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機能

AWS Control Tower とは?
AWS Control Tower では、数千の企業との連携で確立されたベストプラクティスに基づいて、安全性と適
合性を備えた、複数アカウントの AWS 環境を設定および管理する最も簡単な方法が利用できます。AWS
Control Tower を使用すると、分散したチームのエンドユーザーが、新しい AWS アカウントチームをすば
やくプロビジョニングできます。中央のクラウド管理者には、すべてのアカウントが、一元的に確立され
た、会社全体のコンプライアンスポリシーと連携していることが通知されます。

機能
AWS Control Tower には次の機能があります。
• ランディングゾーン – Landing Zone は、セキュリティとコンプライアンスのベストプラクティスに基
づく、優れたアーキテクチャ設計の、複数アカウントの AWS 環境です。これは、すべての組織単位
(OU)、アカウント、ユーザー、およびコンプライアンス規制の対象とするその他のリソースを保持する
エンタープライズ全体のコンテナです。ランディングゾーンは、いずれの規模の企業のニーズに合わせ
てもスケーリングできます。
• ガードレール – ガードレールは、AWS 環境全体に継続的なガバナンスを提供する高レベルのルールで
す。これは、わかりやすい形式で表されます。ガードレールには、予防的と発見的の 2 種類がありま
す。この 2 種類のガードレールには、必須、強く推奨、選択的の 3 つのガイダンスカテゴリが適用され
ます。ガードレールの詳細については、「ガードレールの仕組み (p. 7)」を参照してください。
• Account Factory – An Account Factory は、事前に承認されたアカウント設定で新規アカウントのプロ
ビジョニングを標準化するのに役立つ、設定可能なアカウントテンプレートです。AWS Control Tower
では、組織内でアカウントプロビジョニングワークフローの自動化を支援する、組み込みの Account
Factory が利用できます。詳細については、「Account Factory (p. 51)」を参照してください。
• ダッシュボード – このダッシュボードでは、中央のクラウド管理者のチームが Landing Zone を継続的
に監視できます。このダッシュボードを使用して、企業全体でプロビジョニングされているアカウン
ト、ポリシーの適用に対して有効にされているガードレール、ポリシーの非準拠の継続的検出に対応す
るガードレール、およびアカウントと OU によって編成され非準拠リソースを確認できます。

関連サービス
AWS Control Tower は、AWS Service Catalog、AWS シングルサインオン、AWS Organizations など、信
用と信頼性のある AWS のサービス上に構築されています。詳細については、「統合サービス (p. 44)」
を参照してください。

料金
AWS Control Tower の使用に伴う追加料金はありません。AWS Control Tower で有効になっている
AWS のサービスおよび Landing Zone で利用するサービスの料金のみをお支払いいただきます。たとえ
ば、Account Factory でアカウントをプロビジョニングするための AWS Service Catalog の料金、およ
び Landing Zone で追跡されているイベントの AWS CloudTrail に対してお支払いいただきます。AWS
Control Tower に関連した料金表や料金については、「AWS Control Tower の料金」を参照してくださ
い。
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AWS Control Tower を初めてお使いになる方向けの
情報
このサービスを初めて使用する方には、以下を読むことをお勧めします。
1. 最初のランディングゾーンを作成する準備ができている場合は、「AWS Control Tower の使用開
始 (p. 14)」を参照してください。
2. ドリフトの検出と防止の詳細については、「AWS Control Tower でのドリフトの検出および解
決 (p. 57)」を参照してください。
3. セキュリティの詳細については、「AWS Control Tower でのセキュリティ (p. 62)」を参照してくだ
さい。
4. Landing Zone およびメンバーアカウントの更新方法については、「AWS Control Tower での設定更新
管理 (p. 74)」を参照してください。

AWS Control Tower の仕組み
次に、AWS Control Tower 仕組みについて大まかに説明します。Landing Zone は、すべての AWS リソー
スに対する優れた設計のマルチアカウント環境です。この環境を使用して、すべての AWS アカウントで
コンプライアンス規制を適用できます。

共有アカウントは何ですか
AWS Control Tower では、3 つの共有アカウント (マスターアカウント、ログアーカイブアカウント、およ
び監査アカウント) があります。これらは、Account Factory にプロビジョニングされません。
Landing Zone を作成すると、多くの AWS リソースが作成されます。AWS Control Tower を使用するに
は、このガイドで説明されたサポートされている方法以外で、これらの AWS Control Tower マネージド
リソースを変更または削除することはできません。これらのリソースを変更または削除すると、Landing
Zone の状態が不明になります。

Important
強く推奨されるガイダンスでガードレールを有効にすると、アカウント内で AWS Control Tower
マネージド AWS リソースが作成されます。AWS Control Tower によって作成されたリソースを
変更または削除しないでください。これにより、ガードレールの状態が不明になる可能性があり
ます。詳細については、「ガードレールリファレンス (p. 20)」を参照してください。

マスターアカウントとは何ですか
これは、Landing Zone 専用に作成したアカウントです。このアカウントは、Landing Zone でのすべての
請求に使用されます。また、このアカウントは、OU とガードレールの管理だけでなく、Account Factory
プロビジョニングとアカウントに使用することもできます。
Landing Zone をセットアップすると、マスターアカウント内で以下の AWS リソースが作成されます。
AWS サービス

リソースタイプ

リソース名

AWS Organizations

アカウント

audit
log archive

AWS Organizations

OU

Core
Custom
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AWS サービス

リソースタイプ

リソース名

AWS Organizations

サービスコントロールポリシー

aws-guardrails-*

AWS CloudFormation

スタック

AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDTRAILMASTER

AWS CloudFormation

StackSets

AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDTRAIL
AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDWATCH
AWSControlTowerBPBASELINE-CONFIG
AWSControlTowerBPBASELINE-ROLES
AWSControlTowerBPBASELINE-SERVICE-ROLES
AWSControlTowerBPSECURITY-TOPICS
AWSControlTowerGuardrailAWSGR-AUDIT-BUCKET-PUBLICREAD-PROHIBITED
AWSControlTowerGuardrailAWSGR-AUDIT-BUCKET-PUBLICWRITE-PROHIBITED
AWSControlTowerLoggingResources
AWSControlTowerSecurityResources

AWS Service Catalog

製品

AWS Control Tower Account
Factory

AWS CloudTrail

証跡

aws-controltowerBaselineCloudTrail

Amazon CloudWatch

CloudWatch Logs

aws-controltower/CloudTrailLogs

AWS Identity and Access
Management

ロール

AWSControlTowerAdmin
AWSControlTowerStackSetRole
AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy

AWS Identity and Access
Management

ポリシー

AWSControlTowerServiceRolePolicy
AWSControlTowerAdminPolicy
AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy
AWSControlTowerStackSetRolePolicy
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AWS サービス

リソースタイプ

リソース名

AWS シングルサインオン

ディレクトリグループ

AWSAccountFactory
AWSAuditAccountAdmins
AWSControlTowerAdmins
AWSLogArchiveAdmins
AWSLogArchiveViewers
AWSSecurityAuditors
AWSSecurityAuditPowerUsers
AWSServiceCatalogAdmins

AWS シングルサインオン

アクセス権限セット

AWSAdministratorAccess
AWSPowerUserAccess
AWSServiceCatalogAdminFullAccess
AWSServiceCatalogEndUserAccess
AWSReadOnlyAccess
AWSOrganizationsFullAccess

ログアーカイブアカウントとは何ですか
このアカウントは、Landing Zone のすべてのアカウントからの API アクティビティとリソース設定のログ
のリポジトリとして使用されます。
Landing Zone をセットアップすると、ログアーカイブアカウント内で以下の AWS リソースが作成されま
す。
AWS サービス

リソースタイプ

リソース名

AWS CloudFormation

スタック

StackSetAWSControlTowerGuardrailAWSGR-AUDIT-BUCKET-PUBLICREAD-PROHIBITEDStackSetAWSControlTowerGuardrailAWSGR-AUDIT-BUCKET-PUBLICWRITE-PROHIBITED
StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDWATCHStackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CONFIGStackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDTRAIL-
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AWS サービス

リソースタイプ

リソース名
StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-SERVICE-ROLESStackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-ROLESStackSetAWSControlTowerLoggingResources-

AWS Config

AWS Config ルール

AWSControlTower_AWSGR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBI

AWSControlTower_AWSGR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIB
AWS CloudTrail

証跡

aws-controltowerBaselineCloudTrail

Amazon CloudWatch

CloudWatch イベントルール

aws-controltowerConfigComplianceChangeEventRule

Amazon CloudWatch

CloudWatch Logs

aws-controltower/CloudTrailLogs
/aws/lambda/aws-controltowerNotificationForwarder

AWS Identity and Access
Management

ロール

aws-controltowerAdministratorExecutionRole
aws-controltowerCloudWatchLogsRole
aws-controltowerConfigRecorderRole
aws-controltowerForwardSnsNotificationRole
aws-controltowerReadOnlyExecutionRole
AWSControlTowerExecution

AWS Identity and Access
Management

ポリシー

AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification
Service

トピック

aws-controltowerSecurityNotifications

AWS Lambda

アプリケーション

StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDWATCH-*

AWS Lambda

関数

aws-controltowerNotificationForwarder

Amazon Simple Storage Service

バケット

aws-controltower-logs-*
aws-controltower-s3-access-logs*
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監査アカウントとは何ですか
監査アカウントは、セキュリティチームとコンプライアンスチームに対して Landing Zone のすべてのア
カウントへの読み書きアクセスを許可するように設計された制限付きのアカウントです。
Landing Zone をセットアップすると、監査アカウント内で以下の AWS リソースが作成されます。
AWS サービス

リソースタイプ

リソース名

AWS CloudFormation

スタック

StackSetAWSControlTowerGuardrailAWSGR-AUDIT-BUCKET-PUBLICREAD-PROHIBITEDStackSetAWSControlTowerGuardrailAWSGR-AUDIT-BUCKET-PUBLICWRITE-PROHIBITEDStackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDWATCHStackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CONFIGStackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDTRAILStackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-SERVICE-ROLESStackSet-AWSControlTowerBPSECURITY-TOPICSStackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-ROLESStackSetAWSControlTowerSecurityResources*

AWS Config

アグリゲータ

aws-controltowerGuardrailsComplianceAggregator

AWS Config

AWS Config ルール

AWSControlTower_AWSGR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBI

AWSControlTower_AWSGR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIB
AWS CloudTrail

証跡

aws-controltowerBaselineCloudTrail

Amazon CloudWatch

CloudWatch イベントルール

aws-controltowerConfigComplianceChangeEventRule

Amazon CloudWatch

CloudWatch Logs

aws-controltower/CloudTrailLogs
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AWS サービス

リソースタイプ

リソース名
/aws/lambda/aws-controltowerNotificationForwarder

AWS Identity and Access
Management

ロール

aws-controltowerAdministratorExecutionRole
aws-controltowerCloudWatchLogsRole
aws-controltowerConfigRecorderRole
aws-controltowerForwardSnsNotificationRole
aws-controltowerReadOnlyExecutionRole
aws-controltowerSecurityAdministratorRole
aws-controltowerSecurityReadOnlyRole
AWSControlTowerExecution

AWS Identity and Access
Management

ポリシー

AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification
Service

トピック

aws-controltowerAggregateSecurityNotifications
aws-controltowerAllConfigNotifications
aws-controltowerSecurityNotifications

AWS Lambda

関数

aws-controltowerNotificationForwarder

ガードレールの仕組み
ガードレールは、AWS 環境全体に継続的なガバナンスを提供する高レベルのルールです。各ガードレー
ルは 1 つのルールを適用します。これは、わかりやすい言語で示されます。コンプライアンスのニーズは
進化します。これに応じて、有効になっている選択的ガードレールまたは強く推奨されるガードレールを
AWS Control Tower コンソールからいつでも変更できます。必須ガードレールは常に適用され、変更する
ことはできません。
予防的ガードレールにより、アクションの発生が防止されます。たとえば、[Disallow policy changes to
log archive (ログアーカイブのポリシー変更を禁止する)] ガードレールにより、ログアーカイブ共有アカ
ウント内で IAM ポリシーの変更が防止されます。禁止されたアクションを実行しようとすると、拒否さ
れ、CloudTrail に記録されます。また、リソースも AWS Config に記録されます。
発見的ガードレールにより、特定のイベントが発生したときにそのイベントが検出され、アクションが
CloudTrail に記録されます。たとえば、[Enable encryption for EBS volumes attached to EC2 instances
(EC2 インスタンスにアタッチされた EBS ボリュームの暗号化を有効にする)] により、暗号化されていな
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い Amazon EBS ボリュームが Landing Zone の EC2 インスタンスにアタッチされているかどうかが検出
されます。

関連トピック
• AWS Control Tower のガードレール (p. 18)
• AWS Control Tower でのドリフトの検出および解決 (p. 57)

AWS リージョンと AWS Control Tower の連携の仕組
み
現在、AWS Control Tower は次の AWS リージョンでサポートされています。
• 米国東部（バージニア北部）
• 米国東部 (オハイオ)
• 米国西部 (オレゴン)
• 欧州 (アイルランド)
Landing Zone を作成すると、AWS マネジメントコンソール へのアクセスに使用しているリージョンが
AWS Control Tower のホーム AWS リージョンになります。作成プロセス中に、一部のリソースがホーム
AWS リージョンにプロビジョニングされます。その他のリソース (OU や AWS アカウント) はグローバル
です。
現在、すべての予防的ガードレールはグローバルに使用できます。ただし、発見的ガードレールは AWS
Control Tower がサポートされているリージョンでのみ機能します。

AWS Control Tower がロールと連携してアカウントを
作成および管理する方法
AWS Control Tower は、AWS Organizations の CreateAccount API を呼び出して顧客のアカウントを
作成します。AWS Organizations は、アカウントを作成する際に、このアカウント内にロールを作成しま
す。このロールに対して AWS Control Tower は API にパラメータを渡すことで名前を付けます。名前は
AWSControlTowerExecution となります。
AWS Control Tower は、Account Factory によって作成されたすべてのアカウントの
AWSControlTowerExecution ロールを引き受けます。AWS Control Tower は、このロールを使用して
アカウントのベースライニングを行い、必須ガードレール (および他の有効なガードレール) を適用しま
す。これにより、他のロールが作成されます。これらのロールは、次に AWS Config などの他のサービス
によって使用されます。

Note
アカウントのベースライニングは、設計図とガードレールを設定するプロセスです。ベースライ
ニングのプロセスでは、設計図のデプロイの一部として、一元化されたログ記録とセキュリティ
監査のロールもアカウントにセットアップします。

AWS Control Tower と VPC
このセクションは、主にネットワーク管理者を対象としています。通常、会社のネットワーク管理者
は、AWS Control Tower 組織の全体的な CIDR 範囲を選択する担当者です。ネットワーク管理者は、特定
の目的のために、その範囲内からサブネットを割り当てます。
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AWS Control Tower と VPC に関する重要な事実を以下に示します。
• 各 AWS Control Tower アカウントには 1 つの VPC が許可されます。
• 各 VPC には 3 つのアベイラビリティーゾーンがあります。デフォルトでは、アベイラビリティーゾー
ンごとに 1 つのパブリックサブネットと 2 つのプライベートサブネットがあります。したがって、デ
フォルトでは、VPC ごとに 9 つのサブネットがあります。
• VPC 内の 9 つのサブネットのそれぞれに、同じサイズの一意の範囲が割り当てられます。
• IP アドレスは重複しないため、VPC 内の 9 つのサブネットは無制限に相互間で通信できます。
VPC サブネット間の通信を制御するためのベストプラクティスは、必要に応じて、許可するトラフィック
フローを定義するルールを使用してアクセスコントロールリストを設定することです。特定のインスタン
ス間のトラフィックを制御するには、セキュリティグループを使用します。
VPC 内のサブネットの数は設定可能です。VPC のサブネット設定を変更する詳しい方法については、
「Account Factory トピック」を参照してください。

VPC および AWS Control Tower の CIDR とピア接続
VPC の CIDR 範囲を選択すると、AWS Control Tower は キャリアグレード NAT (CGN) を適用
し、Account Factory は RFC 1918 仕様に従って IP アドレス範囲を検証します。また、Account Factory は
10.0.0.0/16、172.16.0.0/16、192.168.0.0/16 の IP 範囲を許可します。指定した範囲がその範囲
外である場合、AWS Control Tower はエラーメッセージを表示します。
AWS Control Tower は、選択された CIDR 範囲を使用して VPC を作成する際に、マスターアカウント
と、組織単位 (OU) 内に作成した各アカウントのすべての VPC に対して、同じ CIDR 範囲を割り当てま
す。この実装では、VPC から AWS Control Tower OU 内の他の VPC へのピア接続は許可されません。
各 VPC 内で、AWS Control Tower は指定された CIDR 範囲を 9 つのサブネット間に均等に分割しま
す。VPC 内のサブネットは重複しません。したがって、それらはすべて相互間で通信できます。
つまり、デフォルトでは VPC 内のサブネット通信は制限されず、VPC と VPC 間のピア接続は許可されま
せん。
デフォルトの CIDR 範囲は 172.31.0.0/16 です。

AWS Control Tower での VPC ピア接続のオプション
AWS Control Tower は、ピア接続の代わりに、AWS Control Tower VPC 間 の VPC ピア接続の推奨ソ
リューションとして、AWS PrivateLink を介した VPC エンドポイントサービスを提供しています。パケッ
トは、ある VPC 内の特定の IP アドレスから、別の VPC 内の別の特定の IP アドレスに直接送信できま
す。
ただし、別のオプションを使用できます。AWS Control Tower 内では、Account Factory の設定で CIDR 範
囲を変更すると、以降に AWS Control Tower で (Account Factory を使用して) 作成されるすべての新しい
アカウントに新しい CIDR 範囲が割り当てられます。古いアカウントは更新されません。たとえば、アカ
ウントを作成し、CIDR 範囲を変更して新しいアカウントを作成すると、これら 2 つのアカウントに割り
当てられた VPC 間はピア接続できます。IP アドレス範囲が同じではないため、ピア接続が可能です。ア
カウント設定の変更方法については、アカウントの更新に関する Account Factory のドキュメントを参照
してください。

VPC と CIDR に関する注意事項
一部のネットワーク管理者は、アカウントの CIDR 設定を変更することなく、2 つの異なる VPC 間 (つま
り、2 つの異なるアカウント間) で 2 つのサブネットをピア接続できることに気付くことがあります。VPC
内の 9 つのサブネットは重複しないため、たとえば [VPC1、サブネット 1] から [VPC2、サブネット 2]へ
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ピア接続することは技術的には可能です。ただし、このアプローチは、VPC 内でサブネット範囲がどのよ
うに割り当てられているかの実装の詳細に左右されます。このピア接続方法はいつでも失敗する可能性が
あるため、お勧めしません。
VPC を使用する場合、AWS Control Tower はリージョンレベルで区切りません。すべてのサブネットは、
指定した正確な CIDR 範囲から割り当てられます。VPC のサブネットはどのリージョンにも存在できま
す。
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セットアップ
AWS Control Tower を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行してください。
1. AWS にサインアップ (p. 11)
2. IAM ユーザーを作成する (p. 11)
これらのタスクでは、AWS アカウントと IAM ユーザーをそのアカウントの管理者権限で作成します。
特に AWS Control Tower の追加セットアップタスクの詳細については、「AWS Control Tower の使用開
始 (p. 14)」を参照してください。

AWS にサインアップ
アマゾン ウェブ サービス (AWS) にサインアップすると、AWS アカウントが AWS 内のすべてのサーバー
(AWS Control Tower など) に自動的にサインアップされます。既に AWS アカウントをお持ちの場合は次
のタスクに進んでください。AWS アカウントをお持ちでない場合は、次に説明する手順にしたがってアカ
ウントを作成してください。

AWS アカウントを作成するには
1.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。

2.

オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて確認コードを
入力することが求められます。

次のタスクで AWS アカウント番号が必要となるので、メモしておいてください。

IAM ユーザーを作成する
AWS のサービス (AWS Control Tower など) では、サービスにアクセスする際に認証情報を提供する必要
があります。それにより、サービスのリソースにアクセスする権限があるかどうかをサービスが判定しま
す。AWS では、リクエストを実行するために AWS アカウントの AWS ルートユーザー認証情報を使用し
ないことをお勧めしています。代わりに、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーを作成
し、そのユーザーにフルアクセスを許可します。これらのユーザーを管理者と呼びます。
ご使用のアカウントの AWS アカウントルートユーザー認証情報ではなく、管理者の認証情報を使用し
て、AWS を操作し、ユーザーの作成やアクセス許可の付与などのタスクを実行できます。詳細について
は、「ルートアカウント認証情報とIAM ユーザーの認証情報」(AWS 全般のリファレンス) および「IAM の
ベストプラクティス」(IAM ユーザーガイド) を参照してください。
AWS にサインアップしても、ご自分の IAM ユーザーをまだ作成していない場合は、IAM 管理コンソール
を使用して作成できます。

自分用の管理者ユーザーを作成し、そのユーザーを管理者グループに追加するには (コンソール)
1.

AWS アカウント E メールアドレスとパスワードを使用して https://console.aws.amazon.com/iam/ で
AWS アカウントのルートユーザー として IAM コンソールにサインインします。
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Note
以下のAdministratorIAMユーザーの使用に関するベストプラクティスに従い、ルートユー
ザー認証情報を安全な場所に保管しておくことを強くお勧めします。ルートユーザーとして
サインインして、少数のアカウントおよびサービス管理タスクのみを実行します。
2.

ナビゲーションペインで [Users]、[Add user] の順に選択します。

3.

[ユーザー名] に「Administrator」と入力します。

4.

[AWS マネジメントコンソール access (アクセス)] の横にあるチェックボックスをオンにします。
[Custom password (カスタムパスワード)] を選択し、その後テキストボックスに新しいパスワードを
入力します。

5.

(オプション) AWS では、デフォルトで、新しいユーザーに対して初回のサインイン時に新しいパス
ワードを作成することが必要です。必要に応じて [User must create a new password at next sign-in
(ユーザーは次回のサインイン時に新しいパスワードを作成する必要がある)] のチェックボックスをオ
フにして、新しいユーザーがサインインしてからパスワードをリセットできるようにできます。

6.

[Next: Permissions (次へ: アクセス許可)] を選択します。

7.

[Set permissions (アクセス許可の設定)] で、[Add user to group (ユーザーをグループに追加)] を選択し
ます。

8.

[Create group] を選択します。

9.

[グループの作成] ダイアログボックスで、[グループ名] に「Administrators」と入力します。

10. [Filter policies (フィルタポリシー)] を選択し、その後 [AWS managed -job function (AWS 管理ジョブ
の機能] を選択してテーブルのコンテンツをフィルタリングします。
11. ポリシーリストで、[AdministratorAccess] のチェックボックスをオンにします。次に、[Create group]
を選択します。

Note
AdministratorAccess アクセス許可を使用して、AWS Billing and Cost Management コン
ソールを使用する前に、IAM ユーザーおよびロールの請求へのアクセスをアクティブ化する
必要があります。これを行うには、請求コンソールへのアクセスの委任に関するチュートリ
アルのステップ 1 の手順に従ってください。
12. グループのリストに戻り、新しいグループのチェックボックスをオンにします。必要に応じて
[Refresh] を選択し、リスト内のグループを表示します。
13. [次へ: タグ] を選択します。
14. (オプション) タグをキー - 値のペアとしてアタッチして、メタデータをユーザーに追加します。IAM
でのタグの使用の詳細については、『IAM ユーザーガイド』の「IAM エンティティのタグ付け」を参
照してください。
15. [Next: Review] を選択して、新しいユーザーに追加するグループメンバーシップのリストを表示しま
す。続行する準備ができたら、[Create user] を選択します。
この同じプロセスを繰り返して新しいグループとユーザーを作成し、AWS アカウントのリソースへのアク
セス権をユーザーに付与できます。ポリシーを使用して特定の AWS リソースに対するユーザーのアクセ
ス許可を制限する方法については、「アクセス管理」と「ポリシーの例」を参照してください。
この新しい IAM ユーザーとしてサインインするには、まず AWS マネジメントコンソールからサインア
ウトします。その後、以下の URL を使用します。このとき、your_aws_account_id はハイフンを除いた
AWS アカウント番号です (たとえば AWS アカウント番号が 1234-5678-9012 であれば、AWS アカウン
ト ID は 123456789012 です)。
https://your_aws_account_id.signin.aws.amazon.com/console/

作成した IAM ユーザー名とパスワードを入力します。サインインすると、ナビゲーションバーに
「your_user_name@your_aws_account_id」と表示されます。
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サインページの URL に AWS アカウント ID を含めない場合は、アカウントのエイリアスを作成します。
これを行うには、IAM ダッシュボードから [アカウントエイリアスを作成する] を選択し、エイリアス (会
社名など) を入力します。アカウントエイリアスを作成した後、サインインするには、次の URL を使用し
ます。
https://your_account_alias.signin.aws.amazon.com/console/

アカウントの IAM ユーザーのサインインリンクを確認するには、IAM コンソールを開き、ダッシュボード
の [AWS アカウントエイリアス] の下を確認します。

MFA のセットアップ
AWS Control Tower の性質上、マスターアカウントには多要素認証 (MFA) を有効にすることを強くお勧め
します。詳細については、IAM ユーザーガイド の「AWS アカウントの root ユーザーに対して MFA を有
効にする」を参照してください。

次のステップ
AWS Control Tower の使用開始 (p. 14)
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AWS Control Tower の使用開始
これは、集中型クラウド管理者向けの AWS Control Tower の使用開始手順です。Landing Zone をセット
アップする準備ができたら、次の手順を使用し ます。開始から完了まで、所要時間は約 1 時間です。この
手順には、2 つのステップがあります。

AWS Control Tower を使用するためのガイダンス
AWS Control Tower を使用する際の推奨事項は次のとおりです。このガイダンスは、サービスが更新され
たときに変更される可能性があります。

通常の問い合わせ/機能要望
• マスターアカウントまたは共有アカウントで、AWS Control Tower によって作成されたリソースを変更
または削除しないでください。これらのリソースの変更には、ランディングゾーンの更新が必要になる
場合があります。
• コア組織単位 (OU) の共有アカウント内に作成された AWS Identity and Access Management (IAM) の
ロールを変更または削除しないでください。これらのロールの変更には、ランディングゾーンの更新が
必要になる場合があります。
• AWS Control Tower によって作成されたリソースの詳細については、「共有アカウントは何です
か (p. 2)」を参照してください。

AWS Organizations ガイダンス
• AWS Organizations を使用して、AWS Control Tower によって AWS Control Tower 管理 OU にアタッチ
されているサービスコントロールポリシー (SCP) を更新しないでください。この操作を行うと、ガード
レールが不明な状態になり、影響を受けたガードレールの再有効化が必要になります。
• 組織 を使用して、AWS Control Tower によって作成された組織内でアカウントを作成、招待、または
移動すると、それらの外部アカウントは AWS Control Tower によって管理されなくなり、[アカウント]
テーブルには表示されません。
• 組織 を使用して、AWS Control Tower によって作成された組織内で OU を作成または移動すると、それ
らの外部 OU は AWS Control Tower によって管理されなくなり、[組織単位] テーブルには表示されませ
ん。
• 組織 を使用して、AWS Control Tower によって作成された OU の名前変更または削除を行う場合、この
OU は元の名前で AWS Control Tower に引き続き表示されます。Account Factory を使用してこの OU
に新しいアカウントをプロビジョニングすることはできません。

AWS シングルサインオン ガイダンス
• AWS シングルサインオン のディレクトリを Active Directory に再設定する場合は、AWS SSO で事前設
定されたすべてのユーザーおよびグループが削除されます。

Account Factory ガイダンス
• Account Factory を使用して新しいアカウントを AWS Service Catalog にプロビジョニングする場
合、TagOptions を定義したり、通知を有効にしたり、プロビジョニング済み製品プランを作成したり
しないでください。それらの操作を行うと、新しいアカウントをプロビジョニングできない場合があり
ます。
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マスターアカウントの起動前チェック
AWS Control Tower は、お客様のアカウントで Landing Zone を設定するための処理を実行する前に、一
連の起動前チェックを実行します。これらの起動チェックにより、マスターアカウントで Landing Zone
を設定するための変更の準備ができます。Landing Zone を設定する前に実行するチェックは以下のとおり
です。
• AWS アカウントの既存のサービス制限は、AWS Control Tower が起動するのに十分であることが必要
です。詳細については、「制限 (p. 76)」を参照してください。
• AWS アカウントは既存の AWS Organizations OU のメンバーにすることはできません (すべての機能を
有効にした状態で、あるいは一括請求 (コンソリデーティッドビリング) 用にそのアカウントがセット
アップされているかどうかに関係なく)。
• AWS アカウントは、次の AWS サービスに登録されている必要があります。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon SNS
• Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)
• AWS CloudFormation
• AWS CloudTrail
• Amazon CloudWatch
• AWS Config
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• AWS Lambda

Note
デフォルトでは、すべてのアカウントはこれらのサービスに登録されています。
• AWS アカウントに、すでに設定された AWS Config アグリゲータを含めることはできません。
• AWS アカウントに、すでに設定された AWS シングルサインオン (AWS SSO) を含めることはできませ
ん。
Landing Zone をセットアップすると、ユーザーに代わって AWS Control Tower がマスターアカウントで
次のアクションを実行します。
• 3 つの 組織 組織ユニット (OU) (ルート、コア、およびカスタム) を作成する。
• 2 つの共有アカウント (ログアーカイブアカウントと監査アカウント）を作成する。
• 事前設定されたグループとシングルサインオンアクセスを使用して、AWS SSO でクラウドネイティブ
なディレクトリを作成する。
• 17 個の予防的ガードレールを適用して、ポリシーを適用する。
• 3 個の発見的ガードレールを適用して、設定違反を検出する。

ステップ 1: 共有アカウントの E メールアドレスを
作成する
このガイドでは、新しい AWS アカウントで Landing Zone を設定していることを前提とします。アカウン
トと IAM 管理者の作成については、「セットアップ (p. 11)」を参照してください。
Landing Zone をセットアップするには、AWS Control Tower に、AWS アカウントにまだ関連付けられて
いない 2 つの一意の E メールアドレスが必要です。これらの E メールアドレスはそれぞれ、共同受信箱、
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つまり、AWS Control Tower に関連する特定の作業を行う企業のさまざまなユーザーの共有 E メールアカ
ウントであることが必要です。E メールアドレスは以下のとおりです。
• 監査アカウント – これは、AWS Control Towerにより利用可能になった監査情報にアクセスする必要が
あるユーザーのチーム用です。また、環境のプログラムによる監査を実行してコンプライアンス目的の
監査に役立つサードパーティ製ツールのアクセスポイントとして、このアカウントを使用することもで
きます。
• ログアーカイブアカウント – これは、Landing Zone の管理された OU 内で管理されたすべてのアカウン
トに関するログ情報にアクセスする必要があるユーザーのチーム用です。

ステップ 2: ランディングゾーンをセットアップす
る
AWS Control Tower には、API またはプログラムによるアクセスがありません。Landing Zone をセット
アップするには、次の手順を実行します。

Landing Zone をセットアップするには
1.

ウェブブラウザを開いて、https://console.aws.amazon.com/controltower の AWS Control Tower コン
ソールに移動します。

2.

[Set up Landing Zone (Landing Zone のセットアップ)] を選択します。

3.

ログアーカイブアカウントおよび監査アカウントの E メールアドレスを指定します。これらは、AWS
アカウントにまだ関連付けられていない E メールアドレスであることが必要です。

4.

[Service permissions (サービスのアクセス許可)] を確認し、準備が整ったら、[I understand the
permissions AWS Control Tower will use to administer AWS resources and enforce rules on my behalf
(お客様に代わって AWS リソースを管理してルールを適用するためのアクセス許可が AWS Control
Tower に付与されることを了承する)] を選択します。

5.

[Launch your AWS Control Tower (AWS Control Tower を起動する)] を選択します。

これにより、Landing Zone をセットアップするプロセスが開始されます。完了するまでに約 1 時間かかる
場合があります。設定中に、コアアカウントが作成され、root およびコア OU が作成され、AWS リソース
が作成、変更、または削除されます。

Important
監査アカウントに指定した E メールアドレスには、AWS Control Tower でサポートされているす
べての AWS リージョンから [AWS Notification - Subscription Confirmation (AWS 通知 - サブスク
リプション確認)] E メールが送信されます。監査アカウントでコンプライアンス E メールを受信
するには、AWS Control Tower でサポートされている各 AWS リージョンからの各 E メール内の
[サブスクリプションの確認] リンクを選択する必要があります。

次のステップ
これで、Landing Zone がセットアップされ、使用する準備ができました。
AWS Control Tower をセットアップすると、ユーザーに代わって Landing Zone がマスターアカウントで
次のアクションを実行します。
• 2 つの組織ユニット (OU) (コアとカスタム) を作成する。
• コア OU 内に 2 つのアカウント (ログアーカイブアカウントとセキュリティ監査アカウント) を作成す
る。
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• 事前設定されたグループ、アクセス権限セット、およびシングルサインオンアクセスを使用して、AWS
SSO でクラウドネイティブなディレクトリを作成する。
• 10 個の予防的ガードレールを適用して、ポリシーを適用する。
• 2 つの発見的ガードレールを適用して、設定違反を検出する。
• エンドユーザーが Landing Zone 内に新しい AWS アカウントをプロビジョニングできるように AWS
Service Catalog で Account Factory 製品を作成する。
AWS Control Towerの使用方法の詳細については、次のトピックを参照してください。
• エンドユーザーは、Account Factory を使用して独自の AWS アカウントを Landing Zone にプロビジョ
ニングできます。詳細については、「AWS Service Catalog を介したアカウントの設定とプロビジョニ
ング (p. 51)」を参照してください。
• 場合によっては、最新のバックエンド更新プログラム、最新のガードレールを入手して Landing Zone
を最新の状態に維持するために、ランディングゾーンの更新が必要な場合があります。詳細について
は、「AWS Control Tower での設定更新管理 (p. 74)」を参照してください。
• AWS Control Tower の使用中に問題が発生した場合は、「トラブルシューティング (p. 84)」を参照
してください。

17

AWS Control Tower ユーザーガイド
考慮事項

AWS Control Tower のガードレール
ガードレールは、AWS 環境全体に継続的なガバナンスを提供する高レベルのルールです。これは、わかり
やすい形式で表されます。ユーザーが Landing Zone において AWS アカウントで作業を実行すると、ユー
ザーはガードレールの対象となります。
各ガードレールの動作は防止または検出のいずれかです。
• 予防 – 予防的ガードレールにより、アカウントのコンプライアンスが維持されるようになります。予防
的ガードレールの動作のステータスは、適用または無効です。予防的ガードレールは、サービスコント
ロールポリシーおよび AWS Lambda 関数を使用してポリシー違反を防止します。予防的ガードレール
は、すべての AWS リージョンでサポートされています。
• 検出 – 発見的ガードレールにより、アカウント内のリソースのコンプライアンス違反が検出されます。
検出の動作のステータスは、クリアまたは違反です。発見的ガードレールでは、ポリシー違反が検出さ
れ、ダッシュボードを使用してアラートが提供されます。発見的ガードレールは、AWS Control Tower
でサポートされている AWS リージョンでのみ適用されます。
AWS Control Tower には、必須ガードレール、強く推奨されるガードレール、および選択的ガードレール
が用意されています。新しい Landing Zone を作成すると、すべての必須ガードレールがデフォルトで適
用されます。強く推奨されるガードレールと選択的ガードレールは有効になりません。
ガードレールを使用すると、ポリシーの目的を表すことができます。AWS Control Tower では、予防制御
または検出制御を実装して、AWS アカウント全体におけるリソースのコンプライアンスを管理および監視
します。たとえば、[Disallow public read access to S3 buckets (S3 バケットへのパブリック読み取りアク
セスを禁止する)] を有効にして、OU 下のすべてのアカウントに対してすべての S3 バケットへのパブリッ
ク読み取りアクセスを拒否します。組織単位でガードレールを有効にすると、そのガードレールが OU 下
のすべての子アカウントに適用されます。
ガードレールの実装:
• 予防的ガードレールは、AWS Organizations の一部であるサービスコントロールポリシー (SCP) を使用
して実装されます。
• 発見的ガードレールは、AWS Config ルールと AWS Lambda 関数を使用して実装されます。

考慮事項
ガードレールを使用する際、以下の点を考慮してください。
• Landing Zone を作成した後、Landing Zone 内のすべてのリソースはガードレールの対象となります。
• AWS Control Tower を使用して作成された OU には、ガードレールが適用されます。Landing Zone の外
部で作成された OU にはガードレールを適用できないため、AWS Control Tower コンソールに OU は表
示されません。
• Account Factory を使用して作成されたアカウントは、 親 OU のガードレールを継承します。Landing
Zone の外部で作成されたアカウントは、親 OU のガードレールを継承せず、AWS Control Tower コン
ソールに表示されません。
• マスターアカウントの root ユーザーおよび IAM 管理者は、通常はガードレールで拒否される作業を実行
できます。これは意図的なものです。これは、マスターアカウントが使用できない状態になるのを防ぎ
ます。このような場合は、マスターアカウント内で実行されるすべてのアクションが引き続きログアー
カイブログのログで追跡されます。このログにより、説明責任と監査ログが有効になります。
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オプションのガードレール
ガードレールに適用されるガイダンスには、必須、強く推奨される、選択的の 3 種類があります。必須の
ガードレールは常に強制されます。強く推奨されるガードレールは、適切に設計されたマルチアカウント
環境のベストプラクティスに基づいています。選択的ガードレールを使用すると、AWS エンタープライズ
環境で一般的に制限されているアクションを追跡またはロックダウンできます。
強く推奨されるガードレールと選択的ガードレールはオプションです。つまり、どのガードレールを有効
にするかを選択することで、Landing Zone のエンフォースメントレベルをカスタマイズできます。オプ
ションのガードレールはデフォルトでは有効になっていません。詳細については、以下のガードレールリ
ファレンスを参照してください。
• 強く推奨されるガードレール (p. 31)
• 選択的ガードレール (p. 40)
ガードレールのガイダンスは、予防的であるか発見的であるかに関係ありません。

ガードレールの詳細
コンソールのガードレール詳細ページで、各ガードレールに関する以下の詳細が表示されます。
• 名前 – ガードレールの名前。
• 説明 – ガードレールの説明。
• ガイダンス – ガイダンスは、必須、強く推奨される、または選択的のいずれかです。
• [カテゴリ] – カテゴリは、監査ログ、モニタリング、データセキュリティ、ネットワーク、IAM、Control
Tower 設定のいずれかです。
• [Behavior (動作)] – ガードレールの動作は予防的または発見的のいずれかに設定されます。
• [コンプライアンス状況] – ガードレールのコンプライアンス状況は、クリア、準拠、適用、不明、違反の
いずれかです。
ガードレール詳細ページでは、ガードレールアーティファクトを確認することもできます。ガードレー
ルは、1 つ以上のアーティファクトによって実装されます。これらのアーティファクトには、AWS
CloudFormation テンプレート、設定ドリフトを作成できるのアカウントレベルの設定変更またはアクティ
ビティを回避するためのサービスコントロールポリシー 、およびアカウントレベルのポリシー違反を検出
するための AWS Config ルール を含めることができます。

ガードレールの有効化
ほとんどのカードレールは OU の設定に従って自動的に有効になりますが、一部のガードレールは OU で
手動で有効にする場合があります。次の手順では、OU でガードレールを有効にするためのステップにつ
いて説明します。

Important
強く推奨されるガイダンスでガードレールを有効にすると、アカウント内で AWS Control Tower
マネージド AWS リソースが作成されます。AWS Control Tower によって作成されたリソースを
変更または削除しないでください。これにより、ガードレールの状態が不明になる可能性があり
ます。
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OU でガードレールを有効にするには
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ウェブブラウザを使用して、https://console.aws.amazon.com/controltower の AWS Control Tower コ
ンソールに移動します。
左のナビゲーションから、[Guardrails (ガードレール)] を選択します。
有効にするガードレール (たとえば、 [Guardrail: Enable encryption for EBS volumes attached to EC2
instances (ガードレール: EC2インスタンスにアタッチされたEBSボリュームの暗号化を有効にする)])
を選択します。これにより、ガードレールの詳細ページが開きます。
有効になっている組織ユニットから、[Enable guardrail on OU (OU でガードレールを有効にする)]を
選択します。
新しいページが表示され、OU の名前が一覧表示されます。このガードレールを有効にする OU を選
択します。
[Enable guardrail on OU (OU でガードレールを有効にする)] を選択します。
これで、ガードレールが有効になりました。変更が完了するまでに数分かかることがあります。完了
すると、選択した OU でこのガードレールが有効になっていることがわかります。

ガードレールリファレンス
次のセクションには、AWS Control Tower で利用可能な各ガードレールのリファレンスが含まれていま
す。各ガードレールリファレンスには、Landing Zone の OU で特定のガードレールを有効にする場合の詳
細、アーティファクト、追加情報、考慮事項が含まれています。
トピック
• 必須のガードレール (p. 20)
• 強く推奨されるガードレール (p. 31)
• 選択的ガードレール (p. 40)

必須のガードレール
Landing Zone を設定すると、必須のガードレールがデフォルトで有効になっており、無効にすることはで
きません。以下に、AWS Control Tower で使用できる各必須ガードレールのリファレンスを示します。

Enable Encryption at Rest for Log Archive (ログアーカイブの保管
時に暗号化を有効にする)
このガードレールにより、ログアーカイブアカウントでの Amazon S3 バケットの補間時に暗号化が有効
になります。これは、必須のガイダンスによる予防的ガードレールです。デフォルトでは、このガード
レールはコア OU で有効になっています。
このガードレールのアーティファクトは、次のサービスコントロールポリシー (SCP) です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRAUDITBUCKETENCRYPTIONENABLED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:PutEncryptionConfiguration"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
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}

]

}

}

}

"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"

Enable Access Logging for Log Archive (ログアーカイブのアクセ
スログを有効にする)
このガードレールにより、ログアーカイブ共有アカウントのアクセスログが有効になります。これは、必
須のガイダンスによる予防的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレールはコア OU で有効に
なっています。
このガードレールのアーティファクトは、次の SCP です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRAUDITBUCKETLOGGINGENABLED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:PutBucketLogging"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Disallow Policy Changes to Log Archive (ログアーカイブのポリ
シー変更を禁止する)
このガードレールにより、ログアーカイブ共有アカウントでポリシー変更の発生が禁止されます。これ
は、必須のガイダンスによる予防的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレールはコア OU で
有効になっています。
このガードレールのアーティファクトは、次の SCP です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRAUDITBUCKETPOLICYCHANGESPROHIBITED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:PutBucketPolicy"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
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}

]

}

Disallow Public Read Access to Log Archive (ログアーカイブへの
パブリック読み取りアクセスを禁止する)
このガードレールにより、ログアーカイブ共有アカウントで Amazon S3 バケットへのパブリック読み取
りアクセスが有効になっているかどうかが検出されます。このガードレールにより、アカウントのステー
タスは変更されません。これは、必須のガイダンスによる発見的ガードレールです。デフォルトでは、こ
のガードレールはコア OU で有効になっています。
このガードレールのアーティファクトは、次の AWS Config ルールです。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public
access
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForS3PublicRead:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks that your S3 buckets do not allow public read access. If an S3
bucket policy or bucket ACL allows public read access, the bucket is noncompliant.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::S3::Bucket

Disallow Public Write Access to Log Archive (ログアーカイブへの
パブリック書き込みアクセスを禁止する)
このガードレールにより、ログアーカイブ共有アカウントで Amazon S3 バケットへのパブリック書き込
みアクセスが有効になっているかどうかが検出されます。このガードレールにより、アカウントのステー
タスは変更されません。これは、必須のガイダンスによる発見的ガードレールです。デフォルトでは、こ
のガードレールはコア OU で有効になっています。
このガードレールのアーティファクトは、次の AWS Config ルールです。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public
access
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForS3PublicWrite:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks that your S3 buckets do not allow public write access. If an S3
bucket policy or bucket ACL allows public write access, the bucket is noncompliant.
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Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::S3::Bucket

Set a Retention Policy for Log Archive (ログアーカイブの保持ポ
リシーを設定する)
このガードレールにより、365 日間のログアーカイブ共有アカウントのログで保持ポリシーが設定されま
す。これは、必須のガイダンスによる予防的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレールはコ
ア OU で有効になっています。
このガードレールのアーティファクトは、次の SCP です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRAUDITBUCKETRETENTIONPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:PutLifecycleConfiguration"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Disallow Configuration Changes to CloudTrail (CloudTrail の設定
変更を禁止する)
このガードレールにより、Landing Zone で CloudTrail の設定変更が回避されます。これは、必須のガイダ
ンスによる予防的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレールはすべての OU で有効になって
います。
このガードレールのアーティファクトは、次の SCP です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"cloudtrail:DeleteTrail",
"cloudtrail:PutEventSelectors",
"cloudtrail:StopLogging",
"cloudtrail:UpdateTrail"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {

23

AWS Control Tower ユーザーガイド
必須のガードレール

}

]

}

}

}

"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"

Integrate CloudTrail Events with CloudWatch Logs (CloudTrail イ
ベントと CloudWatch ログを統合する)
このガードレールにより、CloudTrail イベントを CloudWatch Logs ログファイルに送信してアクティビ
ティデータのリアルタイム分析が実行されます。これは、必須のガイダンスによる予防的ガードレールで
す。デフォルトでは、このガードレールはすべての OU で有効になっています。
このガードレールのアーティファクトは、次の SCP です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"cloudtrail:DeleteTrail",
"cloudtrail:PutEventSelectors",
"cloudtrail:StopLogging",
"cloudtrail:UpdateTrail"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Enable CloudTrail in All Available Regions (利用可能なすべての
リージョンで CloudTrail を有効にする)
このガードレールにより、利用可能なすべての AWS リージョンで CloudTrail が有効になります。これ
は、必須のガイダンスによる予防的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレールはすべての
OU で有効になっています。
このガードレールのアーティファクトは、次の SCP です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"cloudtrail:DeleteTrail",
"cloudtrail:PutEventSelectors",
"cloudtrail:StopLogging",
"cloudtrail:UpdateTrail"
],
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}

]

}

"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}

Enable Integrity Validation for CloudTrail Log File (CloudTrail ログ
ファイルの整合性の検証を有効にする)
このガードレールにより、すべてのアカウントおよび OU で CloudTrail ログファイルの整合性の検証が有
効になります。それにより、CloudTrail ログファイルを使用してアカウントアクティビティログの整合性
が確保され、CloudTrail が Amazon S3 に書き込む各ログのハッシュが含まれるデジタル署名されたダイ
ジェストファイルが作成されます。これは、必須のガイダンスによる予防的ガードレールです。デフォル
トでは、このガードレールはすべての OU で有効になっています。
このガードレールのアーティファクトは、以下の SCP です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"cloudtrail:DeleteTrail",
"cloudtrail:PutEventSelectors",
"cloudtrail:StopLogging",
"cloudtrail:UpdateTrail"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Disallow Changes to CloudWatch Set Up by AWS Control Tower
(AWS Control Tower によって設定された CloudWatch の変更を
禁止する)
このガードレールにより、Landing Zone のセットアップ時に AWS Control Tower によって設定された
CloudWatch の変更が禁止されます。これは、必須のガイダンスによる予防的ガードレールです。デフォ
ルトでは、このガードレールはすべての OU で有効になっています。
このガードレールのアーティファクトは、次の SCP です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCLOUDWATCHEVENTPOLICY",
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}

]

}

"Effect": "Deny",
"Action": [
"events:PutRule",
"events:PutTargets",
"events:RemoveTargets",
"events:DisableRule",
"events:DeleteRule"
],
"Resource": [
"arn:aws:events:*:*:rule/aws-controltower-*"
],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}

Disallow Changes to AWS Config Aggregation Set Up by AWS
Control Tower (AWS Control Tower によって設定された AWS
Config の集計の変更を禁止する)
このガードレールにより、Landing Zone のセットアップ時に設定とコンプライアンスデータを収集するた
めに AWS Control Tower によって行われた AWS Config の集計設定の変更が禁止されます。これは、必須
のガイダンスによる予防的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレールはすべての OU で有効
になっています。
このガードレールのアーティファクトは、次の SCP です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCONFIGRULETAGSPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"config:TagResource",
"config:UntagResource"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"aws:TagKeys": "aws-control-tower"
}
}
}
]

Disallow Configuration Changes to AWS Config (AWS Config の
設定変更を禁止する)
このガードレールにより、AWS Config の設定変更が禁止されます。これにより、AWS Config の設定変更
を許可することで、AWS Config レコードのリソース設定が一貫性のある形で確保されます。これは、必
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須のガイダンスによる予防的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレールはすべての OU で有
効になっています。
このガードレールのアーティファクトは、次の SCP です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCONFIGENABLED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"config:DeleteConfigurationRecorder",
"config:DeleteDeliveryChannel",
"config:DeleteRetentionConfiguration",
"config:PutConfigurationRecorder",
"config:PutDeliveryChannel",
"config:PutRetentionConfiguration",
"config:StopConfigurationRecorder"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Enable AWS Config in All Available Regions (利用可能なすべての
リージョンで AWS Config を有効にする)
このガードレールにより、利用可能なすべての AWS リージョンで AWS Config が有効になります。これ
は、必須のガイダンスによる予防的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレールはすべての
OU で有効になっています。
このガードレールのアーティファクトは、以下の SCP です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCONFIGENABLED",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"config:DeleteConfigurationRecorder",
"config:DeleteDeliveryChannel",
"config:DeleteRetentionConfiguration",
"config:PutConfigurationRecorder",
"config:PutDeliveryChannel",
"config:PutRetentionConfiguration",
"config:StopConfigurationRecorder"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]
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}

Disallow Changes to AWS Config ルール Set Up by AWS Control
Tower (AWS Control Tower によって設定された AWS Config
ルール の変更を禁止する)
このガードレールにより、Landing Zone のセットアップ時に AWS Control Tower よって実装された AWS
Config ルール の変更が禁止されます。これは、必須のガイダンスによる予防的ガードレールです。デフォ
ルトでは、このガードレールはすべての OU で有効になっています。
このガードレールのアーティファクトは、以下の SCP です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRCONFIGRULEPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"config:PutConfigRule",
"config:DeleteConfigRule",
"config:DeleteEvaluationResults",
"config:DeleteConfigurationAggregator",
"config:PutConfigurationAggregator"
],
"Resource": ["*"],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
},
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/aws-control-tower": "managed-by-control-tower"
}
}
}
]

Disallow Changes to IAM Roles Set Up by AWS Control Tower
(AWS Control Tower によって設定された IAM ルールの変更を禁
止する)
このガードレールにより、Landing Zone のセットアップ時に AWS Control Tower によって作成された
IAM ルールの変更が禁止されます。これは、必須のガイダンスによる予防的ガードレールです。デフォル
トでは、このガードレールはすべての OU で有効になっています。
このガードレールのアーティファクトは、以下の SCP です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRIAMROLEPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:CreateRole",
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"iam:DeleteRole",
"iam:DeleteRolePermissionsBoundary",
"iam:DeleteRolePolicy",
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:PutRolePermissionsBoundary",
"iam:PutRolePolicy",
"iam:UpdateAssumeRolePolicy",
"iam:UpdateRole",
"iam:UpdateRoleDescription"

}

]

}

],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/aws-controltower-*",
"arn:aws:iam::*:role/*AWSControlTower*"
],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}

Disallow Changes to Lambda Functions Set Up by AWS Control
Tower (AWS Control Tower によって設定された Lambda 関数の
変更を禁止する)
このガードレールにより、AWS Control Tower によって設定された Lambda 関数の変更が禁止されます。
これは、必須のガイダンスによる予防的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレールはすべて
の OU で有効になっています。
このガードレールのアーティファクトは、以下の SCP です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRLAMBDAFUNCTIONPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"lambda:AddPermission",
"lambda:CreateEventSourceMapping",
"lambda:CreateFunction",
"lambda:DeleteEventSourceMapping",
"lambda:DeleteFunction",
"lambda:DeleteFunctionConcurrency",
"lambda:PutFunctionConcurrency",
"lambda:RemovePermission",
"lambda:UpdateEventSourceMapping",
"lambda:UpdateFunctionCode",
"lambda:UpdateFunctionConfiguration"
],
"Resource": [
"arn:aws:lambda:*:*:function:aws-controltower-*"
],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]
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}

Disallow Changes to Amazon SNS Set Up by AWS Control Tower
(AWS Control Tower によって設定された Amazon SNS の変更を
禁止する)
このガードレールにより、AWS Control Tower によって設定された Amazon SNS の変更が禁止されま
す。それにより、Landing Zone の Amazon SNS 通知設定の整合性が保護されます。これは、必須のガイ
ダンスによる予防的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレールはすべての OU で有効になっ
ています。
このガードレールのアーティファクトは、以下の SCP です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRSNSTOPICPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"sns:AddPermission",
"sns:CreateTopic",
"sns:DeleteTopic",
"sns:RemovePermission",
"sns:SetTopicAttributes"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:*:*:aws-controltower-*"
],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}
}
]

Disallow Changes to Amazon SNS Subscriptions Set Up by AWS
Control Tower (AWS Control Tower によって設定された Amazon
SNS サブスクリプションの変更を禁止する)
このガードレールにより、AWS Control Tower によって設定された Amazon SNS サブスクリプションの
変更が禁止されます。それにより、Landing Zone の Amazon SNS サブスクリプション設定の整合性が保
護されます。これは、必須のガイダンスによる予防的ガードレールです。デフォルトでは、このガード
レールはすべての OU で有効になっています。
このガードレールのアーティファクトは、以下の SCP です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRSNSSUBSCRIPTIONPOLICY",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"sns:Subscribe",
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}

]

}

"sns:Unsubscribe"
],
"Resource": [
"arn:aws:sns:*:*:aws-controltower-SecurityNotifications"
],
"Condition": {
"ArnNotLike": {
"aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
}
}

強く推奨されるガードレール
強く推奨されるガードレールは、適切に設計されたマルチアカウント環境のベストプラクティスに基づい
ています。これらのガードレールはデフォルトで無効になっており、無効のままでもかまいません。以下
に、AWS Control Tower で使用できる強く推奨されるガードレールそれぞれのリファレンスを示します。

Disallow Creation of Access Keys for the Root User (root ユー
ザーのアクセスキーの作成を禁止する)
root ユーザーのアクセスキーの作成を禁止することで、AWS アカウントを保護します。代わりに、AWS
アカウントの操作のためのアクセス許可を制限した IAM ユーザーのアクセスキーを作成することをお勧め
します。これは、強く推奨されるガイダンスによる予防的ガードレールです。デフォルトでは、このガー
ドレールは有効になっていません。
このガードレールのアーティファクトは、以下の SCP です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRRESTRICTROOTUSERACCESSKEYS",
"Effect": "Deny",
"Action": "iam:CreateAccessKey",
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:PrincipalArn": [
"arn:aws:iam::*:root"
]
}
}
}
]

root ユーザーとしてのアクションを禁止する
AWS アカウントを保護するには、root ユーザー認証情報 (アカウントのすべてのリソースへの無制限の
アクセスを許可するアカウント所有者の認証情報) を使用したアカウントアクセスを禁止します。代わり
に、AWS アカウントとの日常的なやり取り用に AWS IAM (Identity and Access Management) ユーザー
を作成することをお勧めします。これは、強く推奨されるガイダンスによる予防的ガードレールです。デ
フォルトでは、このガードレールは有効になっていません。
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このガードレールのアーティファクトは、以下の SCP です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRRESTRICTROOTUSER",
"Effect": "Deny",
"Action": "*",
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:PrincipalArn": [
"arn:aws:iam::*:root"
]
}
}
}
]

Enable Encryption for Amazon EBS Volumes Attached to
Amazon EC2 Instances (Amazon EC2 インスタンスにアタッチ
された Amazon EBS ボリュームの暗号化を有効にする)
このガードレールにより、Landing Zone の Amazon EC2 インスタンスにアタッチされた Amazon EBS
ボリュームに対して暗号化が有効になっているかどうかが検出されます。このガードレールにより、アカ
ウントのステータスは変更されません。これは、強く推奨されるガイダンスによる発見的ガードレールで
す。デフォルトでは、このガードレールは OU で有効になっていません。
このガードレールのアーティファクトは、以下の AWS Config ルールです。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check for encryption of all storage volumes
attached to compute
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForEncryptedVolumes:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether EBS volumes that are in an attached state are encrypted.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: ENCRYPTED_VOLUMES
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::EC2::Volume

Disallow Internet Connection Through RDP (RDP を介したイン
ターネット接続を禁止する)
このガードレールにより、Remote Desktop Protocol (RDP) などのサービスを介したインターネット接続
が Amazon EC2 インスタンスに対して有効になっているかどうかが検出されます。このガードレールによ
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り、アカウントのステータスは変更されません。これは、強く推奨されるガイダンスによる発見的ガード
レールです。デフォルトでは、このガードレールは有効になっていません。
このガードレールのアーティファクトは、以下の AWS Config ルールです。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether security groups that are in use
disallow unrestricted incoming TCP traffic to the specified ports.
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
blockedPort1:
Type: String
Default: '20'
Description: Blocked TCP port number.
blockedPort2:
Type: String
Default: '21'
Description: Blocked TCP port number.
blockedPort3:
Type: String
Default: '3389'
Description: Blocked TCP port number.
blockedPort4:
Type: String
Default: '3306'
Description: Blocked TCP port number.
blockedPort5:
Type: String
Default: '4333'
Description: Blocked TCP port number.
Conditions:
blockedPort1:
Fn::Not:
- Fn::Equals:
- ''
- Ref: blockedPort1
blockedPort2:
Fn::Not:
- Fn::Equals:
- ''
- Ref: blockedPort2
blockedPort3:
Fn::Not:
- Fn::Equals:
- ''
- Ref: blockedPort3
blockedPort4:
Fn::Not:
- Fn::Equals:
- ''
- Ref: blockedPort4
blockedPort5:
Fn::Not:
- Fn::Equals:
- ''
- Ref: blockedPort5
Resources:
CheckForRestrictedCommonPortsPolicy:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether security groups that are in use disallow unrestricted
incoming TCP traffic to the specified ports.
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InputParameters:
blockedPort1:
Fn::If:
- blockedPort1
- Ref: blockedPort1
- Ref: AWS::NoValue
blockedPort2:
Fn::If:
- blockedPort2
- Ref: blockedPort2
- Ref: AWS::NoValue
blockedPort3:
Fn::If:
- blockedPort3
- Ref: blockedPort3
- Ref: AWS::NoValue
blockedPort4:
Fn::If:
- blockedPort4
- Ref: blockedPort4
- Ref: AWS::NoValue
blockedPort5:
Fn::If:
- blockedPort5
- Ref: blockedPort5
- Ref: AWS::NoValue
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::EC2::SecurityGroup
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: RESTRICTED_INCOMING_TRAFFIC

Disallow Internet Connection Through SSH (SSH を介したイン
ターネット接続を禁止する)
このガードレールにより、Secure Shell (SSH) プロトコルなどのリモートサービスを介したインターネッ
ト接続が許可されているかどうかが検出されます。このガードレールにより、アカウントのステータスは
変更されません。これは、強く推奨されるガイダンスによる発見的ガードレールです。デフォルトでは、
このガードレールは有効になっていません。
このガードレールのアーティファクトは、以下の AWS Config ルールです。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether security groups that are in use
disallow SSH
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForRestrictedSshPolicy:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether security groups that are in use disallow unrestricted
incoming SSH traffic.
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::EC2::SecurityGroup
Source:
Owner: AWS
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SourceIdentifier: INCOMING_SSH_DISABLED

Enable MFA for the Root User (root ユーザーに対して MFA を有
効にする)
このガードレールにより、マスターアカウントの root ユーザーに対して多要素認証 (MFA) が有効になっ
ているかどうかが検出されます。MFA では、ユーザー名とパスワードに加えて認証コードが使用されるた
め、セキュリティ的に弱い認証から生じる脆弱性のリスクが軽減されます。このガードレールにより、ア
カウントのステータスは変更されません。これは、強く推奨されるガイダンスによる発見的ガードレール
です。デフォルトでは、このガードレールは有効になっていません。
このガードレールのアーティファクトは、以下の AWS Config ルールです。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to require MFA for root access to accounts
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
MaximumExecutionFrequency:
Type: String
Default: 24hours
Description: The frequency that you want AWS Config to run evaluations for the rule.
AllowedValues:
- 1hour
- 3hours
- 6hours
- 12hours
- 24hours
Mappings:
Settings:
FrequencyMap:
1hour
: One_Hour
3hours : Three_Hours
6hours : Six_Hours
12hours : Twelve_Hours
24hours : TwentyFour_Hours
Resources:
CheckForRootMfa:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether the root user of your AWS account requires multi-factor
authentication for console sign-in.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED
MaximumExecutionFrequency:
!FindInMap
- Settings
- FrequencyMap
- !Ref MaximumExecutionFrequency

Disallow Public Read Access to Amazon S3 Buckets (Amazon S3
バケットへのパブリック読み取りアクセスを禁止する)
このガードレールにより、Amazon S3 バケットへのパブリック読み取りアクセスが許可されているかどう
かが検出されます。このガードレールにより、アカウントのステータスは変更されません。これは、強く
推奨されるガイダンスによる発見的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレールは有効になっ
ていません。
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このガードレールのアーティファクトは、以下の AWS Config ルールです。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public
access
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForS3PublicRead:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks that your S3 buckets do not allow public read access. If an S3
bucket policy or bucket ACL allows public read access, the bucket is noncompliant.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::S3::Bucket

Disallow Public Write Access to Amazon S3 Buckets (Amazon S3
バケットへのパブリック書き込みアクセスを禁止する)
このガードレールにより、Amazon S3 バケットへのパブリック書き込みアクセスが許可されているかどう
かが検出されます。このガードレールにより、アカウントのステータスは変更されません。これは、強く
推奨されるガイダンスによる発見的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレールは有効になっ
ていません。
このガードレールのアーティファクトは、以下の AWS Config ルールです。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check that your S3 buckets do not allow public
access
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForS3PublicWrite:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks that your S3 buckets do not allow public write access. If an S3
bucket policy or bucket ACL allows public write access, the bucket is noncompliant.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::S3::Bucket
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Disallow Amazon EBS Volumes That Are Unattached to An
Amazon EC2 Instance (Amazon EC2 インスタンスにアタッチさ
れていない Amazon EBS ボリュームを禁止する)
Amazon EBS ボリュームが Amazon EC2 インスタンスから独立して存続するかどうかが検出されます。
このガードレールにより、アカウントのステータスは変更されません。これは、強く推奨されるガイダン
スによる発見的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレールは有効になっていません。
このガードレールのアーティファクトは、以下の AWS Config ルールです。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether EBS volumes are attached to EC2
instances
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
deleteOnTermination:
Type: 'String'
Default: 'None'
Description: 'Check for Delete on termination'
Conditions:
deleteOnTermination:
Fn::Not:
- Fn::Equals:
- 'None'
- Ref: deleteOnTermination
Resources:
CheckForEc2VolumesInUse:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether EBS volumes are attached to EC2 instances
InputParameters:
deleteOnTermination:
Fn::If:
- deleteOnTermination
- Ref: deleteOnTermination
- Ref: AWS::NoValue
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: EC2_VOLUME_INUSE_CHECK
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::EC2::Volume

Disallow Amazon EC2Instance Types That Are Not Amazon EBSOptimized (Amazon EBS 最適化以外のタイプの Amazon EC2 イ
ンスタンスを禁止する)
パフォーマンスが最適化された Amazon EBS ボリュームなしで Amazon EC2 インスタンスが起動される
かどうかが検出されます。Amazon EBS 最適化ボリュームにより、Amazon EBS I/O と、インスタンス
からの他のトラフィックとの間で、競合が最小限に抑えられます。このガードレールにより、アカウント
のステータスは変更されません。これは、強く推奨されるガイダンスによる発見的ガードレールです。デ
フォルトでは、このガードレールは有効になっていません。
このガードレールのアーティファクトは、以下の AWS Config ルールです。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
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Description: Configure AWS Config rules to check whether EBS optimization is enabled for
your EC2 instances that can be EBS-optimized
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForEbsOptimizedInstance:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether EBS optimization is enabled for your EC2 instances that
can be EBS-optimized
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: EBS_OPTIMIZED_INSTANCE
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::EC2::Instance

Disallow Public Access to Amazon RDS Database Instances
(Amazon RDS データベースインスタンスへのパブリックアクセ
スを禁止する)
Amazon RDS データベースインスタンスでパブリックアクセスが有効になっているかどうかが検出されま
す。このガードレールにより、アカウントのステータスは変更されません。これは、強く推奨されるガイ
ダンスによる発見的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレールは有効になっていません。
このガードレールのアーティファクトは、以下の AWS Config ルールです。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether Amazon RDS instances are not
publicly accessible.
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForRdsPublicAccess:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether the Amazon Relational Database Service (RDS) instances
are not publicly accessible. The rule is non-compliant if the publiclyAccessible field is
true in the instance configuration item.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::RDS::DBInstance

Disallow Public Access to Amazon RDS Database Snapshots
(Amazon RDS データベーススナップショットへのパブリックア
クセスを禁止する)
Amazon RDS データベーススナップショットへのパブリックアクセスが有効になっているかどうかが検出
されます。このガードレールにより、アカウントのステータスは変更されません。これは、強く推奨され
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るガイダンスによる発見的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレールは有効になっていませ
ん。
このガードレールのアーティファクトは、以下の AWS Config ルールです。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Checks if Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) snapshots are
public.
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForRdsStorageEncryption:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks if Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) snapshots are
public. The rule is non-compliant if any existing and new Amazon RDS snapshots are public.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::RDS::DBSnapshot

Disallow Amazon RDS Database Instances That Are Not Storage
Encrypted (ストレージが暗号化されていない Amazon RDS デー
タベースインスタンスを禁止する)
Amazon RDS データベースインスタンスが、自動バックアップ、リードレプリカ、スナップショットと
共に、保管時に暗号化されていないかどうかが検出されます。このガードレールにより、アカウントのス
テータスは変更されません。これは、強く推奨されるガイダンスによる発見的ガードレールです。デフォ
ルトでは、このガードレールは有効になっていません。
このガードレールのアーティファクトは、以下の AWS Config ルールです。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether storage encryption is enabled for
your RDS DB instances
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForRdsStorageEncryption:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether storage encryption is enabled for your RDS DB instances.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: RDS_STORAGE_ENCRYPTED
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::RDS::DBInstance
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選択的ガードレール
選択的ガードレールを使用すると、AWS エンタープライズ環境で一般的に制限されているアクションが実
行されようとした場合、その試みをロックダウンまたは追跡できます。これらのガードレールはデフォル
トで無効になっており、無効のままでもかまいません。以下に、AWS Control Tower で使用できる各選択
的ガードレールのリファレンスを示します。

Disallow Cross-Region Replication for Amazon S3 Bucket
(Amazon S3 バケットのクロスリージョンレプリケーションを禁
止する)
バケット間でオブジェクトを他の AWS リージョンに自動的に非同期コピーすることを無効にすること
で、Amazon S3 データの場所を 1 つの AWS リージョンに制限します。これは、選択的ガイダンスによる
予防的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレールは有効になっていません。
このガードレールのアーティファクトは、以下の SCP です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRRESTRICTS3CROSSREGIONREPLICATION",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:PutReplicationConfiguration"
],
"Resource": [
"*"
]
}
]

Disallow Delete Actions on Amazon S3 Buckets Without MFA
(MFA なしの Amazon S3 バケットの削除アクションを禁止する)
削除アクションに MFA を必須とすることで、Amazon S3 バケットを保護します。MFA では、ユーザー名
とパスワードのほかに追加の認証コードが使用されます。これは、選択的ガイダンスによる予防的ガード
レールです。デフォルトでは、このガードレールは有効になっていません。
このガードレールのアーティファクトは、以下の SCP です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "GRRESTRICTS3DELETEWITHOUTMFA",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"s3:DeleteObject",
"s3:DeleteBucket"
],
"Resource": [
"*"
],
"Condition": {

40

AWS Control Tower ユーザーガイド
選択的ガードレール

}

]

}

}

"BoolIfExists": {
"aws:MultiFactorAuthPresent": [
"false"
]
}

Disallow Access to IAM Users Without MFA (MFA なしの IAM
ユーザーへのアクセスを禁止する)
アカウントのすべての IAM ユーザーに MFA を必須とすることで、アカウントを保護します。MFA では、
ユーザー名とパスワードのほかに追加の認証コードが使用されます。このガードレールにより、MFA が有
効になっているかどうかが検出されます。このガードレールにより、アカウントのステータスは変更され
ません。これは、選択的ガイダンスによる発見的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレール
は有効になっていません。
このガードレールのアーティファクトは、以下の AWS Config ルールです。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether the IAM users have MFA enabled
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
MaximumExecutionFrequency:
Type: String
Default: 1hour
Description: The frequency that you want AWS Config to run evaluations for the rule.
AllowedValues:
- 1hour
- 3hours
- 6hours
- 12hours
- 24hours
Mappings:
Settings:
FrequencyMap:
1hour
: One_Hour
3hours : Three_Hours
6hours : Six_Hours
12hours : Twelve_Hours
24hours : TwentyFour_Hours
Resources:
CheckForIAMUserMFA:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether the AWS Identity and Access Management users have multifactor authentication (MFA) enabled. The rule is COMPLIANT if MFA is enabled.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: IAM_USER_MFA_ENABLED
MaximumExecutionFrequency:
!FindInMap
- Settings
- FrequencyMap
- !Ref MaximumExecutionFrequency
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Disallow Console Access to IAM Users Without MFA (MFA なし
の IAM ユーザーへのコンソールアクセスを禁止する)
コンソールのすべての IAM ユーザーに MFA を必須とすることで、アカウントを保護します。MFA では、
ユーザー名とパスワードのほかに追加の認証コードが使用されます。このガードレールにより、MFA が有
効になっているかどうかが検出されます。このガードレールにより、アカウントのステータスは変更され
ません。これは、選択的ガイダンスによる発見的ガードレールです。デフォルトでは、このガードレール
は有効になっていません。
このガードレールのアーティファクトは、以下の AWS Config ルールです。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether MFA is enabled for all AWS IAM
users that use a console password.
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
MaximumExecutionFrequency:
Type: String
Default: 1hour
Description: The frequency that you want AWS Config to run evaluations for the rule.
AllowedValues:
- 1hour
- 3hours
- 6hours
- 12hours
- 24hours
Mappings:
Settings:
FrequencyMap:
1hour
: One_Hour
3hours : Three_Hours
6hours : Six_Hours
12hours : Twelve_Hours
24hours : TwentyFour_Hours
Resources:
CheckForIAMUserConsoleMFA:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether AWS Multi-Factor Authentication (MFA) is enabled for all
AWS Identity and Access Management (IAM) users that use a console password. The rule is
COMPLIANT if MFA is enabled.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS
MaximumExecutionFrequency:
!FindInMap
- Settings
- FrequencyMap
- !Ref MaximumExecutionFrequency

Disallow Amazon S3 Buckets That Are Not Versioning Enabled
(バージョニングが有効になっていない Amazon S3 バケットを禁
止する)
Amazon S3 バケットでバージョニングに有効になっていないかどうかが検出されます。バージョニングに
より、誤って削除または上書きしたオブジェクトを復旧できます。このガードレールにより、アカウント
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のステータスは変更されません。これは、選択的ガイダンスによる発見的ガードレールです。デフォルト
では、このガードレールは有効になっていません。
このガードレールのアーティファクトは、以下の AWS Config ルールです。
AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config rules to check whether versioning is enabled for your S3
buckets.
Parameters:
ConfigRuleName:
Type: 'String'
Description: 'Name for the Config rule'
Resources:
CheckForS3VersioningEnabled:
Type: AWS::Config::ConfigRule
Properties:
ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName}
Description: Checks whether versioning is enabled for your S3 buckets.
Source:
Owner: AWS
SourceIdentifier: S3_BUCKET_VERSIONING_ENABLED
Scope:
ComplianceResourceTypes:
- AWS::S3::Bucket
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統合サービス
AWS Control Tower は、他の AWS サービスの上に構築された、優れたアーキテクチャのサービスです。
この章では、以下のサービスとそれが AWS Control Tower でどのように機能するかを含め、これらのサー
ビスの概要を説明します。
トピック
• AWS CloudFormation による環境のスクリプト化 (p. 44)
• CloudTrail によるイベントのモニタリング (p. 44)
• CloudWatch によるリソースとサービスのモニタリング (p. 44)
• AWS Config によるリソース設定の管理 (p. 45)
• IAM によるエンティティのアクセス許可の管理 (p. 45)
• Lambda によるサーバーレスコンピューティング関数の実行 (p. 45)
• AWS Organizations によるアカウントの管理 (p. 45)
• Amazon S3 によるオブジェクトの保存 (p. 46)
• AWS Service Catalog によるアカウントのプロビジョニング (p. 46)
• AWS シングルサインオン によるユーザーとアカウントの管理 (p. 46)
• Amazon Simple Notification Service によるアラートの追跡 (p. 50)
• AWS Step Functions による分散アプリケーションの構築 (p. 50)

AWS CloudFormation による環境のスクリプト化
AWS CloudFormation は、計画に従い、再現性の高い方法で、AWS インフラストラクチャデプロイを作
成し、プロビジョニングします。これにより、基盤となる AWS インフラストラクチャの作成や設定を行
うことなく、AWS 製品を活用して、信頼性が高く、非常にスケーラブルで、コスト効率に優れたアプリ
ケーションをクラウドで構築できます。AWS CloudFormation では、テンプレートファイルを使用して、
リソースの集合を 1 つの単位 (スタック) として作成および削除することができます。詳細については、
「AWS CloudFormation ユーザーガイド」を参照してください。
AWS Control Tower では、アカウントでガードレールを適用する AWS CloudFormation StackSets が使用
されます。

CloudTrail によるイベントのモニタリング
AWS CloudTrail を使用すると、アカウントの AWS API コールの履歴を取得して、クラウド内の AWS デ
プロイをモニタリングできます。CloudTrail に対応するサービスの AWS API を呼び出したユーザーやアカ
ウント、呼び出し元であるソース IP アドレス、呼び出しが発生した時間を特定できます。API を使用して
CloudTrail をアプリケーションに統合したり、組織用の証跡作成を自動化したり、証跡の状態を確認した
り、CloudTrail のログ記録のオン/オフを管理者が切り替える方法を制御したりすることもできます。詳細
については、「AWS CloudTrail User Guide」を参照してください。

CloudWatch によるリソースとサービスのモニタリ
ング
Amazon CloudWatch は、数分で使用を開始できる、信頼性、拡張性、および柔軟性あるモニタリングソ
リューションを提供します。お客様はもはや、独自のモニタリングシステムやインフラストラクチャを
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セットアップ、管理、拡張する必要はありません。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。

AWS Config によるリソース設定の管理
AWS Config では、設定内容、相互の関連、時間の経過と共に設定と関係がどのように変化するかな
ど、&AWS; アカウントに関連付けられたリソースの詳細が提供されます。詳細については、「AWS
Config Developer Guide」を参照してください。
AWS Control Tower では、いくつかのガードレールで AWS Config ルール を使用します。詳細について
は、「AWS Control Tower のガードレール (p. 18)」を参照してください。

IAM によるエンティティのアクセス許可の管理
AWS Identity and Access Management IAM は、AWS のサービスへのアクセスをセキュアに制御するため
のウェブサービスです。IAM を使用すると、ユーザー、セキュリティ認証情報 (アクセスキーなど)、およ
びユーザーとアプリケーションがアクセスできる AWS リソースを制御するアクセス許可を集中管理でき
ます。
Landing Zone の設定時に、多数のグループが AWS SSO に作成されます。これらのグループには、IAM
から事前定義されたアクセス権限ポリシーであるアクセス権限セットがあります。また、エンドユーザー
も IAM を使用して、IAM ユーザーおよびメンバーアカウント内のその他のエンティティにアクセス権限の
範囲を定義できます。

Lambda によるサーバーレスコンピューティング関
数の実行
AWS Lambda を使用すると、サーバーをプロビジョニングまたは管理しなくてもコードを実行できます。
実質的にどのようなタイプのアプリケーションやバックエンドサービスでも、管理なしでコードを実行で
きます。コードをアップロードするだけで、コードの実行とスケールに必要な処理はすべて Lambda によ
り自動的に実行され、高い可用性が維持されます。コードは、他の AWS サービスから自動的にトリガー
するよう設定することも、ウェブやモバイルアプリケーションから直接呼び出すよう設定することもでき
ます。

AWS Organizations によるアカウントの管理
AWS Organizations は、お客様が作成して一元管理する組織に複数の AWS アカウントを統合できるよう
にするアカウント管理サービスです。組織 では、メンバーアカウントを作成して、既存アカウントを組織
に招待できます。複数のアカウントをグループに分けることや、ポリシーに基づいて管理することが可能
です。詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」を参照してください。
AWS Control Tower では、組織 により請求の一元管理や、アクセス、コンプライアンス、セキュリティの
制御、メンバー AWS アカウント間でのリソースの共有ができます。アカウントは、組織単位 (OU) と呼ば
れる論理グループに分類されます。組織 の詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」を参
照してください。
AWS Control Tower では、以下の OU が使用されます。
• ルート – すべてのアカウントおよび Landing Zone にあるその他のすべての OU の親コンテナです。
• コア – この OU には、ログアーカイブアカウント、監査アカウント、および所有されているリソースが
含まれます。
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• カスタム OU – この OU は、Landing Zone の設定時に作成され ます。カスタム OU と Landing Zone に
あるその他の子 OU には、メンバーアカウントが含まれています。エンドユーザーは、AWS リソースで
処理を実行するためにこれらのアカウントにアクセスします。

Note
[組織単位] ページの AWS Control Tower コンソールにより Landing Zone にさらに OU を追加で
きます。

考慮事項
AWS Control Tower から作成された OU には、適用されるガードレールを設定できます。AWS Control
Tower 外部で作成された OU には設定できず、AWS Control Tower に表示されません。

Amazon S3 によるオブジェクトの保存
Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）はインターネット用のストレージです。Amazon S3 を
使用すると、データの大きさにかかわらず、ウェブ上のどんな場所からでもいつでも保存、取得するこ
とができます。AWS マネジメントコンソール のシンプルかつ直感的なウェブインターフェイスを使用し
て、これらのタスクを実行することができます。詳細については、「Amazon Simple Storage Service コ
ンソールユーザーガイド」を参照してください。
Landing Zone の設定時に、Landing Zone 内にあるすべてのアカウントのすべてのログを含めるための
Amazon S3 バケットがログアーカイブアカウントに作成されます。

AWS Service Catalog によるアカウントのプロビ
ジョニング
AWS Service Catalog では、IT 管理者が承認された製品のポートフォリオを作成および管理し、そのポー
トフォリオをエンドユーザーに配布できます。エンドユーザーは、パーソナライズされたポータルから必
要な製品にアクセスできます。一般的な製品には、AWS リソースを使用してデプロイされるサーバー、
データベース、ウェブサイト、アプリケーションなどがあります。特定の製品にアクセスできるユーザー
を制御して、組織のビジネス標準へのコンプライアンスを実現したり、製品のライフサイクルを管理し
たり、ユーザーが確信を持って製品を見つけ、起動できるようにすることができます。詳細については、
「AWS Service Catalog Administrator Guide」を参照してください。
AWS Control Tower では、AWS Service Catalog の製品である、Account Factory を使用して中央のクラ
ウド管理者とエンドユーザーが Landing Zone でアカウントをプロビジョニングできます。詳細について
は、「Account Factory (p. 51)」を参照してください。

AWS シングルサインオン によるユーザーとアカウ
ントの管理
AWS シングルサインオン は、AWS アカウントおよびビジネスアプリケーションへの SSO アクセスの
管理をシンプルにするクラウドベースのサービスです。AWS Organizations では、すべての AWS アカウ
ントの SSO アクセスとユーザーアクセス権限を管理できます。また、一般的なビジネスアプリケーショ
ンや、Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 をサポートするカスタムアプリケーションに対す
るアクセスを管理することもできます。さらに、AWS SSO には、エンドユーザーが自分に割り当てられ
ている AWS アカウント、ビジネスアプリケーション、カスタムアプリケーションを一元的に検索できる
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ユーザーポータルが含まれます。詳細については、「AWS シングルサインオン ユーザーガイド」を参照
してください。
AWS Control Tower では、AWS シングルサインオン により中央のクラウド管理者とエンドユーザーの
両方が、複数の AWS アカウントやビジネスアプリケーションへの SSO アクセスを管理できます。AWS
Control Tower では、このサービスを AWS Service Catalog で作成されるアカウントへのユーザーアクセ
スの作成と管理に使用します。

Note
初めて AWS Control Tower を設定するとき、ルートユーザーと正しいアクセス許可を持
つ IAM ユーザーのみ、AWS SSO ユーザーを追加できます。ただし、エンドユーザーが
AWSAccountFactory グループに追加されると、Account Factory ウィザードから新しい SSO ユー
ザーを作成できます。詳細については、「Account Factory (p. 51)」を参照してください。
Landing Zone は、ユーザー ID とシングルサインオンを管理して、ユーザーにアカウント間でフェデレー
ティッドアクセスを提供するために、ディレクトリで設定されます。Landing Zone を設定すると、デフォ
ルトのディレクトリが設定されています。このディレクトリは、あらかじめ設定されたユーザーグループ
とアクセス権限セットで設定されています。
このグループは、共有アカウント内で特殊化されたロールを簡単に管理できるように設計されています。
メンバーアカウントでエンドユーザーに新しいグループを作成することができます。使用できるアクセス
権限セットは、読み取り専用アクセス権限、AWS Control Tower 管理者アクセス、AWS Service Catalog
アクセスなど、異なるユーザー権限の幅広いユースケースをカバーします。エンドユーザーは、これらの
アクセス権限セットを使用して、Landing Zone で独自の AWS アカウントを迅速にプロビジョニングでき
ます。
AWS Control Tower のコンテキストでのこのサービスの詳しい使用方法については、AWS シングルサイ
ンオン ユーザーガイド で次のトピックを参照してください。
• ユーザーを追加するには、「ユーザーを追加する」を参照してください。
• グループにユーザーを追加するには、「グループにユーザーを追加する」を参照してください。
• ユーザーのプロパティを編集するには、「ユーザーのプロパティの編集」を参照してください。
• グループを追加するには、「グループの追加」を参照してください。

Warning
AWS Control Tower を使用する場合、AWS SSO は 米国東部（バージニア北部） ディレクトリに
あります。Landing Zone を別のリージョンに設定してから、AWS SSO コンソールに移動する場
合、リージョンを 米国東部（バージニア北部） に変更する必要があります。米国東部（バージニ
ア北部） で AWS SSO 設定を削除しないでください。

AWS Control Tower 用の AWS SSO グループ
AWS Control Tower では、アカウントで特定のタスクを実行するユーザーを整理するために事前設定され
たグループが利用できます。ユーザーを追加して、AWS SSO で直接これらのグループに割り当てられま
す。これにより、アカウント内でアクセス権限セットをグループにいるユーザーに一致させます。Landing
Zone の設定時に作成されるグループは次のとおりです。

AWSAccountFactory
アカウント

アクセス権限セット

マスターアカウント

AWSServiceCatalogEndUserAccessこのグループは、Account
Factory を使用して新しいアカウ
ントをプロビジョニングするた
めにこのアカウントでのみ使用
されます。
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AWSServiceCatalogAdmins
アカウント

アクセス権限セット

説明

マスターアカウント

AWSServiceCatalogAdminFullAccess
このグループは、Account
Factory で管理者権限を変
更するためにこのアカウン
トでのみ使用され ます。
このグループのユーザー
は、AWSAccountFactory グルー
プにも含まれていない限り新し
いアカウントをプロビジョニン
グできません。

AWSControlTowerAdmins
アカウント

アクセス権限セット

説明

マスターアカウント

AWSAdministratorAccess

AWS Control Tower コンソール
にアクセスできるのは、このア
カウントのこのグループのユー
ザーのみです。

ログアーカイブアカウント

AWSAdministratorAccess

ユーザーは、このアカウントで
管理者アクセスが与えられま
す。

監査アカウント

AWSAdministratorAccess

ユーザーは、このアカウントで
管理者アクセスが与えられま
す。

メンバーアカウント

AWSOrganizationsFullAccess

ユーザーはこのアカウントで 組
織 へのフルアクセスが与えられ
ます。

アカウント

アクセス権限セット

説明

マスターアカウント

AWSPowerUserAccess

ユーザーは、アプリケーション
開発タスクを実行し、AWS 対
応アプリケーションの開発をサ
ポートするリソースとサービス
を作成および設定することがで
きます。

ログアーカイブアカウント

AWSPowerUserAccess

ユーザーは、アプリケーション
開発タスクを実行し、AWS 対
応アプリケーションの開発をサ
ポートするリソースとサービス
を作成および設定することがで
きます。

監査アカウント

AWSPowerUserAccess

ユーザーは、アプリケーション
開発タスクを実行し、AWS 対
応アプリケーションの開発をサ
ポートするリソースとサービス

AWSSecurityAuditPowerUsers
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アカウント

アクセス権限セット

説明
を作成および設定することがで
きます。

メンバーアカウント

AWSPowerUserAccess

ユーザーは、アプリケーション
開発タスクを実行し、AWS 対
応アプリケーションの開発をサ
ポートするリソースとサービス
を作成および設定することがで
きます。

アカウント

アクセス権限セット

説明

マスターアカウント

AWSReadOnlyAccess

ユーザーには、このアカウント
のすべての AWS のサービスとリ
ソースに読み取り専用アクセス
があります。

ログアーカイブアカウント

AWSReadOnlyAccess

ユーザーには、このアカウント
のすべての AWS のサービスとリ
ソースに読み取り専用アクセス
があります。

監査アカウント

AWSReadOnlyAccess

ユーザーには、このアカウント
のすべての AWS のサービスとリ
ソースに読み取り専用アクセス
があります。

メンバーアカウント

AWSReadOnlyAccess

ユーザーには、このアカウント
のすべての AWS のサービスとリ
ソースに読み取り専用アクセス
があります。

アカウント

アクセス権限セット

説明

ログアーカイブアカウント

AWSAdministratorAccess

ユーザーは、このアカウントで
管理者アクセスが与えられま
す。

アカウント

アクセス権限セット

説明

ログアーカイブアカウント

AWSReadOnlyAccess

ユーザーには、このアカウント
のすべての AWS のサービスとリ
ソースに読み取り専用アクセス
があります。

AWSSecurityAuditors

AWSLogArchiveAdmins

AWSLogArchiveViewers
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AWSAuditAccountAdmins
アカウント

アクセス権限セット

説明

監査アカウント

AWSAdministratorAccess

ユーザーは、このアカウントで
管理者アクセスが与えられま
す。

Amazon Simple Notification Service によるアラート
の追跡
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) は、アプリケーション、エンドユーザー、および
デバイスでクラウドからすぐに通知を送受信できるようにするウェブサービスです。詳細については、
「Amazon Simple Notification Service 開発者ガイド」を参照してください。
AWS Control Tower では、Amazon SNS を使用して、マスターアカウントにプログラムによるアラート
を送信して、アカウントの E メールアドレスを監査します。これらのアラートは、Landing Zone 内で
のドリフトの防止に役立ちます。詳細については、「AWS Control Tower でのドリフトの検出および解
決 (p. 57)」を参照してください。

AWS Step Functions による分散アプリケーション
の構築
AWS Step Functions により、分散アプリケーションのコンポーネントをビジュアルワークフローの一連の
ステップとして簡単に編成できます。ステートマシンをすばやく構築および実行し、アプリケーションの
ステップを信頼性が高くスケーラブルな方法で実行できます。詳細については、「AWS Step Functions 開
発者ガイド」を参照してください。
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Account Factory
この章では、AWS Service Catalog コンソールをベースにした、Landing Zone で使用する新しいアカウン
トをプロビジョニングするために使用する製品である、Account Factory の概要と手順を説明します。

AWS Service Catalog を介したアカウントの設定と
プロビジョニング
Account Factory を使用すると、中央のクラウド管理者と AWS シングルサインオン エンドユーザー
が Landing Zone でアカウントをプロビジョニングできます。デフォルトでは、アカウントをプロビ
ジョニングする AWS SSO ユーザーは AWSAccountFactory グループに属している必要があります。
ただし、プログラムを使用してアカウントをプロビジョニングする場合、この作業を実行する ID には
AWSServiceCatalogEndUserFullAccess に加え、次の IAM アクセス許可ポリシーが必要です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AWSControlTowerAccountFactoryAccess",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"sso:GetProfile",
"sso:CreateProfile",
"sso:UpdateProfile",
"sso:AssociateProfile",
"sso:CreateApplicationInstance",
"sso:GetSSOStatus",
"sso:GetTrust",
"sso:CreateTrust",
"sso:UpdateTrust",
"sso:GetPeregrineStatus",
"sso:GetApplicationInstance",
"sso:ListDirectoryAssociations",
"sso:ListPermissionSets",
"sso:GetPermissionSet",
"sso:ProvisionApplicationInstanceForAWSAccount",
"sso:ProvisionApplicationProfileForAWSAccountInstance",
"sso:ProvisionSAMLProvider",
"sso:ListProfileAssociations",
"sso-directory:ListMembersInGroup",
"sso-directory:AddMemberToGroup",
"sso-directory:SearchGroups",
"sso-directory:SearchGroupsWithGroupName",
"sso-directory:SearchUsers",
"sso-directory:CreateUser",
"sso-directory:DescribeGroups",
"sso-directory:DescribeDirectory",
"sso-directory:GetUserPoolInfo",
"controltower:CreateManagedAccount",
"controltower:DescribeManagedAccount",
"controltower:DeregisterManagedAccount",
"s3:GetObject"
],
"Resource": "*"
}
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}

]

AWS SSO と AWS Control Tower の使用の詳細については、「AWS シングルサインオン によるユーザー
とアカウントの管理 (p. 46)」を参照してください。次の手順では、AWS SSO エンドユーザーとしてアカ
ウントをプロビジョニングする方法について説明します。

Account Factory でエンドユーザーとしてアカウントをプロビジョニングするには
1.

ユーザーポータル URL にサインインします。

2.

[Your applications] から、[AWS Account] を選択します。

3.

アカウントのリストで、マスターアカウントのアカウント ID を選択します。これには [(Master)] のラ
ベルもあります。

4.

[AWSServiceCatalogEndUserAccess] から [Management console] を選択します。これにより、この
アカウントのこのユーザーの AWS マネジメントコンソール が開きます。

5.

[Service Catalog] を検索して選択し、AWS Service Catalog コンソールを開きます。

6.

ナビゲーションペインで、[Products list] を選択します。

7.

[AWS Control Tower Account Factory] からドロップダウンメニューを選択して、[Launch product] を
選択します。これにより、新しいアカウントをプロビジョニングするウィザードが開始します。

8.

情報を入力し、以下の点に注意してください。
• [SSOUserEmail] は新しい E メールアドレスか既存の AWS SSO ユーザーに関連付けられた E メー
ルアドレスのいずれかです。どちらを選択しても、このユーザーにはプロビジョニングするアカウ
ントへの管理者アクセスが許可されます。
• [AccountEmail] は、AWS アカウントにまだ関連付けられていない E メールアドレスであることが
必要です。[SSOUserEmail] で新しい E メールアドレスを使用する場合は、ここでもそのアドレス
を使用できます。

9.

完了したら、ウィザードの [Review (確認)] ページが表示されるまで [NEXT (次へ)] を選択します。
[TagOptions] を定義しないでください。また、[Notifications] を有効にしないでください。これらの操
作を行うと、アカウントのプロビジョニングに失敗する可能性があります。

10. アカウント設定を確認し、[LAUNCH] を選択します。リソースプランを作成しないでください。この
操作を行うと、アカウントのプロビジョニングに失敗します。
11. これで、アカウントのプロビジョニングが開始されました。この処理には数分かかることがありま
す。ページをリフレッシュして表示されたステータス情報を更新できます。
プロビジョニングしたアカウントは閉鎖することも、管理対象外のアカウントに変更することもできま
す。または、アカウントの E メールアドレスとユーザーパラメータを更新することで、他のワークロー
ドや他のユーザーにアカウントを転用できます。更新手順に従って、アカウントの組織単位を変更できま
す。アカウントの管理解除について詳細は、「メンバーアカウントの管理解除 (p. 54)」を参照してくだ
さい。

Account Factory アカウントの更新
次の手順では、Account Factory アカウントを更新または移行する方法について説明します。

Important
アカウントの OU を移行するには、他のすべての更新を行う場合と同様に、この手順を使用しま
す。

Account Factory アカウントを更新するには
1.

AWS マネジメントコンソールにサインインし、AWS シングルサインオン コンソール (https://
console.aws.amazon.com/singlesignon/) を開きます。
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Note
AWS Service Catalog で新しい製品をプロビジョニングするアクセス許可を持つユー
ザーとしてサインインする必要があります。たとえば、AWSAccountFactory グループか
AWSServiceCatalogAdmins グループにいる AWS SSO ユーザーです。
2.

[Provision new account (新しいアカウントをプロビジョニングする)] を選択して AWS Service
Catalog コンソールと Account Factory 製品を開きます。

3.

ナビゲーションペインで、[Provisioned products list (プロビジョニング済み製品リスト)] を選択しま
す。
一覧表示されているアカウントごとに以下の手順を実行して、すべてのメンバーアカウントを更新し
ます。

4.

a.
b.

アカウントのドロップダウンメニューから [プロビジョニングされた製品の詳細] を選択します。
以下のパラメータを書き留めます。
• SSOUserEmail
• AccountEmail
• SSOUserFirstName
• SSOUSerLastName
• AccountName

c.
d.

[アクション] で、[更新] を選択します。
更新する製品の [バージョン] の隣にあるボタンを選択して、[次へ] を選択します。

e.

前に説明したパラメータ値を入力します。[ManagedOrganizationlUnit] で、既存のアカウントの
OU を選択するか、新しい OU に移行するには、該当するアカウントで新しい OU を選択しま
す。中央のクラウド管理者は、AWS Control Tower コンソールの [Accounts] でこの情報を見つけ
ることができます。
[次へ] を選択します。

f.
g.

変更内容を確認し、[更新] を選択します。このプロセスには、アカウントごとに数分かかること
があります。

Amazon Virtual Private Cloud 設定で Account Factory
を設定する
Account Factory により、組織内のアカウントに対して、承認済みのベースラインと構成オプションを作成
できます。AWS Service Catalog を通じて新しいアカウントを設定し、プロビジョニングできます。
Account Factory ページで、エンドユーザーが新しいアカウントをプロビジョニングするときに使用でき
る Amazon VPC 設定オプションを表示できます。組織単位 (OU) のリストとその許可リストのステータ
スが表示されます。デフォルトでは、すべての OU が許可リストに表示されます。つまり、アカウントは
OU の下でプロビジョニングできます。AWS Service Catalog を介して、アカウントの特定の OU のプロ
ビジョニングを無効にできます。

Account Factory で Amazon VPC 設定を構成するには
1.
2.
3.

中央のクラウド管理者として、マスターアカウントの管理者権限で AWS Control Tower コンソールに
サインインします。
ダッシュボードの左側から [Account Factory] を選択し、 Account Factory ネットワーク設定ページに
移動します。そこに、デフォルトのネットワーク設定が表示されます。編集するには、[Edit (編集)] を
選択し、編集可能なバージョンの Account Factory ネットワーク設定を表示します。
必要に応じて、デフォルト設定の各フィールドを変更できます。エンドユーザーが作成できるすべ
ての新しい Account Factory アカウントに指定する VPC 設定オプションを選択し、これらの設定を
フィールドに入力します。

53

AWS Control Tower ユーザーガイド
メンバーアカウントの管理解除

• Amazon VPC でのパブリックサブネットの作成を無効にする場合は [disabled] を、有効にする場合は
[enabled] を選択します。デフォルトでは、インターネットにアクセス可能なサブネットは許可されませ
ん。
• リストから、Amazon VPC のプライベートサブネットの最大数を選択します。デフォルトでは、[1] が
選択されています。許可されるプライベートサブネットの最大数は 2 です。
• アカウントの VPC を作成するための IP アドレスの範囲を入力します。この値は、クラスレスドメイン
間ルーティング (CIDR) ブロックの形式 (例: デフォルトは 172.31.0.0/16) であることが必要です。
この CIDR ブロックは、アカウント用に Account Factory が作成する VPC の全範囲のサブネット IP ア
ドレスを提供します。VPC 内では、サブネットは指定した範囲から自動的に割り当てられ、各サブネッ
トは同じサイズになります。デフォルトでは、VPC 内のサブネットは重複しません。ただし、プロビ
ジョニングされたすべてのアカウントの VPC 間ではサブネット IP アドレス範囲が重複する場合があり
ます。
• アカウントのプロビジョニング時に VPC を作成する 1 つのリージョンまたはすべてのリージョンを選
択します。デフォルトでは、すべての使用可能なリージョンが選択されます。
• リストから、各 VPC にサブネットを設定するアベイラビリティーゾーンの数を選択します。デフォルト
値および推奨値は 3 です。
• [Save] を選択します。

メンバーアカウントの管理解除
Landing Zone で今後 AWS Control Tower による管理を希望しないアカウントを Account Factory に
作成した場合、アカウントの管理を解除できます。これは、AWSAccountFactory グループまたは
AWSServiceCatalogAdmins グループにいる AWS SSO ユーザーにより、AWS Service Catalog コンソー
ルで実行できます。AWS SSO ユーザーまたはグループの詳細については、「AWS シングルサインオン
によるユーザーとアカウントの管理 (p. 46)」を参照してください。メンバーアカウントの管理を解除する
手順を以下に説明します。

メンバーアカウントの管理を停止するには
1.

ウェブブラウザで AWS Service Catalog コンソール (https://console.aws.amazon.com/servicecatalog)
を開きます。

2.

左のナビゲーションペインから [Provisioned products list (プロビジョニング済み製品リスト)] を選択
します。

3.

プロビジョニングされるアカウントのリストから、今後 AWS Control Tower による管理を希望しない
アカウントの名前を選択します。

4.

[プロビジョニングされた製品の詳細] ページの [アクション] メニューから、[終了] を選択します。

5.

表示されるダイアログボックスで [TERMINATE] を選択します。

Important
terminate (終了) という単語は AWS Service Catalog に固有のものです。AWS Service
Catalog で Account Factory アカウントを終了しても、アカウントは解約されません。このア
クションにより、アカウントの OU および Landing Zone からアカウントが削除されます。
6.

[Deregistering Managed Account] メッセージが表示されます。

7.

表示されたアカウントのステータスを更新するには、ページをリフレッシュします。アカウントが管
理対象外になると、ステータスが [terminated] に変わります。

8.

終了したアカウントが不要になった場合は、閉鎖します。AWS アカウントの閉鎖の詳細について
は、AWS Billing and Cost Management 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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Note
管理対象外の (終了した) アカウントは閉鎖または削除されません。アカウントが管理対象外に
なっても、Account Factory でアカウントを作成する際に選択した AWS SSO ユーザーは引き続
きこのアカウントに対する管理者権限を保持します。このユーザーに管理者権限を持たせないよ
うにするには、Account Factory でアカウントを更新し、このアカウントのAWS SSO ユーザー
E メールアドレスを変更して、AWS SSO のこの設定を変更する必要があります。詳細について
は、「Account Factory アカウントの更新 (p. 52)」を参照してください。

Account Factory で作成したアカウントの解約
Account Factory で作成されたアカウントは AWS アカウントです。AWS アカウントの解約について詳細
は、『AWS Billing and Cost Management 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。

Account Factory の考慮事項
Account Factory を介して AWS Control Tower で作成されたアカウントは、親 OU のガードレールを継承
します。AWS Control Tower の外部で作成されたアカウントはこれらのガードレールを継承しません。こ
れらのアカウントは AWS Control Tower に表示されることもありません。
アカウントが Account Factory でプロビジョニングされる場合、以下の AWS リソースがアカウント内で作
成されます。
AWS サービス

リソースタイプ

リソース名

AWS CloudFormation

スタック

StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDTRAIL-*
StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDWATCH-*
StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CONFIG-*
StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-ROLES-*
StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-SERVICE-ROLES-*

AWS CloudTrail

証跡

aws-controltowerBaselineCloudTrail

Amazon CloudWatch

CloudWatch イベントルール

aws-controltowerConfigComplianceChangeEventRule

Amazon CloudWatch

CloudWatch Logs

aws-controltower/CloudTrailLogs
/aws/lambda/aws-controltowerNotificationForwarder

AWS Identity and Access
Management

ロール

aws-controltowerAdministratorExecutionRole
aws-controltowerCloudWatchLogsRole
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AWS サービス

リソースタイプ

リソース名
aws-controltowerConfigRecorderRole
aws-controltowerForwardSnsNotificationRole
aws-controltowerReadOnlyExecutionRole
AWSControlTowerExecution

AWS Identity and Access
Management

ポリシー

AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification
Service

トピック

aws-controltowerSecurityNotifications

AWS Lambda

アプリケーション

StackSet-AWSControlTowerBPBASELINE-CLOUDWATCH-*

AWS Lambda

関数

aws-controltowerNotificationForwarder

強く推奨されるガイダンスでガードレールを有効にすると、アカウント内で AWS Control Tower マネー
ジド AWS リソースが作成されます。AWS Control Tower によって作成されたリソースを変更または削除
しないでください。これにより、ガードレールの状態が不明になる可能性があります。詳細については、
「ガードレールリファレンス (p. 20)」を参照してください。
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AWS Control Tower でのドリフトの
検出および解決
Landing Zone を作成するとき、Landing Zone とすべての OU、アカウント、リソースは、選択したガード
レールにより適用されるすべてのガバナンスルールに準拠します。管理者およびユーザーが Landing Zone
を使用するとき、このコンプライアンス状況に変更が発生する可能性があります。一部の変更は偶発的に
なされますが、時間的制約のある操作上のイベントに対応するために意図的になされる場合もあります。
変更の理由にかかわらず、変更に伴ってコンプライアンスのストーリーが複雑になる可能性があります。
変更や設定の更新が必要なリソースを識別するドリフト検出を使用して、ドリフトを解決できます。ドリ
フトの解決は、ガバナンス規制への準拠に役立ちます。これは、マスターアカウント管理者の通常のオペ
レーションタスクです。
現在、ドリフトは AWS Control Tower によって自動的に検出されます。これは、監査アカウントに集約さ
れる Amazon SNS 通知に表示されます。検出は自動的に行われますが、ドリフトを解決するステップは手
動です。これらのステップは、コンソールから実行する必要があります。各メンバーアカウントの通知を
介して、アラートがローカルの Amazon SNS トピック、および Lambda 関数に送信されます。これによ
り、メンバーアカウントの管理者は、特定のアカウントのドリフト通知をサブスクライブできます。
AWS Control Tower で検出できるガバナンスドリフトのタイプは次のとおりです。
トピック
• 移動されたメンバーアカウント (p. 57)
• 追加されたメンバーアカウント (p. 58)
• 削除されたメンバーアカウント (p. 58)
• 計画外のマネージド SCP の更新 (p. 59)
• 管理された OU にアタッチされた SCP (p. 59)
• 管理された OU からデタッチされた SCP (p. 60)
• メンバーアカウントにアタッチされた SCP (p. 60)
• 管理された OU の削除 (p. 60)

移動されたメンバーアカウント
このようなドリフトは、管理されたアカウント、監査アカウント、またはログアーカイブアカウントが、
ある OU から別の OU に移動されたときに発生する可能性があります。以下に、このタイプのドリフトが
検出されたときの Amazon SNS 通知の例を示します。
{

"Message" : "AWS Control Tower has detected that your managed account 'accountemail@amazon.com (012345678909)' has been moved from organizational unit 'Custom (ou-0123eEXAMPLE)' to 'Core (ou-3210-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to resolve
this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/move-account'",
"MasterAccountId" : "012345678912",
"OrganizationId" : "o-123EXAMPLE",
"DriftType" : "AccountMovedBetweenOrganizationalUnits",
"RemediationStep" : "Update Account Factory Provisioned Product",
"AccountId" : "012345678909",
"SourceId" : "012345678909",
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"DestinationId" : "ou-3210-1EXAMPLE"

}

解決策
このようなドリフトが発生した場合は、以下の方法で解決できます。
• Account Factory でプロビジョニングされたアカウント – Account Factory でアカウントを更新すること
で、ドリフトを解決できます。詳細については、「Account Factory アカウントの更新 (p. 52)」を参照
してください。
• 共有アカウント – Landing Zone を更新することで、監査またはログアーカイブアカウントの移動による
ドリフトを解決できます。詳細については、「ランディングゾーンの更新 (p. 74)」を参照してくださ
い。

追加されたメンバーアカウント
このようなドリフトは、管理されたアカウントが管理された OU に追加された場合に発生する可能性があ
ります。以下に、このタイプのドリフトが検出されたときの Amazon SNS 通知の例を示します。
"{

""Message"" : ""AWS Control Tower has detected that the managed account 'accountemail@amazon.com (012345678909)' has been added to organization o-123EXAMPLE. For more
information, including steps to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/
console/controltower/add-account'"",
""MasterAccountId"" : ""012345678912"",
""OrganizationId"" : ""o-123EXAMPLE"",
""DriftType"" : ""AccountAddedToOrganization"",
""RemediationStep"" : ""Update Account Factory Provisioned Product"",
""AccountId"" : ""012345678909""
}"

解決
このようなドリフトが発生した場合は、Account Factory でアカウントを更新することで解決できます。詳
細については、「Account Factory アカウントの更新 (p. 52)」を参照してください。

削除されたメンバーアカウント
このようなドリフトは、管理されたアカウントが管理された OU から削除された場合に発生する可能性が
あります。以下に、このタイプのドリフトが検出されたときの Amazon SNS 通知の例を示します。
"{

""Message"" : ""AWS Control Tower has detected that the managed account 012345678909
has been removed from organization o-123EXAMPLE. For more information, including steps
to resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/removeaccount'"",
""MasterAccountId"" : ""012345678912"",
""OrganizationId"" : ""o-123EXAMPLE"",
""DriftType"" : ""AccountRemovedFromOrganization"",
""RemediationStep"" : ""Add account to Organization and update Account Factory
provisioned product"",
""AccountId"" : ""012345678909""
}"
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解決
このような変動が発生した場合は、Account Factory でアカウントを更新して Account Factory 更新
ウィザードからそのアカウントを管理された OU に追加することで解決できます。詳細については、
「Account Factory アカウントの更新 (p. 52)」を参照してください。

計画外のマネージド SCP の更新
このようなドリフトは、AWS CLI または AWS SDK の 1 つを使用して 組織 コンソールまたはプログラム
でガードレールの SCP が更新されたときに発生する可能性があります。以下に、このタイプのドリフトが
検出されたときの Amazon SNS 通知の例を示します。
"{

""Message"" : ""AWS Control Tower has detected that the managed service control policy
'aws-guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)', attached to the managed organizational unit 'Core
(ou-0123-1EXAMPLE)', has been modified. For more information, including steps to resolve
this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/update-scp'"",
""MasterAccountId"" : ""012345678912"",
""OrganizationId"" : ""o-123EXAMPLE"",
""DriftType"" : ""ServiceControlPolicyUpdated"",
""RemediationStep"" : ""Update Control Tower Setup"",
""OrganizationalUnitId"" : ""ou-0123-1EXAMPLE"",
""PolicyId"" : ""p-tEXAMPLE""
}"

解決
このようなドリフトが発生した場合は、Landing Zone を更新することで解決できます。詳細については、
「ランディングゾーンの更新 (p. 74)」を参照してください。

管理された OU にアタッチされた SCP
このようなドリフトは、SCP が AWS Control Tower コンソール外部の OU にアタッチされた場合に発生
する可能性があります。以下に、このタイプのドリフトが検出されたときの Amazon SNS 通知の例を示し
ます。
"{

""Message"" : ""AWS Control Tower has detected that the managed service control policy
'aws-guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)' has been attached to the managed organizational unit
'Custom (ou-0123-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to resolve this issue,
see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/scp-detached-ou'"",
""MasterAccountId"" : ""012345678912"",
""OrganizationId"" : ""o-123EXAMPLE"",
""DriftType"" : ""ServiceControlPolicyAttachedToOrganizationalUnit"",
""RemediationStep"" : ""Update Control Tower Setup"",
""OrganizationalUnitId"" : ""ou-0123-1EXAMPLE"",
""PolicyId"" : ""p-tEXAMPLE""
}"

解決
このようなドリフトが発生した場合は、Landing Zone を更新することで解決できます。詳細については、
「ランディングゾーンの更新 (p. 74)」を参照してください。
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管理された OU からデタッチされた SCP
このようなドリフトは、SCP が AWS Control Tower コンソール外部の OU からデタッチされた場合に発
生する可能性があります。以下に、このタイプのドリフトが検出されたときの Amazon SNS 通知の例を示
します。
"{

""Message"" : ""AWS Control Tower has detected that the managed service control policy
'aws-guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)' has been detached from the managed organizational
unit 'Custom (ou-0123-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to resolve this
issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/scp-detached'"",
""MasterAccountId"" : ""012345678912"",
""OrganizationId"" : ""o-123EXAMPLE"",
""DriftType"" : ""ServiceControlPolicyDetachedFromOrganizationalUnit"",
""RemediationStep"" : ""Update Control Tower Setup"",
""OrganizationalUnitId"" : ""ou-0123-1EXAMPLE"",
""PolicyId"" : ""p-tEXAMPLE""
}"

解決
このようなドリフトが発生した場合は、Landing Zone を更新することで解決できます。詳細については、
「ランディングゾーンの更新 (p. 74)」を参照してください。

メンバーアカウントにアタッチされた SCP
このようなドリフトは、SCP が 組織 コンソールのアカウントにアタッチされた場合に発生する可能性が
あります。ガードレールとその SCP は、AWS Control Tower コンソールを使用して OU と OU のすべて
のメンバーアカウントで有効にすることができます。以下に、このタイプのドリフトが検出されたときの
Amazon SNS 通知の例を示します。
"{

""Message"" : ""AWS Control Tower has detected that the managed service control policy
'aws-guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)' has been attached to the managed account 'accountemail@amazon.com (012345678909)'. For more information, including steps to resolve this
issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/scp-detached-account'"",
""MasterAccountId"" : ""012345678912"",
""OrganizationId"" : ""o-123EXAMPLE"",
""DriftType"" : ""ServiceControlPolicyAttachedToAccount"",
""RemediationStep"" : ""Update Control Tower Setup"",
""AccountId"" : ""012345678909"",
""PolicyId"" : ""p-tEXAMPLE""
}"

解決
このようなドリフトが発生した場合は、Landing Zone を更新することで解決できます。詳細については、
「ランディングゾーンの更新 (p. 74)」を参照してください。

管理された OU の削除
このようなドリフトは、管理された OU が AWS Control Tower コンソールの外部で削除された場合に発生
する可能性があります。以下に、このタイプのドリフトが検出されたときの Amazon SNS 通知の例を示し
ます。
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"{

""Message"" : ""AWS Control Tower has detected that the managed organizational unit
'Custom (ou-0123-1EXAMPLE)' has been deleted. For more information, including steps to
resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/delete-ou'"",
""MasterAccountId"" : ""012345678912"",
""OrganizationId"" : ""o-123EXAMPLE"",
""DriftType"" : ""OrganizationalUnitDeleted"",
""RemediationStep"" : ""Delete managed organizational unit in Control Tower"",
""OrganizationalUnitId"" : ""ou-0123-1EXAMPLE""
}"

解決
このようなドリフトが発生した場合は、集中型クラウドが AWS Control Tower コンソールにサインインし
て [組織ユニット] のリストから管理された OU を削除する必要があります。
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AWS Control Tower でのセキュリ
ティ
クラウドセキュリティは AWS の最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する組織の
要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られます。
セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。共有責任モデルでは、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して説明しています。
• 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
チャの保護を担います。また、AWS では安全に使用できるサービスも用意されています。セキュリティ
の有効性は、AWS コンプライアンスプログラムの一環として、サードパーティの監査が定期的にテスト
および検証されています。AWS Control Tower に適用するコンプライアンスプログラムの詳細について
は、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS サービス」を参照してください。
• クラウド内のセキュリティ – お客様の責任はお客様が使用する AWS のサービスによって決まります。
また、お客様は、お客様のデータの機密性、組織の要件、および適用可能な法律および規制などの他の
要因についても責任を担います。
このドキュメントは、AWS Control Tower を使用する際に共有責任モデルを適用する方法を理解するのに
役立ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために AWS
Control Tower を設定する方法を示します。また、AWS Control Tower リソースのモニタリングや保護に
役立つ他の AWS サービスの使用方法についても説明します。

AWS Control Tower でのデータ保護
AWS Control Tower は、AWS 責任共有モデルに準拠し、データ保護の規制とガイドラインが含まれて
います。AWS は、すべての AWS サービスを実行するグローバルインフラストラクチャの保護を担いま
す。AWS では、カスタマーコンテンツと個人データを処理するためのセキュリティ設定管理など、このイ
ンフラストラクチャでホストされているデータの制御が維持されます。AWS のお客様と APN パートナー
は、データコントローラーまたはデータプロセッサの役割を果たし、AWS クラウドに配置する個人データ
を担当します。
データ保護目的の場合、AWS アカウント認証情報を保護して AWS Identity and Access Management
(IAM) で個々のユーザーアカウントをセットアップし、そのユーザーに各自の職務を果たすために必要な
アクセス許可のみが付与されるようにすることをお勧めします。また、以下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。
• 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。これは、Landing Zone のセッ
トアップ時に AWS Control Tower で自動的に処理され ます。
• AWS 暗号化ソリューションを、AWS サービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
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。これにより、Amazon S3
に保存される個人データの検出と保護が支援されます。
顧客のアカウント番号などの機密の識別情報を、[名前] フィールドなどの自由形式の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 Control
Tower または他の AWS サービスを使用する場合も同様です。AWS Control Tower または他のサービスに
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入力したデータはすべて、診断ログの内容として取得される可能性があります。外部サーバーへの URL を
指定するときは、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めないでください。
データ保護の詳細については、AWS セキュリティブログの「AWS 責任共有モデル」ブログ投稿を参照し
てください。AWS Control Tower では、Landing Zone に存在するコンテンツを保護する場合に役立つ以下
のオプションが用意されています。
トピック
• 保管時の暗号化 (p. 63)
• 転送中の暗号化 (p. 63)
• コンテンツへのアクセスの制限 (p. 63)

保管時の暗号化
AWS Control Tower では、Landing Zone を支援するために AWS マネージド AWS KMS キーを使用して保
管時に暗号化される Amazon S3 バケットおよび Amazon DynamoDB データベースを使用します。デフォ
ルトでは、この暗号化は Landing Zone のセットアップ時に設定されます。また、Landing Zone でそれを
サポートするサービス用に使用するサービスに対して保管時の暗号化を確立することもできます。詳細に
ついては、そのサービスのオンラインドキュメントのセキュリティの章を参照してください。

転送中の暗号化
AWS Control Tower では、Landing Zone を支援するために転送中の暗号化に Transport Layer Security
(TLS) とクライアント側の暗号化を使用します。さらに、AWS Control Tower へのアクセスには、HTTPS
エンドポイント経由でのみアクセスできるコンソールを使用する必要があります。デフォルトでは、この
暗号化は Landing Zone のセットアップ時に設定されます。

コンテンツへのアクセスの制限
ベストプラクティスとして、適切なユーザーのサブセットへのアクセスを制限する必要があります。AWS
Control Tower でこれを行うには、集中型クラウド管理者とエンドユーザーが適切な IAM アクセス許可を
持ち、AWS SSO ユーザーの場合は、適切なグループに存在している必要があります。
• IAM エンティティのロールとポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイド」を参照してくださ
い。
• Landing Zone のセットアップ時に作成された AWS SSO グループの詳細については、「AWS Control
Tower 用の AWS SSO グループ (p. 47)」を参照してください。

AWS Control Tower におけるアイデンティティとア
クセスの管理
Account Factory でのアカウントのプロビジョニングや AWS Control Tower コンソールでの新しい組織ユ
ニット (OU) の作成など、Landing Zoneで操作を実行するには、AWS Identity and Access Management
(IAM) または AWS シングルサインオン (AWS SSO) で承認されたAWSユーザーであることを認証する必
要があります。たとえば、AWS Control Tower コンソールを使用している場合は、AWS ユーザー名およ
びパスワードを指定して、自分の ID を認証します。
IDを認証した後、IAM で 特定の一連のオペレーションおよびリソースコントロールに対して定義されたア
クセス権限セットを使用して、AWS へのアクセスが制御されます。アカウント管理者である場合、IAM を
使用して、アカウントに関連付けられたリソースへの他の IAM ユーザーのアクセスを制御できます。
トピック
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• 認証 (p. 64)
• アクセスコントロール (p. 65)
• AWS Control Tower リソースへのアクセス権限の管理の概要 (p. 65)
• AWS Control Tower のアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用 (p. 68)

認証
AWS には、次のタイプのアイデンティティでアクセスできます。
• AWS アカウントのルートユーザー – AWS アカウントを初めて作成する場合は、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限を持つアイデンティティで始めます。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、AWS アカウントの作成に使用した
メールアドレスとパスワードでのサインインによりアクセスされます。強くお勧めしているのは、日常
的なタスクには、それが管理者タスクであっても、root ユーザーを使用しないことです。代わりに、最
初の IAM ユーザーを作成するためにのみ、ルートユーザーを使用するというベストプラクティスに従い
ます。その後、ルートユーザーの認証情報を安全な場所に保管し、それらを使用して少数のアカウント
およびサービス管理タスクのみを実行します。
• IAM ユーザー – IAM ユーザーは、単に特定のカスタムアクセス権限を持つ、AWS アカウント内のアイ
デンティティです。IAM のユーザー名とパスワードを使用して、AWS マネジメントコンソール、AWS
ディスカッションフォーラム、AWS サポートセンターなどのセキュリティ保護された AWS ウェブペー
ジにサインインできます。
ユーザー名とパスワードに加えて、各ユーザーのアクセスキーを生成することもできます。複数の SDK
の 1 つを通してまたは AWS コマンドラインインターフェース (CLI) を使用して、プログラムで AWS
サービスにアクセスするときに、これらのキーを使用します。SDK と CLI ツールでは、アクセスキー
を使用してリクエストが暗号で署名されます。AWS ツールを使用しない場合は、リクエストを自分で
署名する必要があります。AWS Control Tower では、署名バージョン 4 がサポートされています。これ
は、インバウンド API リクエストを認証するためのプロトコルです。リクエストの認証の詳細について
は、AWS 全般的なリファレンスの「署名バージョン 4 署名プロセス」を参照してください。
• IAM ロール – IAM ロールは、特定のアクセス権限を持ち、アカウントで作成できる IAM アイデンティ
ティです。IAM ロールは、AWS でできることとできないことを決定するのが、アクセス権限ポリシーを
伴う AWS ID であるという点で IAM ユーザーと似ています。ただし、ユーザーは 1 人の特定の人に一意
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。また、
ロールには標準の長期認証情報 (パスワードやアクセスキーなど) も関連付けられません。代わりに、
ロールを引き受けると、ロールセッション用の一時的なセキュリティ認証情報が提供されます。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 – IAM ユーザーを作成せずに、AWS Directory Service、エン
タープライズユーザーディレクトリ、またはウェブアイデンティティプロバイダーの既存のアイデ
ンティティを使用することもできます。このようなユーザーはフェデレーティッドユーザーと呼ば
れます。AWS では、アイデンティティプロバイダーを通じてアクセスがリクエストされたときに、
フェデレーティッドユーザーにロールを割り当てます。フェデレーティッドユーザーの詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「フェデレーティッドユーザーとロール」を参照してください。
• AWS サービスへのアクセス – サービスロールは、サービスがお客様に代わってお客様のアカウントで
アクションを実行するために引き受ける IAM ロールです。一部の AWS のサービス環境を設定すると
きに、サービスが引き受けるロールを定義する必要があります。このサービスロールには、サービス
が必要とする AWS のリソースにサービスがアクセスするために必要なすべてのアクセス権限を含め
る必要があります。サービスロールはサービスによって異なりますが、多くのサービスロールでは、
そのサービスの文書化された要件を満たしている限り、アクセス権限を選択することができます。
サービスロールは、お客様のアカウント内のみでアクセスを提供します。他のアカウントのサービス
へのアクセス権を付与するためにサービスロールを使用することはできません。IAM 内部からロール
を作成、修正、削除できます。たとえば、Amazon Redshift がお客様に代わって Amazon S3 バケット
にアクセスし、バケットからデータを Amazon Redshift クラスターにロードすることを許可するロー
ルを作成できます。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権限を委
任するロールの作成」を参照してください。
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• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション – Amazon EC2 インスタンスで実行され、AWS
CLI リクエストまたは AWS API を作成し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 ロールを使用します。これは、Amazon 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 Amazon 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
で使用するには、インスタンスプロファイルを作成してインスタンスにアタッチします。インスタン
スプロファイルにはロールが含まれ、Amazon EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時認
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「IAM ロールを使用し
て、Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションにアクセス許可を付与する」を参照し
てください。
• AWS SSO ユーザーポータルに対する AWS SSO ユーザー認証は、AWS SSO に接続したディレクトリ
によって制御されます。ただし、ユーザーポータルからエンドユーザーが利用できる AWS アカウント
に対する権限付与は、以下の 2 つの要因によって決まります。
• AWS SSO コンソールでそれらの AWS アカウントに対するアクセス権限がだれに割り当てられてい
るか。詳細については、AWS シングルサインオン ユーザーガイドの「シングルサインオンアクセ
ス」を参照してください。
• それらの AWS アカウントへの適切なアクセスを許可するために、AWS SSO コンソールでエンド
ユーザーにどのレベルのアクセス権限が付与されているか。詳細については、AWS シングルサインオ
ン ユーザーガイドの「アクセス権限セット」を参照してください。

アクセスコントロール
Landing Zone で AWS Control Tower リソースまたは他の AWS リソースを作成、更新、削除、またはリ
ストするには、オペレーションを実行する権限と、対応するリソースにアクセスする権限が必要です。ま
た、プログラムでオペレーションを実行するには、有効なアクセスキーが必要です。
以下のセクションでは、AWS Control Tower のアクセス権限を管理する方法について説明します。

トピック
• AWS Control Tower リソースへのアクセス権限の管理の概要 (p. 65)
• AWS Control Tower のアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用 (p. 68)

AWS Control Tower リソースへのアクセス権限の管理
の概要
すべての AWS リソースは AWS アカウントによって所有され、となり、リソースの作成またはアクセス
は、アクセス権限のポリシーによって管理されます。アカウント管理者は、アクセス許可ポリシーを IAM
アイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール) にアタッチできます。一部のサービス (AWS Lambda な
ど) では、アクセス許可ポリシーをリソースにアタッチすることもできます。

Note
アカウント管理者 (または管理者) は、管理者権限を持つユーザーです。詳細については、IAM
ユーザーガイドの「IAM のベストプラクティス」を参照してください。
アクセス権限を付与する場合、アクセス権限を取得するユーザー、取得するアクセス権限の対象となるリ
ソース、およびそれらのリソースに対して許可される特定のアクションを決定します。
トピック
• AWS Control Tower リソースおよびオペレーション (p. 66)
• リソース所有権について (p. 66)
• リソースへのアクセスの管理 (p. 66)

65

AWS Control Tower ユーザーガイド
アクセス管理の概要

• ポリシー要素の指定 : アクション、効果、プリンシパル (p. 67)
• ポリシーでの条件の指定 (p. 68)

AWS Control Tower リソースおよびオペレーション
AWS Control Tower では、プライマリリソースは Landing Zone です。AWS Control Tower では、追加の
リソースタイプとして ガードレールもサポートされています。ただし、AWS Control Tower では、ガード
レールを既存の Landing Zone のコンテキストでのみ管理できます。ガードレールは サブリソースと呼ば
れます。

リソース所有権について
AWS アカウントは、誰がリソースを作成したかにかかわらず、アカウントで作成されたリソースを所有し
ます。具体的には、リソース所有者は、リソースの作成リクエストを認証するプリンシパルエンティティ
(AWS アカウントルートユーザー、IAM ユーザー、または IAM ロール) の AWS アカウントです。以下の
例では、このしくみを示しています。
• AWS アカウントの AWS アカウントのルートユーザー認証情報を使用して Landing Zone をセットアッ
プする場合、AWS アカウントはリソースの所有者です。
• AWS アカウントに IAM ユーザーを作成し、そのユーザーに Landing Zone を設定するためのアクセス許
可を付与すると、そのユーザーはアカウントが前提条件を満たしている限り Landing Zone を設定でき
ます。ただし、ユーザーが属する AWS アカウントは Landing Zone リソースを所有しているとします。
• Landing Zone を設定するためのアクセス許可を持つ AWS アカウントに IAM ロールを作成する場合は、
ロールを引き受けることのできるいずれのユーザーも Landing Zone を設定できます。ロールが属する
AWS アカウントは Landing Zone リソースを所有しています。

リソースへのアクセスの管理
アクセスポリシーでは、誰が何にアクセスできるかを記述します。以下のセクションで、アクセス権限の
ポリシーを作成するために使用可能なオプションについて説明します。

Note
このセクションでは、AWS Control Tower のコンテキストでの IAM の使用について説明しま
す。IAM サービスに関する詳細情報は提供しません。完全な IAM ドキュメントについては、IAM
ユーザーガイドの「IAM とは」を参照してくださいIAM ポリシー構文の詳細および説明について
は、IAM ユーザーガイドの「AWS IAM ポリシーリファレンス」を参照してください。
IAM アイデンティティにアタッチされたポリシーは、アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー)
と呼ばれます。リソースにアタッチされたポリシーはリソースベースのポリシーと呼ばれます。AWS
Control Tower では、アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) のみがサポートされています。
トピック
• アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) (p. 66)
• リソースベースのポリシー (p. 67)

アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー)
ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。たとえば、次の操作を実行できます。
• アカウントのユーザーまたはグループにアクセス権限ポリシーをアタッチする – Landing Zone のセット
アップなどの AWS Control Tower リソースを作成するアクセス権限を付与するために、ユーザーまたは
ユーザーが所属するグループにアクセス権限のポリシーをアタッチできます。
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• アクセス許可ポリシーをロールにアタッチする (クロスアカウントのアクセス許可を付与する) – アイデ
ンティティベースのアクセス許可ポリシーを IAM ロールにアタッチして、クロスアカウントのアクセス
許可を付与することができます。たとえば、アカウント A の管理者は、次のように他のまたは AWS に
クロスアカウントのアクセス権限を別の AWS アカウント (アカウント B) または AWS サービスに付与
するロールを作成することができます。
1. アカウント A の管理者は、IAM ロールを作成して、アカウント A のリソースに権限を付与するロー
ルに権限ポリシーをアタッチします。
2. アカウント A の管理者は、アカウント B をそのロールを引き受けるプリンシパルとして識別する
ロールに、信頼ポリシーをアタッチします。
3. アカウント B の管理者は、アカウント B のユーザーにロールを引き受ける権限を委任できるように
なります。これにより、アカウント B のユーザーにアカウント A のリソースの作成とアクセスが許
可されます。AWS サービスのアクセス権限を付与してロールを引き受けさせたい場合は、信頼ポリ
シー内のプリンシパルも、AWS サービスのプリンシパルとなることができます。
IAM を使用したアクセス権限の委任の詳細については、IAM ユーザーガイド の「アクセス管理」を参照
してください。
次に、ユーザーが AWS アカウントで Landing Zone をセットアップできるポリシー例を示します。
{

}

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

AWS Control Tower でアイデンティティベースのポリシーを使用する方法の詳細については、「AWS
Control Tower のアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用 (p. 68)」を参照してくだ
さい。ユーザー、グループ、ロール、アクセス権限の詳細については、IAM ユーザーガイド の「アイデン
ティティ (ユーザー、グループ、ロール)」を参照してください。

リソースベースのポリシー
Amazon S3 などの他のサービスでは、リソースベースのアクセス権限ポリシーもサポートされています。
たとえば、ポリシーを S3 バケットにアタッチして、そのバケットに対するアクセス許可を管理できま
す。

ポリシー要素の指定 : アクション、効果、プリンシパル
現在、AWS Control Tower には API はありません。AWS Control Tower コンソールで Landing Zone を
セットアップおよび管理できます。Landing Zone をセットアップするには、IAM ポリシーで定義された管
理者権限を持つ IAM ユーザーである必要があります。
以下は、最も基本的なポリシーの要素です。
• リソース – ポリシーで Amazon Resource Name (ARN) を使用して、ポリシーを適用するリソースを識
別します。詳細については、「AWS Control Tower リソースおよびオペレーション (p. 66)」を参照
してください。
• アクション – アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するリソースオペレーションを識別
します。
• 効果 – ユーザーが特定のアクションをリクエストする際の効果を指定します。許可または拒否のいずれ
かになります。リソースへのアクセスを明示的に許可していない場合、アクセスは暗黙的に拒否されま
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す。また、明示的にリソースへのアクセスを拒否すると、別のポリシーによってアクセスが許可されて
いる場合でも、ユーザーはそのリソースにアクセスできなくなります。
• プリンシパル – アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) で、ポリシーがアタッチされている
ユーザーが黙示的なプリンシパルとなります。リソースベースのポリシーでは、リソースに対するアク
セス権限 (リソースベースのポリシーにのみ適用) が付与されるエンティティ (ユーザー、アカウント、
サービスなど) を指定します。AWS Control Tower はリソースベースのポリシーをサポートしていませ
ん。
IAM ポリシーの構文と説明についての詳細については、IAM ユーザーガイド の「AWS IAM ポリシーリ
ファレンス」を参照してください。

ポリシーでの条件の指定
アクセス権限を付与するとき、IAM ポリシー言語を使用して、ポリシーが有効になる必要がある条件を
指定できます。たとえば、特定の日付の後にのみ適用されるポリシーが必要になる場合があります。ポリ
シー言語での条件の指定の詳細については、IAM ユーザーガイド の「条件」を参照してください。
条件を表すには、あらかじめ定義された条件キーを使用します。AWS Control Tower に固有の条件キーは
ありません。ただし、AWS 全体の条件キーがあり、必要に応じて使用できます。AWS 全体を対象とする
すべてのキーのリストについては、『IAM ユーザーガイド』の「条件に利用可能なキー」を参照してくだ
さい。

AWS Control Tower のアイデンティティベースのポリ
シー (IAM ポリシー) の使用
このトピックでは、アカウント管理者が IAM アイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール) にアクセス
権限ポリシーをアタッチし、それによって AWS Control Tower リソースでオペレーションを実行するアク
セス権限を付与する方法を示すアイデンティティベースのポリシーの例を示します。

Important
初めに、AWS Control Tower リソースへのアクセスを管理するための基本概念と使用可能なオ
プションについて説明する概要トピックをお読みになることをお勧めします。詳細については、
「AWS Control Tower リソースへのアクセス権限の管理の概要 (p. 65)」を参照してください。
以下に示しているのは、アクセス権限ポリシーの例です。
{

}

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

このポリシーには、アカウントのすべてのリソースにおけるすべての AWS アクションの権限を付与する
1 つのステートメントがあります。これは、AWS アカウントの管理者アクセス権のアクセス許可ポリシー
です。これは、Landing Zone をセットアップする IAM エンティティに必要なアクセス許可レベルです。
アイデンティティベースのポリシーでアクセス権限を得るプリンシパルを指定していないため、ポリシー
では Principal 要素を指定していません。ユーザーにポリシーをアタッチすると、そのユーザーが暗黙
のプリンシパルになります。IAM ロールにアクセス権限ポリシーをアタッチすると、ロールの信頼ポリ
シーで識別されたプリンシパルがアクセス権限を得ることになります。
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AWS Control Tower コンソールを使用するために必要なアクセス
権限
AWS Control Tower では、Landing Zone をセットアップするために 3 つのロールを作成する必要がありま
す。AWS Control Tower では、アクションおよびリソースの最小セットへのアクセスを制限するためのベ
ストプラクティスとして、アクセス許可が 3 つのロールに分割されます。

AWSControlTowerAdmin
このロールは、Landing Zone の維持にきわめて重要なインフラストラクチャへのアクセス権を持つ AWS
Control Tower を提供します。インラインポリシー:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "ec2:DescribeAvailabilityZones",
"Resource": "*"
}
]

AWSControlTowerServiceRolePolicy
AWS CloudFormation は、AWS Control Tower によって作成されたアカウントにスタックセットをデプロ
イするためにこのロールを引き受けます。インラインポリシー:
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"sts:AssumeRole"
],
"Resource": [
"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution"
],
"Effect": "Allow"
}
]

AWSControlTowerCloudTrailRole
AWS Control Tower は、ベストプラクティスとして CloudTrail を有効にし、このロールを CloudTrail に提
供します。CloudTrail は CloudTrail ログを作成して公開するためにこのロールを引き受けます。インライ
ンポリシー:
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": "logs:CreateLogStream",
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*",
"Effect": "Allow"
},
{
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}

]

}

"Action": "logs:PutLogEvents",
"Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*",
"Effect": "Allow"

AWS Control Tower のログ記録とモニタリング
モニタリングは、AWS Control Tower の優れたアーキテクチャの性質の重要な部分です。Landing Zone を
セットアップするとき、クロスアカウントモニタリングも設定されます。作成される共有アカウントのう
ち 1 つは、他のすべてのアカウントですべてのログを一元的に専用で収集する、ログアーカイブアカウン
トです。ガードレールの状態とステータスは常に監視され、AWS Control Tower コンソールで一目で確認
できます。これは、Account Factory でプロビジョニングしたアカウントの状態とステータスについても同
様です。
マルチポイント障害が発生した場合は、その障害をより簡単にデバッグできるように、AWS ソリューショ
ンのすべての部分からモニタリングデータを収集する必要があります。AWS では、Landing Zone でリ
ソースとアクティビティをモニタリングするためのいくつかのツールが用意されており、潜在的なインシ
デントに備え、対応できます。
AWS Control Tower でのアクションとイベントのログ記録は、CloudWatch との統合によって自動的に行
われます。
以下のセクションでは、AWS Control Tower のモニタリングとログインについて詳しく説明します。

トピック
• モニタリング (p. 70)
• AWS CloudTrail を使用した AWS Control Tower アクションのログ記録 (p. 71)

モニタリング
モニタリングは、AWS Control Tower および AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンス
を維持する上で重要な部分です。AWS には、AWS Control Tower を監視して異常を検出した場合に報告
し、必要に応じて対処するために、次のモニタリングツールが用意されています。
• Amazon CloudWatch は、AWS リソースと、AWS でリアルタイムに実行されるアプリケーションを監
視します。メトリクスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、および指定したメト
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の設定を行うこ
とができます。たとえば、CloudWatch で 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 CloudWatch Events は、AWS リソースの変更を示すシステムイベントをほぼリアルタイムのス
トリームとして提供します。CloudWatch イベント 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 AWS の他の
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 CloudWatch Events ユー
ザーガイド」を参照してください。
• Amazon CloudWatch Logs を使用して、Amazon EC2 インスタンス、CloudTrail、その他のソースのロ
グファイルを監視、保存し、それらのファイルにアクセスできます。CloudWatch Logs は、ログファイ
ル内の情報を監視し、特定のしきい値が満たされたときに通知します。また、耐久性の高いストレージ
にログデータをアーカイブすることもできます。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs User
Guide」を参照してください。
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• 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 呼び出
しおよび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、呼び出し元のソース 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 を使用した AWS Control Tower アクションのログ記録 (p. 71)」を
参照してください。

AWS CloudTrail を使用した AWS Control Tower アク
ションのログ記録
AWS Control Tower は AWS CloudTrail と統合されています。このサービスは、AWS Control Tower
のユーザー、ロール、または AWS 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 Control Tower のアクションをイベントとしてキャプチャします。証跡を作成す
る場合は、AWS Control Tower 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。証跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event history
(イベント履歴)] で最新のイベントを表示できます。CloudTrail によって収集された情報を使用して、リク
エストの作成元の IP アドレス、リクエストの実行者、リクエストの実行日時などの詳細を調べて、AWS
Control Tower に対してどのようなリクエストが行われたかを判断できます。
CloudTrail の詳細（設定して有効にする方法など）については、『AWS CloudTrail User Guide』を参照し
てください。

CloudTrail 内の AWS Control Tower 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。AWS Control Tower でサポー
トされるイベントアクティビティが発生すると、そのアクティビティは CloudTrail イベントとして AWS
のサービスの他のイベントとともに [Event history (イベント履歴)] に記録されます。最近のイベント
は、AWS アカウントで表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「CloudTrail イベント履歴
でのイベントの表示」を参照してください。
AWS Control Tower のイベントなど、AWS アカウントのイベントの継続的な記録については、証跡を作
成します。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、コンソールで作成した証跡がすべての AWS リージョンに適用されます。証跡では、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がログに記録され、指定した Amazon S3 バケットにログ
ファイルが配信されます。さらに、より詳細な分析と AWS ログで収集されたデータに基づいた行動のた
めにその他の CloudTrail サービスを設定できます。詳細については、以下を参照してください。
• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail でサポートされるサービスと統合
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」と「複数のアカウントから CloudTrail ロ
グファイルを受け取る」
AWS Control Tower は、以下のアクションをイベントとして CloudTrail ログファイルに記録します。
• SetupLandingZone
• UpdateAccountFactoryConfig
• ManageOrganizationalUnit
• CreateManagedAccount
• EnableGuardrail
• GetLandingZoneStatus
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• GetHomeRegion
• ListManagedAccounts
• DescribeManagedAccount
• DescribeAccountFactoryConfig
• DescribeManagedOrganizationalUnit
• ListManagedOrganizationalUnits
• ListGuardrailViolations
• ListGuardrails
• ListEnabledGuardrails
• GetGuardrailComplianceStatus
• DescribeGuardrail
• ListDirectoryGroups
• DescribeSingleSignOn
• DescribeCoreService
• GetAvailableUpdates
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。この ID 情報は以下
のことを確認するのに役立ちます。
• リクエストが、ルートまたは 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どうか。
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用
して送信されたか.
• リクエストが、別の AWS サービスによって送信されたかどうか。
詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

例: AWS Control Tower ログファイルエントリ
証跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できる設定です。CloudTrail
ログファイルには、1 つ以上のログエントリが含まれます。イベントは任意の送信元からの単一のリクエ
ストを表し、リクエストされたアクション、アクションの日時、リクエストのパラメータなどに関する情
報が含まれます。CloudTrail イベントはログファイルに特定の順序では表示されません。
次の例は、アクションを開始したユーザーの ID のレコードを含む、CloudTrail SetupLandingZone イベ
ントの一般的なログファイルエントリの構造を示す AWS Control Tower ログエントリを示しています。

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE:backend-test-assume-role-session",
"arn": "arn:aws:sts::76543EXAMPLE;:assumed-role/AWSControlTowerTestAdmin/backend-testassume-role-session",
"accountId": "76543EXAMPLE",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2018-11-20T19:36:11Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
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}

}

}

"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:role/AWSControlTowerTestAdmin",
"accountId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"userName": "AWSControlTowerTestAdmin"

},
"eventTime": "2018-11-20T19:36:15Z",
"eventSource": "controltower.amazonaws.com",
"eventName": "SetupLandingZone",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "Coral/Netty4",
"errorCode": "InvalidParametersException",
"errorMessage": "Home region EU_CENTRAL_1 is unsupported",
"requestParameters": {
"homeRegion": "EU_CENTRAL_1",
"logAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"sharedServiceAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"securityAccountEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
"securityNotificationEmail": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
},
"responseElements": null,
"requestID": "96f47b68-ed5f-4268-931c-807cd1f89a96",
"eventID": "4ef5cf08-39e5-4fdf-9ea2-b07ced506851",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "76543EXAMPLE"

AWS Control Tower のコンプライアンス検証
AWS Control Tower は、組織がカードレールおよびベストプラクティスでコンプライアンスのニーズを満
たすのに役立つ優れた設計のサービスです。さらに、サードパーティの監査者が、複数の AWS コンプラ
イアンスプログラムの一部として Landing Zone で使用できる多くのサービスのセキュリティおよびコン
プライアンスを評価します。このプログラムには、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などがあります。
特定のコンプライアンスプログラムの範囲内の AWS サービスのリストについては、「コンプライアンス
プログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。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。
サードパーティの監査レポートをダウンロードするには、AWS Artifact を使用します。詳細について
は、AWS Artifact ユーザーガイドの「AWS Artifact のレポートのダウンロード」を参照してください。
AWS Control Tower を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社の
コンプライアンス目的、適用可能な法律および規制によって決定されます。AWS では、コンプライアンス
に役立つ以下のリソースを提供しています。
• セキュリティおよびコンプライアンスのクイックスタートガイド – これらのデプロイメントガイドで
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手順を説明します。
• HIPAA のセキュリティとコンプライアンスに関するホワイトペーパーを作成する – このホワイトペー
パーでは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明しま
す。
• AWS コンプライアンスのリソース – このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や場所
に適用される場合があります。
• AWS Config – この AWS サービスでは、自社プラクティス、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。
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• AWS Security Hub – この AWS サービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、
セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

AWS Control Tower 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として構
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
で接続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、アベイラビリティー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 Control Tower は、4 つの AWS リージョン (米国東部（バージニア北部）、米国東部 (オハイオ)、米
国西部 (オレゴン)、欧州 (アイルランド)) で利用可能であり、ホームリージョンは、内部で Landing Zone
がセットアップされているリージョンとして定義されます。
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 Control Tower のインフラストラクチャセキュ
リティ
AWS Control Tower は、ホワイトペーパー「Amazon Web Services: AWS 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 が公開した API 呼び出しを使用し、ネットワーク経由で Landing Zone 内の AWS サービスとリソー
スにアクセスします。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のアク
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 Control Tower での設定更新管理
Landing Zone を更新された状態に維持するのは、中央のクラウド管理者のメンバーの責任です。Landing
Zone を更新することにより、AWS Control Tower はパッチが適用され、更新された状態で維持されま
す。さらに、潜在的なコンプライアンスの問題から Landing Zone を保護するために、中央のクラウド管
理者チームのメンバーは、ドリフトの問題が検出され、報告されたらすぐに解決する必要があります。

ランディングゾーンの更新
以下の手順は、Landing Zone を更新するためのステップについて説明します。

Note
AWS Control Tower コンソールは、Landing Zone を更新する必要があるときを示します。更新す
るオプションが表示されていない場合、Landing Zone はすでに最新です。
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Landing Zone を更新するには
1.
2.

ウェブブラウザを開いて、https://us-west-2.console.aws.amazon.com/controltower/home/update の
AWS Control Tower コンソールに移動します。
ウィザードの情報を確認し、[更新] を選択します。これにより、Landing Zone のバックエンドおよび
共有アカウントが更新されます。このプロセスには 1 時間と少しかかる可能性があります。

3.
4.

メンバーアカウントを更新します。ナビゲーションペインで、[アカウント] を選択します。
[Provision new account (新しいアカウントをプロビジョニングする)] を選択して AWS Service
Catalog コンソールと Account Factory 製品を開きます。

5.

ナビゲーションペインで、[Provisioned products list (プロビジョニング済み製品リスト)] を選択しま
す。

6.

一覧表示されているアカウントごとに以下の手順を実行して、すべてのメンバーアカウントを更新し
ます。
a.

アカウントのメニューから [プロビジョニングされた製品の詳細] を選択します。

b.

以下のパラメータを書き留めます。
• SSOUserEmail
• AccountEmail
• SSOUserFirstName
• SSOUSerLastName
• AccountName

c.
d.

[アクション] で、[更新] を選択します。
更新する製品の [バージョン] の隣にあるラジオボタンを選択して、[次へ] を選択します。

e.

前に説明したパラメータ値を入力します。[ManagedOrganizationlUnit] には、アカウントがある
OU を選択します。この情報は、AWS Control Tower コンソールの [アカウント] の下にありま
す。
[次へ] を選択します。

f.
g.

変更内容を確認し、[更新] を選択します。このプロセスには、アカウントごとに数分かかること
があります。

ドリフトの解決
Landing Zone を作成するとき、Landing Zone とすべての OU、アカウント、リソースは、選択したガード
レールにより適用されるすべてのガバナンスルールに準拠します。管理者およびユーザーが Landing Zone
を使用するとき、このコンプライアンス状況に変更が発生する可能性があります。一部の変更は偶発的に
なされますが、時間的制約のある操作上のイベントに対応するために意図的になされる場合もあります。
いずれにしても、変更によりコンプライアンスが複雑になる可能性があります。
変更や設定の更新が必要なリソースを識別するドリフト検出を使用して、ドリフトを解決できます。ドリ
フトの解決は、ガバナンス規制の遵守に役立ち、マスターアカウント管理者の通常のオペレーションタス
クです。詳細については、「AWS Control Tower でのドリフトの検出および解決 (p. 57)」を参照してくだ
さい。
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制限
この章では、AWS Control Tower を使用するときに注意すべき AWS のサービス制限を取り上げます。
サービス制限の問題により Landing Zone を設定できない場合は、AWS サポート にお問い合わせくださ
い。

統合サービスの制限
AWS のサービスにはそれぞれ異なる制限があります。サービスの制限は、サービスのドキュメントに記載
されています。詳細については、以下の関連リンクを参照してください。
• AWS CloudFormation – AWS CloudFormation の制限
• AWS CloudTrail – AWS CloudTrail での制限
• Amazon CloudWatch – CloudWatch の制限
• AWS Config – AWS Config の制限
• AWS Identity and Access Management – IAM エンティティおよびオブジェクトの制限
• AWS Lambda – AWS Lambda の制限
• AWS Organizations – AWS Organizations の制限
• Amazon Simple Storage Service – バケットの制約と制限
• AWS Service Catalog – AWS Service Catalog のデフォルトサービス制限
• AWS シングルサインオン – AWS SSO での制限
• Amazon Simple Notification Service – Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) の制限
• AWS Step Functions – の制限
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チュートリアル
この章では、AWS Control Tower の使用に役立つチュートリアルの手順が含まれています。

トピック
• ウォークスルー: AWS Control Tower マネージドリソースのクリーンアップ (p. 77)
• チュートリアル: VPC を使用せずに AWS Control Tower を設定する (p. 81)

ウォークスルー: AWS Control Tower マネージドリ
ソースのクリーンアップ
Landing Zone を設定したとき、ユーザーに代わって AWS Control Tower により Landing Zone でリソース
とサービスがプロビジョニングされました。たとえば、複数のアカウントを持つ AWS Organizations 組織
や組織単位 (OU) がプロビジョニングされました。また、AWS CloudFormation スタック、スタックセッ
トおよび AWS Organizations ポリシーを使用して、アカウントにガードレールがデプロイされました。
「使用開始」の手順を完了した後、または企業の AWS Control Tower を評価していない場合は、Landing
Zone 設定時に作成したリソースをクリーンアップできます。次の手順では、ライフサイクル目的でこれら
のリソースをクリーンアップする方法を示します。
これらの手順を実行する前に、特に明記されていない限り、Landing Zone のホームリージョンにある
AWS マネジメントコンソール にサインインしている必要があり、Landing Zone を含むマスターアカウン
トの管理者権限を持つ IAM ユーザーとしてサインインしている必要があります。

Warning
これらは、AWS Control Tower 設定にずれガバナンスドリフトを発生させる可能性がある破壊的
なアクションです。これらの手順は、Landing Zone の使用を停止する場合にのみ実行することを
強くお勧めします。
トピック
• SCP の削除 (p. 77)
• StackSets およびスタックの削除 (p. 78)
• ログアーカイブアカウントでの Amazon S3 バケットの削除 (p. 79)
• Account Factory のクリーンアップ (p. 79)
• ロールおよびポリシーのクリーンアップ (p. 80)
• AWS Control Tower クリーンアップのヘルプ (p. 81)

SCP の削除
AWS Control Tower では、ガードレールのサービスコントロールポリシー (SCP) が使用されます。この手
順では、AWS Control Tower に明示的に関連付けられている SCP を削除する方法を示します。
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AWS Organizations SCP を削除するには
1.

Open the 組織 console at https://console.aws.amazon.com/organizations/.

2.

[ポリシー] タブを開き、プレフィックス [aws-guardrails-] のサービスコントロールポリシー (SCP) を
見つけ、SCP ごとに以下を実行します。
a.

関連付けられた OU から SCP をデタッチします。

b.

SCP を削除します。

StackSets およびスタックの削除
AWS Control Tower では、StackSets とスタックを使用して、Landing Zone にあるガードレールに関連す
る AWS Config ルール をデプロイします。次の手順では、これらのリソースを削除する方法を示します。

AWS CloudFormation StackSets を削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/cloudformation で AWS CloudFormation コンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションメニューから [StackSets] を選択します。

3.

プレフィックス AWSControlTower の StackSet ごとに、次の操作を実行します。1 つの StackSet に
複数のアカウントがある場合、これには多少時間がかかることがあります。
a.

ダッシュボード内のテーブルから特定の StackSet を選択します。その StackSet の [プロパティ]
ページが開きます。

b.

ページの下部の [スタック] テーブルで、テーブル内のすべてのアカウントの AWS アカウント ID
を記録します。すべてのアカウントのリストをコピーします。

c.

[Manage StackSet (StackSet の管理)] を選択して、管理ウィザードを開きます。

d.

[アクションの選択] から [Delete stacks (スタックの削除)] を選択し、[次へ] を選択します。

e.

[Set deployment options (デプロイオプションの設定)] の [Specify accounts (アカウントの指定)]
で、[Delete stacks from account (アカウントからスタックを削除する)] を選択します。

f.

テキストフィールドにステップ 3.b で記録した、作成した AWS アカウント ID をコンマで区切っ
て入力します。例: 123456789012、098765431098、など。

g.

[Specify regions (リージョンの指定)] で、[Add all (すべて追加)] を選択し、ページにある他のすべ
てのパラメータはデフォルト設定のままにして、[次へ] を選択します。

h.

[確認] ページで、選択内容を確認し、[スタックの削除] を選択します。

i.

[StackSet properties (StackSet のプロパティ)] ページで、他の StackSets に再度この手順を開始
できます。

4.

[StackSet properties (StackSet のプロパティ)] ページの [スタック] テーブルが空になったとき、プロ
セスが完了しています。

5.

[スタック] テーブルのレコードが空になったら、[Delete StackSet (StackSet の削除)] を選択します。

AWS CloudFormation スタックを削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/cloudformation で AWS CloudFormation コンソールを開きます。

2.

[スタック] ダッシュボードから、[AWSControlTower] というプレフィックスが付いたすべてのスタッ
クを検索します。

3.

テーブル内の各スタックについて、次の操作を行います。
a.

スタックの名前の横にあるチェックボックスを選択します。

b.

[アクション] メニューから、[スタックの削除] を選択します。

c.

表示されたダイアログボックスで、情報が正確であることを確認し、[はい、削除します] を選択
します。
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ログアーカイブアカウントでの Amazon S3 バケット
の削除
次の手順では、[AWSControlTowerExecution アーカイブログ] グループで AWS SSO ユーザーとしてログ
アーカイブアカウントにサインインし、次にログアーカイブアカウントで Amazon S3 バケットを削除す
る方法を示します。

適切なアクセス許可でログアーカイブアカウントにサインインするには
1.

Open the 組織 console at https://console.aws.amazon.com/organizations/.

2.

[アカウント] タブから、[ログアーカイブ] アカウントを選択します。

3.

開いた右側のペインで、ログアーカイブアカウント番号を記録します。

4.

ナビゲーションバーから、アカウント名を選択し、アカウントメニューを開きます。

5.

[Switch Role (ロールの切り替え)] を選択します。

6.

開いたページで、[ アカウント] でログアーカイブアカウントのアカウント番号を指定します。

7.

[ロール] に [AWSControlTowerExecution] と入力します。

8.

[表示名] にテキストを入力します。

9.

お気に入りの [色] を選択します。

10. [Switch Role (ロールの切り替え)] を選択します。

Amazon S3 バケットを削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/s3/ にある Amazon S3 コンソールを開きます。

2.

[aws-controltower] を含むバケット名を検索します。

3.

テーブル内の各バケットについて、次の操作を行います。
a.

テーブル内のバケットのチェックボックスをオンにします。

b.

[Delete] を選択します。

c.

開いたダイアログボックスで、情報が正確であることを確認し、確定するためのバケット名を入
力し、[確認] を選択します。

Account Factory のクリーンアップ
次の手順では、[AWSServiceCatalogAdmins] グループで AWS SSO ユーザーとしてサインイン
し、Account Factory アカウントをクリーンアップする方法を示します。

適切なアクセス許可でマスターアカウントにサインインするには
1.

directory-id.awsapps.com/start の URL でユーザーポータルにアクセスします

2.

[AWS アカウント] から [マスター] アカウントを見つけます。

3.

[AWSServiceCatalogAdminFullAccess] から、[マネジメントコンソール] を選択して、このロールで
AWS マネジメントコンソール にサインインします。

Account Factory をクリーンアップするには
1.

https://console.aws.amazon.com/servicecatalog/ で AWS Service Catalog コンソールを開きます

2.

左のナビゲーションメニューから [ポートフォリオリスト] を選択します。

3.

[ローカルポートフォリオ] テーブルで、[AWS Control Tower Account Factory Portfolio] という名前の
ポートフォリオを検索します。
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4.

そのポートフォリオの名前を選択し、詳細ページに移動します。

5.

ページの [制約] セクションを展開し、製品名 [AWS Control Tower Account Factory] のある制約のラジ
オボタンを選択します。

6.

[制約の削除] を選択します。

7.

表示されたダイアログボックスで、情報が正確であることを確認し、[続行] を選択します。

8.

ページの [製品] セクションから、製品名 [AWS Control Tower Account Factory] のラジオボタンを選択
します。

9.

[製品の削除] を選択します。

10. 表示されたダイアログボックスで、情報が正確であることを確認し、[続行] を選択します。
11. [ユーザー、グループ、およびロール] セクションを展開し、このテーブルのすべてのレコードの
チェックボックスをオンにします。
12. [REMOVE USERS, GROUP OR ROLE (ユーザー、グループ、またはロールを削除)] を選択します。
13. 表示されたダイアログボックスで、情報が正確であることを確認し、[続行] を選択します。
14. 左のナビゲーションメニューから [ポートフォリオリスト] を選択します。
15. [ローカルポートフォリオ] テーブルで、[AWS Control Tower Account Factory Portfolio] という名前の
ポートフォリオを検索します。
16. そのポートフォリオのラジオボタンを選択し、[DELETE PORTFOLIO (ポートフォリオの削除)] を選
択します。
17. 表示されたダイアログボックスで、情報が正確であることを確認し、[続行] を選択します。
18. 左側のナビゲーションメニューで、[製品リスト] を選択します。
19. [管理者製品] ページで、[AWS Control Tower Account Factory] という名前の製品を検索します。
20. 製品を選択して、[Admin product details (Admin 製品の詳細)] ページを開きます。
21. [アクション] から、[Delete product] を選択します。
22. 表示されたダイアログボックスで、情報が正確であることを確認し、[続行] を選択します。

ロールおよびポリシーのクリーンアップ
これらの手順では、Landing Zone の設定時に作成されたロールおよびポリシーをクリーンアップする方法
を示します。

AWS SSO AWSServiceCatalogEndUserAccess ロールを削除するには
1.

AWS シングルサインオン コンソール (https://console.aws.amazon.com/singlesignon/) を開きます。

2.

AWS リージョンを 米国東部（バージニア北部） に変更します。

3.

左のナビゲーションメニューから [AWS アカウント] を選択します。

4.

マスターアカウントのリンクを選択します。

5.

[アクセス権限セット] のドロップダウンを選択し、[AWSServiceCatalogEndUserAccess]、[削除] の順
に選択します。

6.

左側のパネル から [AWS アカウント] を選択します。

7.

[アクセス許可セット] タブを開きます。

8.

[AWSServiceCatalogEndUserAccess] を選択して、削除します。

IAM ロールを削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/iam/ にある IAM コンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションメニューから [ロール] を選択します。

3.

テーブルから [AWSControlTower] という名前のロールを検索します。

4.

テーブル内の各ロールについて、次の操作を行います。
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a.

ロールのチェックボックスをオンにします。

b.

[ロールの削除] を選択します。

c.

表示されたダイアログボックスで、情報が正確であることを確認し、[はい、削除します] を選択
します。

IAM ポリシーを削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/iam/ にある IAM コンソールを開きます。

2.

左のナビゲーションメニューから [ポリシー] を選択します。

3.

テーブルから [AWSControlTower] という名前のポリシーを検索します。

4.

テーブル内の各ポリシーについて、次の操作を行います。
a.

ポリシーのチェックボックスをオンにします。

b.

ドロップダウンメニューから [ポリシーアクション] と [削除] を選択します。

c.

表示されたダイアログボックスで、情報が正確であることを確認し、[削除] を選択します。

AWS Control Tower クリーンアップのヘルプ
このクリーンアッププロセス中に解決できない問題が発生した場合は、AWS サポートにお問い合わせくだ
さい。

チュートリアル: VPC を使用せずに AWS Control
Tower を設定する
このトピックでは、VPC を使用せずに AWS Control Tower アカウントを設定する方法について説明しま
す。
ワークロードに VPC が必要ない場合は、次の操作を実行できます。
• AWS Control Tower マスターアカウント VPC (Virtual Private Cloud) を削除できます。この VPC は、ラ
ンディングゾーンの設定時に作成されます。
• VPC が関連付けられていない新しい AWS Control Tower アカウントが作成されるように、Account
Factory 設定を変更できます。

AWS Control Tower マスターアカウント VPC の削除
AWS Control Tower 外では、すべての AWS のお客様にデフォルトの VPC があります。これは、Amazon
Virtual Private Cloud (Amazon VPC) コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) に表示されます。
デフォルトの VPC は、その名前の末尾に必ず単語 (default) が含まれているため判別できます。
AWS Control Tower ランディングゾーンを設定すると、AWS Control Tower は AWS のデフォルト VPC
を削除し、新しい AWS Control Tower デフォルト VPC を作成します。新しい VPC は AWS Control
Tower マスターアカウントに関連付けられます。このトピックでは、この新しい VPC を Control Tower マ
スターアカウント VPC と呼びます。
AWS Control Tower マスターアカウント VPC を Amazon VPC コンソールで確認する場合は、その名前の
末尾に (default) という単語が 表示されません。複数の VPC がある場合は、割り当てられた CIDR 範囲を
使用して、該当する AWS Control Tower マスターアカウント VPC を特定する必要があります。
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AWS Control Tower マスターアカウント VPC は削除できますが、後で AWS Control Tower で VPC が必
要になった場合は、自分で作成する必要があります。

AWS Control Tower マスターアカウント VPC を削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/vpc/にある Amazon VPC コンソールを開きます。

2.

VPC を検索するか、 AWS Service Catalog のオプションから [VPC] を選択します。VPC ダッシュ
ボードが表示されます。

3.

左側のメニューから、[Your VPCs (自分の VPC)] を選択します。すべての自分の VPC が一覧表示さ
れます。

4.

AWS Control Tower マスターアカウント VPC をその CIDR 範囲で特定します。

5.

VPC を削除するには、[Actions (アクション)]、[Delete VPC (VPC の削除)] の順に選択します。

VPC なしのアカウントを AWS Control Tower で作成
する
エンドユーザーのワークロードに VPC が必要ない場合は、この方法を使用して、VPC が自動作成されな
いユーザーアカウントを設定できます。
AWS Control Tower ダッシュボードから、ネットワーク設定を表示および編集できます。関連付けられた
VPC なしで AWS Control Tower アカウントが作成されるように設定を変更すると、設定を再度変更する
までは、すべての新しいアカウントが VPC なしで作成されます。

VPC なしのアカウントを作成するように Account Factory を設定するには
1.
2.

ウェブブラウザを開いて、https://console.aws.amazon.com/controltower の AWS Control Tower コン
ソールに移動します。
左側のメニューから [Account Factory] を選択します。

3.
4.

Account Factory ページに [Network Configuration (ネットワーク設定)] セクションが表示されます。
後で復元する場合のために、現在の設定を書き留めておきます。

5.
6.

[Network Configuration (ネットワーク設定)] セクションの [Edit (編集)] ボタンを選択します。
[Edit account factory network configuration (Account Factory ネットワーク設定の編集)] ページで、
[VPC Configuration options for new accounts (新しいアカウントの VPC 設定オプション)] セクション
に移動します。
a.

[Internet-accessible subnet (インターネットにアクセスできるサブネット)] のトグルスイッチをオ
フにします。

b.

7.

[Maximum number of private subnets (プライベートサブネットの最大数)] の値を 0 に設定しま
す。
c. [Address range (CIDR) restriction for account VPCs (アカウント VPC のアドレス範囲 (CIDR) 制
限] の値を 10.0.0.0/16 に変更します。
d. [Regions for VPC creation (VPC を作成するリージョン)] 列のすべてのチェックボックスをオフに
します。
[Save] を選択します。

起こり得るエラー
AWS Control Tower マスターアカウント VPC を削除したり、VPC なしのアカウントを作成するように
Account Factory を再設定したりするときは、以下のエラーが起こる場合があるため注意してください。
• 既存のマスターアカウントには、 AWS Control Tower マスターアカウント VPC の依存関係やリソース
が含まれている場合があります。これにより、 削除エラーが発生する可能性があります。
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• VPC なしで新しいアカウントを起動するように設定するときにデフォルトの CIDR を残したままにする
と、リクエストは失敗し、CIDR が無効であるというエラーが発生します。
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トラブルシューティング
AWS Control Tower の使用中に問題が発生した場合は、次の情報を使用して、当社のベストプラクティス
に従って解決できます。発生した問題が次の情報の範囲外である場合、または解決を試みた後にも持続す
る場合は、AWS サポートにお問い合わせください。

ランディングゾーンの起動の失敗
マスターアカウントが作成後 1 時間未満である場合、追加のアカウントを作成すると、問題が発生するこ
とがあります。
実行するアクション
この問題が発生した場合は、E メールを確認してください。確認メールが着信し、応答を待機している
ことがあります。または、1 時間待ってから、もう一度試すことをお勧めします。問題が解決しない場合
は、AWS サポートまでお問い合わせください。

AWS Control Tower 外部で E メールアドレスを変
更しないでください。
共有サービスアカウント (マスターアカウント、監査アカウント、ログアーカイブアカウント) の E メー
ルアドレスは変更しないでください。これらのいずれかの E メールアドレスを変更した場合は、AWS サ
ポートにご連絡ください。
Account Factory で作成されたメンバーアカウントの E メールアドレスは変更できますが、Account
Factory でアカウントを更新することでのみ変更できます。詳細については、「Account Factory アカウン
トの更新 (p. 52)」を参照してください。

アカウントの組織単位を AWS Control Tower 外に
移行しない
AWS Control Tower 内でアカウントの組織単位を移行するには、Account Factory でアカウントを更新する
手順を使用します 。ステップ 4(e) で、現在の組織単位の名前ではなく、アカウントの新しい組織単位の名
前を選択します。
詳細については、「Account Factory アカウントの更新 (p. 52)」を参照してください。
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ドキュメント履歴
• 前回のドキュメント更新日: 2019 年 9 月 6 日
以下の表は、AWS Control Tower ユーザーガイドの重要な変更点をまとめたものです。ドキュメントの更
新に関する通知については、RSS フィードにサブスクライブできます。
update-history-change

update-history-description

追加の予防的ガードレールが
AWS Control Tower で使用でき
るようになりました (p. 85)

AWS Control Tower の予防的
September 6, 2019
ガードレールは、組織およびリ
ソースと、環境との整合性を維持
します。

追加の発見的ガードレールが
AWS Control Tower で使用でき
るようになりました (p. 85)

AWS Control Tower の発見的
August 27, 2019
ガードレールは、組織の状態と
リソースに関する情報を提供しま
す。

AWS Control Tower は一般利用
可能です。 (p. 85)

AWS Control Tower は、マルチ
June 24, 2019
アカウントの AWS 環境を大規模
にセットアップおよび管理する最
も簡単な方法を提供するサービス
です。
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AWS の用語集
最新の AWS の用語については、『AWS General Reference』の「AWS の用語集」を参照してください。
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