる Trusted Advisor メトリクスおよびディメンションについて
は、次の表を参照してください。

Trusted Advisor チェックレベルメトリクス
Trusted Advisor チェックの次のメトリクスを使用できます。

メトリクス 説明

RedResources 赤色の状態のリソースの数 (アクションが推奨されます)。

YellowResources 黄色の状態のリソースの数 (調査が推奨されます)。

Trusted Advisor カテゴリレベルメトリクス
Trusted Advisor カテゴリの次のメトリクスを使用できます。

メトリクス 説明

GreenChecks 緑色の状態の Trusted Advisor チェックの数 (問題は検出されていませ
ん)。

RedChecks 赤色の状態の Trusted Advisor チェックの数 (アクションが推奨されま
す)。

YellowChecks 黄色の状態の Trusted Advisor チェックの数 (調査が推奨されます)。

Trusted Advisor サービスクォータレベルメトリクス
AWS のサービス Quotas の次のメトリクスを使用できます。

メトリクス 説明

ServiceLimitUsage サービスクォータ (以前の名称は制限) に対するリソース使用状況の割
合。

チェックレベルメトリクスのディメンション
Trusted Advisor チェックの次のディメンションを使用できます。
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コンソールアクションのログへの記録

ディメンション 説明

CheckName Trusted Advisor チェックの名前。

すべてのチェック名は、Trusted Advisor コンソールまたは AWS 
Trusted Advisor チェックリファレンス (p. 71) に表示されます。

カテゴリレベルメトリクスのディメンション
Trusted Advisor チェックカテゴリの次のディメンションを使用できます。

ディメンション 説明

Category Trusted Advisor チェックカテゴリの名前。

すべてのチェックカテゴリは、Trusted Advisor コンソールまたは 
[チェックカテゴリの表示 (p. 23)] ページに表示されます。

サービスクォータメトリクスのディメンション
Trusted Advisor サービスクォータメトリクスの次のメトリクスを使用できます。

ディメンション 説明

Region Service Quotas の AWS リージョン。

ServiceName AWS のサービス の名前。

ServiceLimit サービスクォータの名前。

Service Quotas の詳細については、「AWS 全般のリファレンス」の
「AWS のサービス クォータ」を参照してください。

AWS CloudTrail での AWS Trusted Advisor コン
ソールアクションのログへの記録

Trusted Advisor は AWS CloudTrail と統合されています。このサービスは、ユーザーやロール、ま
たは AWS の Trusted Advisor のサービスによって実行されたアクションをレコードするサービスで
す。CloudTrail は、Trusted Advisor のアクションをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされ
る呼び出しには、Trusted Advisor コンソールからの呼び出しが含まれます。追跡を作成すると、Trusted 
Advisorのイベントを始めとする CloudTrail イベントを Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケットに継続的に配信できるようになります。追跡を設定しない場合でも、Event history (イベント履
歴)の CloudTrail コンソール で最新のイベントを表示できます。CloudTrail で収集された情報を使用し
て、Trusted Advisor 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。

設定や有効化の方法など、CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してくだ
さい。

API バージョン 2013-04-15
339

https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home
https://console.aws.amazon.com/trustedadvisor/home
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/


AWS Support ユーザーガイド
CloudTrail での Trusted Advisor 情報

CloudTrail での Trusted Advisor 情報
CloudTrail は、アカウントを作成すると AWS アカウントで有効になります。サポートされているイベン
トアクティビティが Trusted Advisor コンソールで発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イ
ベント履歴) の他の AWS のサービスのイベントとともに CloudTrail イベントに記録されます。AWS アカ
ウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント
履歴でのイベントの表示」を参照してください。

AWS のイベントなど、Trusted Advisor アカウントのイベントの継続的なレコードについては、追跡を
作成します。証跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォル
トでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡
は、AWSパーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バ
ケットにログファイルを配信します。さらに、CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分
析し、それに基づく対応するためにその他の 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 のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから 

CloudTrail ログファイルを受け取る」

Trusted Advisor は、Trusted Advisor コンソールアクションのサブセットを CloudTrail ログファイルのイ
ベントとしてログに記録します。CloudTrail は、以下のアクションをログに記録します。

• DescribeAccount
• DescribeAccountAccess
• DescribeChecks
• DescribeCheckItems
• DescribeCheckRefreshStatuses
• DescribeCheckSummaries
• DescribeNotificationPreferences
• DescribeOrganization
• DescribeOrganizationAccounts
• DescribeReports
• DescribeRisk
• DescribeRisks
• DescribeRiskResources
• DescribeServiceMetadata
• DownloadRisk
• ExcludeCheckItems
• GenerateReport
• IncludeCheckItems
• ListAccountsForParent
• ListRoots
• ListOrganizationalUnitsForParent
• RefreshCheck
• SetAccountAccess
• SetOrganizationAccess
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• UpdateNotificationPreferences
• UpdateRiskStatus

Trusted Advisor コンソールアクションの完全な一覧については、「Trusted Advisor アクション (p. 243)」
を参照してください。

Note

CloudTrail は、AWS SupportAPI リファレンスの Trusted Advisor API オペレーションもログ
に記録します。詳細については、「AWS Support による AWS CloudTrail API コールのログ記
録 (p. 314)」を参照してください。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。

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

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity Element」(CloudTrail userIdentity 要素) を参照してください。

例: Trusted Advisor ログファイルエントリ
[トレイル] は、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイベントをログファイルとして
配信するように構成できます。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。
イベントはあらゆるソースからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクション
の日時、リクエストのパラメータなどの情報が含まれます。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。

Example : RefreshCheck のログエントリ

次の例は、Amazon S3 バケットのバージョニングチェック (ID R365s2Qddf) の RefreshCheck アクショ
ンを示す CloudTrail のログエントリを示しています。

{ 
   "eventVersion":"1.04", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
      "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/janedoe", 
      "accountId":"123456789012", 
      "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
      "userName":"janedoe", 
      "sessionContext":{ 
         "attributes":{ 
            "mfaAuthenticated":"false", 
            "creationDate":"2020-10-21T22:06:18Z" 
         } 
      } 
   }, 
   "eventTime":"2020-10-21T22:06:33Z", 
   "eventSource":"trustedadvisor.amazonaws.com", 
   "eventName":"RefreshCheck", 
   "awsRegion":"us-east-1", 
   "sourceIPAddress":"100.127.34.136", 
   "userAgent":"signin.amazonaws.com", 

API バージョン 2013-04-15
341

https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/APIReference/
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-event-reference-user-identity.html


AWS Support ユーザーガイド
例: Trusted Advisor ログファイルエントリ

   "requestParameters":{ 
      "checkId":"R365s2Qddf" 
   }, 
   "responseElements":{ 
      "status":{ 
         "checkId":"R365s2Qddf", 
         "status":"enqueued", 
         "millisUntilNextRefreshable":3599993 
      } 
   }, 
   "requestID":"d23ec729-8995-494c-8054-dedeaEXAMPLE", 
   "eventID":"a49d5202-560f-4a4e-b38a-02f1cEXAMPLE", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"123456789012"
}

Example : UpdateNotificationPreferences のログエントリ

次の例は、UpdateNotificationPreferences アクションを示す CloudTrail ログエントリです。

{ 
   "eventVersion":"1.04", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
      "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/janedoe", 
      "accountId":"123456789012", 
      "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
      "userName":"janedoe", 
      "sessionContext":{ 
         "attributes":{ 
            "mfaAuthenticated":"false", 
            "creationDate":"2020-10-21T22:06:18Z" 
         } 
      } 
   }, 
   "eventTime":"2020-10-21T22:09:49Z", 
   "eventSource":"trustedadvisor.amazonaws.com", 
   "eventName":"UpdateNotificationPreferences", 
   "awsRegion":"us-east-1", 
   "sourceIPAddress":"100.127.34.167", 
   "userAgent":"signin.amazonaws.com", 
   "requestParameters":{ 
      "contacts":[ 
         { 
            "id":"billing", 
            "type":"email", 
            "active":false 
         }, 
         { 
            "id":"operational", 
            "type":"email", 
            "active":false 
         }, 
         { 
            "id":"security", 
            "type":"email", 
            "active":false 
         } 
      ], 
      "language":"en" 
   }, 
   "responseElements":null, 
   "requestID":"695295f3-c81c-486e-9404-fa148EXAMPLE", 
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   "eventID":"5f923d8c-d210-4037-bd32-997c6EXAMPLE", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"123456789012"
}

Example : GenerateReport のログエントリ

次の例は、GenerateReport アクションを示す CloudTrail ログエントリです。このアクションによ
り、AWS 組織のレポートが作成されます。

{ 
   "eventVersion":"1.04", 
   "userIdentity":{ 
      "type":"IAMUser", 
      "principalId":"AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
      "arn":"arn:aws:iam::123456789012:user/janedoe", 
      "accountId":"123456789012", 
      "accessKeyId":"AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
      "userName":"janedoe", 
      "sessionContext":{ 
         "attributes":{ 
            "mfaAuthenticated":"false", 
            "creationDate":"2020-11-03T13:03:10Z" 
         } 
      } 
   }, 
   "eventTime":"2020-11-03T13:04:29Z", 
   "eventSource":"trustedadvisor.amazonaws.com", 
   "eventName":"GenerateReport", 
   "awsRegion":"us-east-1", 
   "sourceIPAddress":"100.127.36.171", 
   "userAgent":"signin.amazonaws.com", 
   "requestParameters":{ 
      "refresh":false, 
      "includeSuppressedResources":false, 
      "language":"en", 
      "format":"JSON", 
      "name":"organizational-view-report", 
      "preference":{ 
         "accounts":[ 
             
         ], 
         "organizationalUnitIds":[ 
            "r-j134" 
         ], 
         "preferenceName":"organizational-view-report", 
         "format":"json", 
         "language":"en" 
      } 
   }, 
   "responseElements":{ 
      "status":"ENQUEUED" 
   }, 
   "requestID":"bb866dc1-60af-47fd-a660-21498EXAMPLE", 
   "eventID":"2606c89d-c107-47bd-a7c6-ec92fEXAMPLE", 
   "eventType":"AwsApiCall", 
   "recipientAccountId":"123456789012"
}

API バージョン 2013-04-15
343



AWS Support ユーザーガイド
サービス固有のトラブルシューティング

トラブルシューティングリソース
一般的なトラブルシューティングの質問に対する回答については、AWS Support ナリッジセンターを参照
してください。

Amazon EC2 は Windows 向けに EC2Rescue を提供しています。EC2Rescue を使用すると、Windows 
インスタンスを調査し、一般的な問題の特定、ログファイルの収集、AWS Support での問題のトラブル
シューティングを行うことができます。EC2Rescue を使用して、動作していないインスタンスのブート
ボリュームを分析することもできます。詳細については、How can I use EC2Rescue to troubleshoot and 
fix common issues on my EC2 Windows instance? を参照してください。

サービス固有のトラブルシューティング
ほとんどの AWS のサービス のドキュメントにはトラブルシューティングのトピックが含まれてお
り、AWS Support に問い合わせる前に参照することができます。次の表は、サービスごとに並べたトラブ
ルシューティングトピックのリンク一覧です。

Note

次の表は、最も一般的なサービスの一覧です。トラブルシューティングに関する他のトピックを
検索するには、AWS ドキュメントのランディングページにある検索用のテキストボックスを使用
します。

サービス リンク

Amazon Web Services AWS 署名バージョン 4 のエラーのトラブルシューティング

Amazon API Gateway HTTP API の問題のトラブルシューティング

Amazon AppStream Amazon AppStream のトラブルシューティング

Amazon Athena Athena でのトラブルシューティング

Amazon Aurora MySQL Amazon Aurora のトラブルシューティング

Amazon Aurora PostgreSQL Amazon Aurora のトラブルシューティング

Amazon EC2 Auto Scaling Auto Scaling のトラブルシューティング

AWS Certificate Manager (ACM) [Troubleshooting] (トラブルシューティング)

AWS CloudFormation AWS CloudFormation のトラブルシューティング

Amazon CloudFront トラブルシューティング | RTMP ディストリビューションをトラブ
ルシューティングする

AWS CloudHSM [Troubleshooting] (トラブルシューティング)

Amazon CloudSearch Amazon CloudSearch のトラブルシューティング

AWS CodeDeploy AWS CodeDeploy のトラブルシューティング

Amazon CloudWatch https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/ 
CloudWatch-metric-streams-troubleshoot.html のトラブルシューティ
ング
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サービス リンク

AWS Database Migration Service AWS Database Migration Service での移行タスクのトラブルシュー
ティング

AWS Data Pipeline [Troubleshooting] (トラブルシューティング)

AWS Direct Connect AWS Direct Connect のトラブルシューティング

AWS Directory Service AWS Directory Service の管理の問題のトラブルシューティング

Amazon DynamoDB トラブルシューティング | SSL/TLS 接続の確立に関する問題のトラ
ブルシューティング

AWS Elastic Beanstalk [Troubleshooting] (トラブルシューティング)

Amazon Elastic Compute Cloud 
(Amazon EC2)

インスタンスのトラブルシューティング | Windows インスタンス
のトラブルシューティング | VM Import/Export のトラブルシュー
ティング | API リクエストエラーのトラブルシューティング | AWS 
Management Pack のトラブルシューティング | AWS Systems 
Manager for Microsoft SCVMM のトラブルシューティング | AWS 
Diagnostics for Microsoft Windows Server

Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS)

Amazon ECS のトラブルシューティング

Amazon Elastic Kubernetes 
Service (Amazon EKS)

Amazon EKS のトラブルシューティング

Elastic Load Balancing Application Load Balancer のトラブルシューティング | Classic Load 
Balancer のトラブルシューティングを行う

Amazon ElastiCache for 
Memcached

アプリケーションのトラブルシューティング

Amazon ElastiCache for Redis アプリケーションのトラブルシューティング

Amazon EMR クラスターをトラブルシューティングする

AWS Flow Framework Troubleshooting and Debugging Tips

AWS Glue AWS Glue のトラブルシューティング

AWS Glue DataBrew AWS Glue DataBrew での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

AWS GovCloud (US) [Troubleshooting] (トラブルシューティング)

AWS Identity and Access 
Management (IAM)

IAM のトラブルシューティング

Amazon Keyspaces (Apache 
Cassandra 向け)

Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け) のトラブルシュー
ティング

Amazon Kinesis Data Streams Amazon Kinesis Data Streams プロデューサーのトラブルシュー
ティング | Amazon Kinesis Data Streams コンシューマーのトラブル
シューティング

Amazon Kinesis Data Analytics パフォーマンスのトラブルシューティング | Amazon Kinesis Data 
Analytics for SQL アプリケーションのトラブルシューティング
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サービス リンク

Amazon Kinesis Data Firehose Amazon Kinesis Data Firehose のトラブルシューティング

AWS Lambda CloudWatch を使用した AWS Lambda 関数のトラブルシューティン
グとモニタリング

Amazon OpenSearch Service Amazon OpenSearch Service のトラブルシューティング

AWS OpsWorks デバッグとトラブルシューティングのガイド

Amazon Personalize [Troubleshooting] (トラブルシューティング)

Amazon QLDB Amazon QLDB のトラブルシューティング

Amazon QuickSight Amazon QuickSight のトラブルシューティング | スキップされた行
のエラーのトラブルシューティング

AWS Resource Access Manager 
(AWS RAM)

AWS RAM の問題のトラブルシューティング

Amazon Redshift クエリのトラブルシューティング | データロードのトラブルシュー
ティング | Amazon Redshift における接続の問題のトラブルシュー
ティング | Amazon Redshift 監査ログ作成のトラブルシューティング
| Amazon Redshift Spectrum でのクエリのトラブルシューティング

Amazon Relational Database 
Service (Amazon RDS)

トラブルシューティング | Amazon RDS 上のアプリケーションのト
ラブルシューティング | Amazon RDS Custom の DB に関する問題の
トラブルシューティング

Amazon Route 53 Amazon Route 53 のトラブルシューティング

Amazon SageMaker エラーのトラブルシューティング | Amazon SageMaker Studio のト
ラブルシューティング

Amazon Silk [Troubleshooting] (トラブルシューティング)

Amazon Simple Email Service 
(Amazon SES)

Amazon SES のトラブルシューティング

Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3)

トラブルシューティング

Amazon Simple Workflow 
Service (Amazon SWF)

AWS Flow Framework for Java: Troubleshooting and Debugging Tips
| AWS Flow Framework for Ruby: Troubleshooting and Debugging 
Workflows

AWS Storage Gateway ゲートウェイのトラブルシューティング

AWS Systems Manager SSM エージェントのトラブルシューティング

Amazon Virtual Private Cloud 
(Amazon VPC)

[Troubleshooting] (トラブルシューティング)

AWS Virtual Private Network 
(AWS VPN)

カスタマーゲートウェイデバイスのトラブルシューティング

AWS WAF AWS WAF 保護のテストとチューニング

Amazon WorkMail Amazon WorkMail ウェブアプリケーションのトラブルシューティン
グ
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https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/troubleshooting-connections.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/troubleshooting-connections.html
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/mgmt/db-auditing.html#db-auditing-failures
https://docs.aws.amazon.com/redshift/latest/dg/c-spectrum-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/APITroubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/APITroubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/custom-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/custom-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/troubleshooting-route-53.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/neo-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/studio-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/sagemaker/latest/dg/studio-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/silk/latest/developerguide/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/DeveloperGuide/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/awsflowguide/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/awsrbflowguide/programming-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/amazonswf/latest/awsrbflowguide/programming-troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/Troubleshooting-common.html
https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/troubleshooting-ssm-agent.html
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/adminguide/Troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/Troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/web-acl-testing.html
https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/workmail/latest/userguide/troubleshooting.html


AWS Support ユーザーガイド
サービス固有のトラブルシューティング

サービス リンク

Amazon WorkSpaces Amazon WorkSpaces に関する問題のトラブルシューティング |
Amazon WorkSpaces クライアントに関する問題のトラブルシュー
ティング

Amazon WorkSpaces Application 
Manager (Amazon WAM)

Amazon WAM アプリケーションの問題のトラブルシューティング

API バージョン 2013-04-15
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https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/admin_troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/client_troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/client_troubleshooting.html
https://docs.aws.amazon.com/wam/latest/userguide/troubleshooting.html
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ドキュメント履歴
次の表は、AWS Supportサービスの前回のリリースからの重要な変更を示しています。

• AWS Support API バージョン: 2013 年 4 月 15 日
• AWS Support アプリ API バージョン: 2021 年 8 月 20 日

次の表は、AWS Support と AWS Trusted Advisor のドキュメントに対する、2021 年 5 月 10 日以降の重
要な更新をまとめたものです。RSS フィードにサブスクライブすると、更新に関する通知を受け取ること
ができます。

変更 説明 日付

Trusted Advisor Engage の
ドキュメントを追加しまし
た (p. 348)

AWS Trusted Advisor Engage 
を使用すると、すべての積極的
なエンゲージメントを簡単に確
認、要求、追跡し、進行中のエ
ンゲージメントについて AWS 
アカウント チームとコミュニ
ケーションをとることができる
ため、AWS Support プランを最
大限に活用できます。詳細につ
いては、「AWS Trusted Advisor 
Engage の使用を開始する」を参
照してください。

2023 年 4 月 6 日

Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

Amazon ECS の耐障害性チェッ
クを新たに 2 つ追加しました。
詳細については、「AWS Trusted 
Advisor チェックの変更ログ」を
参照してください。

2023 年 3 月 30 日

AWSSupportServiceRolePolicy
のドキュメントの更新 (p. 348)

請求サービス、管理サービス、
およびサポートサービスをサー
ビスにリンクされたロールに
提供するための新しい許可を
追加しました。詳細について
は、「AWS マネージドポリシー
AWSSupportServiceRolePolicy」
を参照してください。

2023 年 3 月 16 日

Trusted Advisor Priority のドキュ
メントを追加 (p. 348)

Trusted Advisor プライオリティ
コンソールを更新

• [了解] ボタンと [無視] ボタンが 
[確認] ボタンと [却下] ボタンに
置き換えられました。

• レコメンデーションを確認、解
決、却下、または再開するため
に役職や名前を入力する必要は
ありません。

2023 年 2 月 16 日

API バージョン 2013-04-15
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https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-engage.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-engage.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
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詳細については、「Trusted 
Advisor Priority の使用開始」を参
照してください。

AWS Support 向けのコード例を
更新 (p. 348)

AWS Software Development Kit 
(SDK) で AWS Support を使用
する方法を示す .NET、Java、
および Kotlin のコードの例を追
加しました。詳細については、
「AWS SDK を使用した AWS 
Support のコード例]を参照して
ください。

2023 年 1 月 16 日

AWSSupportServiceRolePolicy
のドキュメントの更新 (p. 348)

請求サービス、管理サービス、
およびサポートサービスをサー
ビスにリンクされたロールに
提供するための新しい許可を
追加しました。詳細について
は、「AWS マネージドポリシー
AWSSupportServiceRolePolicy」
を参照してください。

2023 年 1 月 10 日

AWS Support アプリケーション
のドキュメントを更新 (p. 348)

フィルターオプションを使用する
か、ケース ID で検索することに
より、Slack でサポートケースを
検索できます。詳細については、
「Slack でのサポートケースの検
索」を参照してください。

2022 年 12 月 29 日

AWS Support アプリケーション
のドキュメントを更新 (p. 348)

Terraform を使用して AWS 
Support アプリケーション向け
のリソースを作成することも
できます。詳細については、
「Terraform を使用して AWS 
Support アプリケーションのリ
ソースを作成する」を参照してく
ださい。

2022 年 12 月 22 日

Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

Amazon MemoryDB、Amazon 
ElastiCache、AWS CloudHSM 
向けの 3 つの新しい耐障害性
チェックを追加しました。詳
細については、「AWS Trusted 
Advisor チェックの変更ログ」を
参照してください。

2022 年 12 月 15 日

AWS Support App in Slack 
のドキュメントに対する更
新 (p. 348)

次のオプションでライブチャット
サポートをリクエストできるよう
になりました。

• アカウントおよび請求サポート
ケース

• テクニカルサポートケースの日
本語サポート。

• 詳細については、「Slack チャ
ンネルでのサポートケースの作
成」を参照してください。

2022 年 12 月 14 日

API バージョン 2013-04-15
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https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-priority.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-priority.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/search-case.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/search-case.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/creating-resources-with-cloudformation.html#terraform-support-app
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/creating-resources-with-cloudformation.html#terraform-support-app
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/creating-resources-with-cloudformation.html#terraform-support-app
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/create-case-in-slack.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/create-case-in-slack.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/create-case-in-slack.html
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AWS Support のドキュメントの
更新 (p. 348)

AWS Support API の新しいエン
ドポイントに関するドキュメン
トを追加しました。詳細について
は、「AWS Support API につい
て」を参照してください。

2022 年 12 月 14 日

Slack の AWS Support アプリ
ケーションに使用する AWS 
CloudFormation テンプレー
トに関するドキュメントを追
加 (p. 348)

CloudFormation テンプレートを
使用して、AWS Organizations で 
AWS アカウント 向けの Slack 設
定ワークスペースとチャンネル
を作成できます。詳細について
は、「Slack リソースでの AWS 
CloudFormation を使った AWS 
Support アプリの作成」を参照し
てください。

2022 年 12 月 5 日

Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

AWS Resilience Hub の 2 つの新
しい耐障害性チェックを追加しま
した。詳細については、「AWS 
Trusted Advisor チェックの変更
ログ」を参照してください。

2022 年 11 月 17 日

AWS Security Hub の結果に関
するドキュメントを Trusted 
Advisor に追加 (p. 348)

Security Hub コントロールから
の結果が、より迅速に Trusted 
Advisor から削除されます。詳
細については、「AWS Trusted 
Advisor チェックの変更ログ」を
参照してください。

2022 年 11 月 17 日

AWS Trusted Advisor のドキュメ
ントの更新 (p. 348)

Trusted Advisor 
Recommendations のドキュメ
ントを追加しました。詳細につ
いては、「AWS Trusted Advisor 
チェックの変更ログ」を参照して
ください。

2022 年 11 月 16 日

AWS Support App in Slack 
のドキュメントに対する更
新 (p. 348)

日本語サポートのドキュメントを
追加しました。詳細については、
「Slack チャンネルでのサポート
ケースの作成」を参照してくださ
い。

2022 年 11 月 11 日

AWS Support プランに関するド
キュメントを更新 (p. 348)

組織がサポートプランにアクセス
できるようにするためのトラブル
シューティングの情報を追加しま
した。詳細については、「トラブ
ルシューティング」を参照してく
ださい。

2022 年 11 月 9 日

AWS Support App in Slack 
のドキュメントに対する更
新 (p. 348)

supportapp アクセス許可に
関するドキュメントを追加しま
した。詳細については、「AWS 
Support アプリが Slack に接続す
るために必要なアクセス許可」を
参照してください。

2022 年 11 月 1 日

API バージョン 2013-04-15
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https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/about-support-api.html#endpoint
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/creating-resources-with-cloudformation.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/creating-resources-with-cloudformation.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/creating-resources-with-cloudformation.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/create-case-in-slack.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/create-case-in-slack.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-support-plans.html#troubleshooting-changing-support-plans
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-support-plans.html#troubleshooting-changing-support-plans
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/slack-authorization-permissions.html#permissions-to-connect-to-slack
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/slack-authorization-permissions.html#permissions-to-connect-to-slack
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/slack-authorization-permissions.html#permissions-to-connect-to-slack
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AWS Support App in Slack 
のドキュメントに対する更
新 (p. 348)

RegisterSlackWorkspaceForOrganization
API オペレーションを使用し
て、AWS アカウントの Slack 
ワークスペースを登録できます。
この API を呼び出すには、AWS 
Organizations の組織に属してい
る必要があります。詳細について
は、「Slack API リファレンスの 
AWS Support アプリ」を参照し
てください。

2022 年 10 月 19 日

AWSSupportServiceRolePolicy
のドキュメントの更新 (p. 348)

請求サービス、管理サービス、
およびサポートサービスをサー
ビスにリンクされたロールに
提供するための新しい許可を
追加しました。詳細について
は、「AWS マネージドポリシー
AWSSupportServiceRolePolicy」
を参照してください。

2022 年 10 月 4 日

サポートプランのドキュメント
の更新 (p. 348)

AWS Identity and Access 
Management (IAM) を使用して 
AWS アカウント のサポートプラ
ンを変更する許可を管理できる
ようになりました。詳細について
は、次のトピックを参照してくだ
さい。

• AWS Support プランのアクセ
スを管理

• AWS Support プランの AWS 
マネージドポリシー

• AWS Support プランの変更
• AWS CloudTrail を使用した 

AWS Support プラン API コー
ルのログ記録

2022 年 9 月 29 日

Slack での AWS Support アプ
リのドキュメントに対する更
新 (p. 348)

AWS Support アプリで使用す
る、パブリックチャンネルまた
はプライベートチャンネルの設
定方法に関するドキュメントを
追加しました。詳細については、
「Configuring a Slack channel」
(Slack チャンネルの設定) を参照
してください。

2022 年 9 月 22 日

AWS Support のドキュメントの
更新 (p. 348)

サポートケースのセキュリティ
に関する新しいセクションを追
加しました。詳細については、
「AWS Support ケースのセキュ
リティ」を参照してください。

2022 年 9 月 9 日

Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

Amazon EC2 の新しいセキュリ
ティチェックを追加しました。
詳細については、「AWS Trusted 
Advisor チェックの変更ログ」を
参照してください。

2022 年 9 月 1 日

API バージョン 2013-04-15
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https://docs.aws.amazon.com/supportapp/latest/APIReference/API_RegisterSlackWorkspaceForOrganization.html
https://docs.aws.amazon.com/supportapp/latest/APIReference/API_RegisterSlackWorkspaceForOrganization.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/managed-policies-aws-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/managed-policies-aws-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/changing-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/logging-using-cloudtrail-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/logging-using-cloudtrail-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/logging-using-cloudtrail-support-plans.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/add-your-slack-channel.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-for-support-cases.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-for-support-cases.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-trusted-advisor-change-log.html
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Slack での AWS Support アプ
リのドキュメントに対する更
新 (p. 348)

以下のトピックを参照してくださ
い。

AWS Support アプリを使用する
と、サポートケースの管理、サー
ビスクォータの引き上げリクエス
ト、Slack チャンネルでのサポー
トエージェントとの直接チャッ
トを行えます。詳細については、
「AWS Support App in Slack ド
キュメント」を参照してくださ
い。

IAM ロールに AWS マネージド
ポリシーをアタッチして、AWS 
Support アプリを使用すること
ができます。詳細については、
「AWS Support App in Slack の 
AWS マネージドポリシー」を参
照してください。

AWS Support アプリの新しい 
API リファレンスです。「AWS 
Support アプリ API リファレン
ス」を参照してください。

2022 年 8 月 24 日

AWSSupportServiceRolePolicy
のドキュメントの更新 (p. 348)

請求サービス、管理サービス、
およびサポートサービスをサー
ビスにリンクされたロールに
提供するための新しい許可を
追加しました。詳細について
は、「AWS マネージドポリシー
AWSSupportServiceRolePolicy」
を参照してください。

2022 年 8 月 17 日

Trusted Advisor Priority のドキュ
メントを追加 (p. 348)

Trusted Advisor Priority が、次の
機能に対応しました。

• 委任された管理者
• レコメンデーションの概要に関

する日次および週次のメール通
知

• 解決済みまたは却下済みのレコ
メンデーションの再オープン

• AWS マネージドポリシー

詳細については、「Trusted 
Advisor Priority の使用開始」を参
照してください。

2022 年 8 月 17 日

Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

Trusted Advisor コンソール
のPreferences ページが更新さ
れました。詳細については、
「AWS Trusted Advisor の使用開
始」を参照してください。

2022 年 7 月 15 日

API バージョン 2013-04-15
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https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-support-app-for-slack.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/aws-support-app-for-slack.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/support-app-managed-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/support-app-managed-policies.html
https://docs.aws.amazon.com/supportapp/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/supportapp/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/supportapp/latest/APIReference/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/security-iam-awsmanpol.html#security-iam-awsmanpol-AWSSupportServiceRolePolicy
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-priority.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/trusted-advisor-priority.html
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/get-started-with-aws-trusted-advisor.html#preferences-trusted-advisor-console
https://docs.aws.amazon.com/awssupport/latest/user/get-started-with-aws-trusted-advisor.html#preferences-trusted-advisor-console
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Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

チェックを更新して、次の情報を
含めてください。

• [Alert Criteria] (アラート条件)
• [Recommended Action] (推奨さ

れるアクション)
• その他のリソース
• [Report columns] (レポート列)

詳細については、AWS Trusted 
Advisor チェックリファレンスを
参照してください。

2022 年 7 月 7 日

AWS Support のドキュメントの
更新 (p. 348)

サポートケースの管理方法を説
明するドキュメントを追加しまし
た。

• Updating an existing support 
case (既存のサポートケースの
更新)

• [Troubleshooting] (トラブル
シューティング)

2022 年 6 月 28 日

AWSSupportServiceRolePolicy
のドキュメントの更新 (p. 348)

請求サービス、管理サービス、
およびサポートサービスを
サービスにリンクされたロー
ルに提供するための許可を更
新しました。詳細については、
「AWS マネージドポリシー
AWSSupportServiceRolePolicy」
を参照してください。

2022 年 6 月 23 日

Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

Trusted Advisor は、AWS 
Security Hub から提供される追
加の AWS Foundational Security 
Best Practices セキュリティ標準
コントロールをサポートします。
詳細については、「AWS Trusted 
Advisor チェックの変更ログ」を
参照してください。

2022 年 6 月 23 日

Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

サービスクォータの引き上げをリ
クエストする方法に関する情報を
追加しました。詳細については、
「サービス制限」を参照してくだ
さい。

2022 年 6 月 21 日

AWS Support のドキュメントの
更新 (p. 348)

Support Center コンソールで
ケースの作成エクスペリエンス
が更新されました。詳細について
は、サポートケースとケース管理
の作成を参照してください。

2022 年 5 月 18 日
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AWS Support ユーザーガイド

Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

Amazon EBS および AWS 
Lambda のチェックを 4 つ追加
しました。詳細については、
「AWS Compute Optimizer に
オプトインして Trusted Advisor 
チェックを追加する」を参照して
ください。

2022 年 5 月 4 日

AWSSupportServiceRolePolicy
のドキュメントの更新 (p. 348)

請求サービス、管理サービス、
およびサポートサービスをサー
ビスにリンクされたロールに
提供するための新しい許可を
追加しました。詳細について
は、「AWS マネージドポリシー
AWSSupportServiceRolePolicy」
を参照してください。

2022 年 4 月 27 日

公開アクセスキーチェックの
ドキュメントが更新されまし
た (p. 348)

このチェックは自動的に更新され
ます。詳細については、「AWS 
Trusted Advisor チェックの変更
ログ」を参照してください。

2022 年 4 月 25 日

Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

AWS Direct Connect では、耐
障害性のカテゴリが更新された
かチェックします。詳細につい
ては、「AWS Trusted Advisor 
チェックの変更ログ」を参照して
ください。

2022 年 3 月 29 日

AWSSupportServiceRolePolicy
のドキュメントの更新 (p. 348)

請求サービス、管理サービス、
およびサポートサービスをサー
ビスにリンクされたロールに
提供するための新しい許可を
追加しました。詳細について
は、「AWS マネージドポリシー
AWSSupportServiceRolePolicy」
を参照してください。

2022 年 3 月 14 日

Trusted Advisor Priority のドキュ
メントを追加 (p. 348)

Trusted Advisor Priority を使用し
て、テクニカルアカウントマネー
ジャー (TAM) から優先順位付け
されたレコメンデーションのリス
トを表示できます。詳細について
は、「Trusted Advisor Priority の
使用開始」を参照してください。

2022 年 2 月 28 日

Trusted Advisor 向けの Amazon 
EventBridge の使用に関する
ドキュメントを更新しまし
た (p. 348)

EventBridge ルールを作成し
て、Trusted Advisor チェックの
変更をモニタリングできます。詳
細については、「EventBridge で
の AWS Trusted Advisor チェッ
ク結果のモニタリング」を参照し
てください。

2022 年 2 月 21 日
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AWS Support ユーザーガイド

Amazon EventBridge を使用して 
AWS Support ケースをモニタリ
ングするための新しいドキュメ
ント (p. 348)

EventBridge ルールを作成して、
サポートケースに関する通知をモ
ニタリングおよび受信できます。
詳細については、「EventBridge 
での AWS Support ケースのモニ
タリング」を参照してください。

2022 年 2 月 21 日

AWSSupportServiceRolePolicy
のドキュメントの更新 (p. 348)

請求サービス、管理サービス、
およびサポートサービスをサー
ビスにリンクされたロールに
提供するための新しい許可を
追加しました。詳細について
は、「AWS マネージドポリシー
AWSSupportServiceRolePolicy」
を参照してください。

2022 年 2 月 17 日

AWS Security Hub との統合
するためのドキュメントを追
加 (p. 348)

Trusted Advisor コンソール
で、AWS 基礎セキュリティのベ
ストプラクティスセキュリティス
タンダードの一部である Security 
Hub コントロールの結果を表
示できるようになりました。詳
細については、「Viewing AWS 
Security Hub controls in the AWS 
Trusted Advisor console」を参照
してください。

2022 年 1 月 18 日

Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

Microsoft SQL Server を実行して
いる Amazon EC2 インスタンス
の 3 つの新しいチェックを追加
しました。

• Amazon EC2 インスタンスの
統合 (Microsoft SQL Server 向
け)

• 過剰にプロビジョニングされ
た Amazon EC2 インスタンス 
(Microsoft SQL サーバー向け)

• Microsoft SQL Server を使用し
た Amazon EC2 インスタンス
のサポートの終了

詳細については、AWS Trusted 
Advisor チェックリファレンスを
参照してください。

2021 年 12 月 20 日
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AWS Support ユーザーガイド

Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

Trusted Advisor は AWS Well-
Architected に関する新しい
チェックを 4 つ追加しました

• コスト最適化に関する AWS 
Well-Architected のリスクの高
い問題

• パフォーマンスに関する AWS 
Well-Architected のリスクの高
い問題

• セキュリティに関する AWS 
Well-Architected のリスクの高
い問題

• 信頼性に関する AWS Well-
Architected のリスクの高い問
題

詳細については、AWS Trusted 
Advisor チェックリファレンスを
参照してください。

2021 年 12 月 20 日

更新版 (p. 348) Enterprise On-Ramp Support プ
ランがある場合は、すべての 
Trusted Advisor チェックと AWS 
Support API にアクセスできま
す。

2021 年 11 月 24 日

Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

Trusted Advisor は、Amazon 
Comprehend に 2 つの新しい
チェックを追加しました。詳細に
ついては、AWS Trusted Advisor 
チェックリファレンスを参照して
ください。

2021 年 9 月 29 日

Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

Amazon OpenSearch Service 
Reserved Instance Optimization 
のチェック名が更新されました。
詳細については、「AWS Trusted 
Advisor チェックの変更ログ」を
参照してください。

2021 年 9 月 8 日

Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

すべての Trusted Advisor にリ
ファレンストピックが追加され
ました。詳細については、AWS 
Trusted Advisor チェックリファ
レンスを参照してください。

2021 年 9 月 1 日

Trusted Advisor マネージド
ポリシーのドキュメントの更
新 (p. 348)

Trusted Advisor マネージドポリ
シーのドキュメントが更新されま
した。詳細については、「AWS 
Support および AWS Trusted 
Advisor の AWS 管理ポリシー」
を参照してください。

2021 年 8 月 10 日
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AWS Support ユーザーガイド
以前の更新

Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

Trusted Advisor コンソールのド
キュメントが更新されました。
詳細については、「AWS Trusted 
Advisor の開始方法」を参照して
ください。

2021年7月16日

AWS Support ケースの作成
に関するドキュメントの更
新 (p. 348)

完全に終了したケースに関連す
るサポートケースを作成する方法
に関するドキュメントが追加され
ました。詳細については、「解決
済みのケースを再開する」および
「関連ケースの作成」を参照して
ください。

2021 年 6 月 8 日

Trusted Advisor のドキュメント
の更新 (p. 348)

Trusted Advisor で Amazon 
Elastic Block Store (Amazon 
EBS) ボリュームストレージの 2 
つの新しいチェックが追加されま
した。詳細については、「AWS 
Trusted Advisor チェックの変更
ログ」を参照してください。

2021 年 6 月 8 日

更新版 (p. 348) 以下のトピックが更新されまし
た。

• 「AWS Trusted Advisor メト
リクスをモニタリングする 
Amazon CloudWatch アラーム
の作成」トピックの手順が更新
され、コンテンツが追加されま
した。

• 「AWS Support API の Service 
quotas」セクションが追加さ
れました。

2021 年 5 月 12 日

以前の更新

変更 説明 日付

Trusted Advisor のド
キュメントの更新

チェック結果のフィルター、更新、およびダウン
ロードに関するドキュメントが追加されました。
詳細については、次のセクションを参照してくだ
さい。

• チェックのフィルター (p. 25)
• チェック結果の更新 (p. 26)
• 結果のダウンロード (p. 26)

2021 年 3 月 16 日

AWS マネージドポリ
シーのドキュメントの
更新

AWSSupportServiceRolePolicy AWS マネー
ジドポリシーについての情報が追加されました。
詳細については、「AWS Support のサービスにリ
ンクされたロールの使用 (p. 210)」を参照してくだ
さい。

2021 年 3 月 16 日
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AWS Support ユーザーガイド
以前の更新

変更 説明 日付

AWS Lambda のチェッ
クの追加

AWS Trusted Advisor のログを変更する (p. 155) で 
Lambda の 4 つの AWS Trusted Advisor チェック
が追加されました。

2021 年 3 月 8 日

Amazon Elastic Block 
Store の更新されたサー
ビスの制限チェック

AWS Trusted Advisor のログを変更する (p. 155)
で Amazon EBS の 5 つの AWS Trusted Advisor 
チェックが更新されました。

2021年3月5日

CloudTrail ログに関する
ドキュメントの更新

CloudTrail は、AWS Support プラン変更時のコン
ソールアクションのログをサポートします。詳細
については、「AWS Supportプランの変更のログ
への記録 (p. 324)」を参照してください。

2021 年 2 月 9 日

Trusted Advisor のド
キュメントの更新

「Trusted Advisor Recommendations の開始方
法 (p. 21)」トピックが更新されました。

2021 年 1 月 29 日

Trusted Advisor レポー
トのドキュメントの更
新

Trusted Advisor レポートを他の AWS のサー
ビスで使用する場合の「トラブルシューティン
グ (p. 49)」セクションが追加されました。

2020 年 12 月 4 日

AWS CloudTrail ログの 
AWS Trusted Advisor サ
ポートの追加

CloudTrail は、Trusted Advisor コンソールアク
ションのサブセットのログをサポートします。
詳細については、「AWS CloudTrail での AWS 
Trusted Advisor コンソールアクションのログへの
記録 (p. 339)」を参照してください。

2020 年 11 月 23 日

変更ログのトピックの
追加

AWS Trusted Advisor のログを変更する (p. 155)の 
AWS Trusted Advisor チェックとカテゴリの表示が
変更されました

2020 年 11 月 18 日

組織単位のサポートの
追加

組織単位 (OU) Trusted Advisor チェックのレポー
トを作成できるようになりました。詳細について
は、「組織ビューレポートを作成する (p. 33)」を
参照してください。

2020 年 11 月 17 日

「AWS CloudTrail」ト
ピックでのログの更新

Trusted Advisor API オペレーションのログエン
トリの例が追加されました。「CloudTrail ログの 
AWS Trusted Advisor 情報 (p. 315)」を参照してく
ださい。

2020 年 10 月 22 日

AWS Supportクォータ
の追加

AWS Supportの現在のクォータと制限に関する情
報が追加されました。「AWS 全般のリファレン
ス」の「AWS Support エンドポイントとクォー
タ」を参照してください。

2020 年 8 月 4 日

AWS Trusted Advisor の
組織ビュー

AWS Organizations の一部であるアカウントの 
Trusted Advisor チェックのレポートを作成できる
ようになりました。「AWS Trusted Advisor の組織
ビュー (p. 31)」を参照してください。

2020 年 7 月 17 日

セキュリティと AWS 
Support

AWS Support と Trusted Advisor を使用する際
のセキュリティ上の考慮事項に関する情報を
更新しました。「AWS Support でのセキュリ
ティ (p. 201)」を参照してください。

2020 年 5 月 5 日

セキュリティと AWS 
Support

AWS Support を使用する際のセキュリティ上の考
慮事項に関する情報を追加しました。

2020 年 1 月 10 日
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AWS Support ユーザーガイド
以前の更新

変更 説明 日付

ウェブサービスとして
の Trusted Advisor の使
用

Trusted Advisor チェックリストを取得した
後、Trusted Advisor データを更新するための更新
された指示を追加

2018 年 11 月 1 日

サービスにリンクされ
たロールの使用

新しいセクションを追加。 2018 年 7 月 11 日

はじめに: トラブル
シューティング

Route 53 と AWS Certificate Manager のトラブル
シューティングリンクが追加されました。

2017 年 9 月 1 日

ケース管理の例: ケース
の作成

Basic Support プランユーザーのための CC ボック
スに関する注記を追加。

2017 年 8 月 1 日

CloudWatch Events 
での Trusted Advisor 
チェック結果のモニタ
リング

新しいセクションを追加。 2016 年 11 月 18 日

ケース管理 ケース重大度レベルの名前を更新。 2016 年 10 月 27 日

AWS CloudTrail を使用
した AWS Supportコー
ルのログ記録

新しいセクションを追加。 2016 年 4 月 21 日

はじめに: トラブル
シューティング

さらにトラブルシューティングリンクを追加。 2015 年 5 月 19 日

はじめに: トラブル
シューティング

さらにトラブルシューティングリンクを追加。 2014 年 11 月 18 日

はじめに: ケース管理 AWS Management Console で Service Catalog を
反映するように更新。

2014 年 10 月 30 日

AWS Supportケースの
寿命のプログラミング

ケースの履歴取得時に、ケースに添付ファイルを
追加したり、ケース通信を省略するための、新し
い API 要素に関する情報を追加。

2014 年 7 月 16 日

AWS Support へのアク
セス

アクセス方法として、指定サポート担当者を削
除。

2014 年 5 月 28 日

使用開始 「はじめに」セクションを追加。 2013 年 12 月 13 日

初版発行 新しい AWS Supportサービスのリリース開始。 2013 年 4 月 30 日

API バージョン 2013-04-15
359



AWS Support ユーザーガイド

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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