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機能

AWS Control Tower とは
AWS Control Tower は、規範的なベストプラクティスに従って、AWS 複数アカウント環境を設定して
管理するための簡単な方法を提供します。AWS Control Tower は、AWS Organizations、AWS Service 
Catalog、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) など、他のいくつかの AWS の
サービスの機能の「オーケストレーション」を行い、1 時間足らずでランディングゾーンを構築します。
リソースは、ユーザーに代わって設定および管理されます。

AWS Control Tower オーケストレーションは、AWS Organizations の機能を拡張します。組織やアカウン
トに、ベストプラクティスからの逸脱であるドリフトをさせないために、AWS Control Tower はコント
ロール (ガードレールと呼ばれることもあります) を適用します。例えば、コントロールを使用して、セ
キュリティログと必要なクロスアカウントアクセス許可が作成され、変更されないようにすることができ
ます。

少数のアカウントをホストしている場合は、アカウントデプロイとアカウントガバナンスを容易にする
オーケストレーションレイヤーを持つことは有益です。AWS Control Tower は、アカウントとインフラス
トラクチャをプロビジョニングする主な方法として採用できます。AWS Control Tower を使用すると、よ
り簡単に企業基準を遵守し、規制要件を満たし、ベストプラクティスに従うことができます。

AWS Control Tower を使用すると、分散チームのエンドユーザーは、Account Factory で設定可能なアカウ
ントテンプレートを使用して、新しい AWS アカウントを迅速にプロビジョニングできます。一方、中央
のクラウド管理者は、すべてのアカウントが、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
していることをモニタリングできます。

つまり、AWS Control Tower 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を提供しま
す。AWS Control Tower での作業、および AWS 複数アカウント戦略で概説されているベストプラクティ
スの詳細については、「AWS マルチアカウント戦略: ベストプラクティスガイダンス (p. 35)」を参照
してください。

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 — ランディングゾーンは、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。

• コントロール — コントロール (ガードレールと呼ばれることもあります) 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。予防コント
ロール、検出コントロール、プロアクティブコントロールの 3 種類があります。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。コントロールの詳細については、「コントロールの仕
組み (p. 10)」を参照してください。

• Account Factory — 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 
には、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 が用意されています。詳細については、「Account Factory でのアカウントのプロビジョニング
と管理 (p. 142)」を参照してください。
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AWS Control Tower と他の AWS 
のサービスとやり取りする方法

• 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ランディングゾーンを継
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コントロール、ポリシーの非準拠の継続的検出に対応
するコントロール、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。

AWS Control Tower と他の AWS のサービスとやり
取りする方法

AWS Control Tower は、AWS Service Catalog、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-
On)、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. 1018)」を参照してください。

AWS Control Tower を他の AWS のサービスと共に、既存のワークロードを AWS に移行するのに役立つ
ソリューションに組み込むことができます。詳細については、「How to take advantage of AWS Control 
Tower and CloudEndure to migrate workloads to AWS」(AWS Control Tower と CloudEndure を活用して
ワークロードを AWS に移行する方法) を参照してください。

構成、ガバナンス、拡張性

• 自動アカウント設定: AWS Control Tower は、AWS Service Catalog のプロビジョニングされた製品の上
に抽象化として構築された Account Factory (または「自動販売機」) を使用して、アカウントのデプロ
イと登録を自動化します。Account Factory は AWS アカウントを作成して登録し、それらのアカウント
にコントロールとポリシーを適用するプロセスを自動化します。

• 集中型ガバナンス: AWS Organizations の機能を活用することで、AWS Control Tower は、複数アカウ
ント環境全体で一貫したコンプライアンスとガバナンスを保証するフレームワークを設定します。AWS 
Organizations サービスは、アカウントの集中的なガバナンスと管理、AWS Organizations API からのア
カウント作成、サービスコントロールポリシー (SCP) など、複数アカウント環境を管理するための不可
欠な機能を提供します。

• 拡張性: AWS Organizations と AWS Control Tower コンソールで直接作業することで、独自の AWS 
Control Tower 環境を構築または拡張できます。既存の組織を登録し、既存のアカウントを AWS Control 
Tower に登録すると、変更が AWS Control Tower に反映されていることがわかります。AWS Control 
Tower ランディングゾーンを更新して、変更を反映させることができます。ワークロードにさらに高度
な機能が必要な場合は、AWS Control Tower と共に他の AWS パートナーソリューションを活用できま
す。

AWS Control Tower を初めてお使いになる方に
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. ランディングゾーンを計画および整理する方法の詳細については、「AWS Control Tower ランディング
ゾーンの計画 (p. 32)」および「AWS Control Tower ランディングゾーンに対する AWS マルチアカ
ウント戦略 (p. 34)」を参照してください。

2. 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 の使用開始方
法 (p. 17)」を参照してください。

3. ドリフトの検出と防止の詳細については、「AWS Control Tower でドリフトを検出および解決す
る (p. 191)」を参照してください。

4. セキュリティの詳細については、「AWS Control Tower のセキュリティ (p. 1027)」を参照してくださ
い。
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5. ランディングゾーン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. 44)」を参照してください。

AWS Control Tower の仕組み
このセクションでは、AWS Control Tower がどのように動作するかを大まかに説明します。ランディング
ゾーンは、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。

AWS Control Tower のランディングゾーンの構造
AWS Control Tower のランディングゾーンの構造は次のとおりです。

• ルート - ランディングゾーン内の他のすべての OU を含む親。
• セキュリティ OU - この OU には、ログアーカイブアカウントと監査アカウントが含まれています。こ

れらのアカウントは、共有アカウントとも呼ばれます。ランディングゾーンを起動するときに、これら
の共有アカウントのカスタマイズした名前を選択できます。また、既存の AWS アカウントをセキュリ
ティとログ記録のために AWS Control Tower に持ち込むオプションもあります。ただし、これらの名前
を後で変更することはできません。また、初回起動後にセキュリティとログ記録のために既存のアカウ
ントを追加することはできません。

• サンドボックス OU - サンドボックス OU は、ランディングゾーンを有効にしている場合にランディ
ングゾーンを起動すると作成されます。このメンバー OU と他のメンバー OU には、ユーザーが AWS 
ワークロードを実行するために使用する登録済みアカウントが含まれています。

• IAM Identity Center ディレクトリ - このディレクトリには、IAM Identity Center ユーザーが格納されま
す。これは、各 IAM Identity Center ユーザーの許可の範囲を定義します。

• IAM Identity Center ユーザー - これらは、ユーザーがランディングゾーンで AWS ワークロードを実行す
るために引き受けることができるアイデンティティです。

ランディングゾーンをセットアップした場合に起きる
こと
ランディングゾーンをセットアップすると、ユーザーに代わって AWS Control Tower が管理アカウントで
次のアクションを実行します。

• AWS Organizations 組織単位 (OU) を 2 つ作成する (セキュリティとサンドボックス (任意)。どちらも組
織のルート構造内に含まれます)。

• セキュリティ OU 内に共有アカウントを 2 つ作成または追加する (ログアーカイブアカウントと監査ア
カウント)。

• 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、IAM Identity Center でクラウドネ
イティブなディレクトリを作成する。

• 必須の予防コントロールをすべて適用してポリシーを実施する。
• 必須の検出コントロールをすべて適用して設定違反を検出する。
• 予防コントロールを管理アカウントには適用しない。
• 管理アカウントを除き、ガードレールを組織全体に適用する。

AWS Control Tower ランディングゾーンおよびアカウント内のリソースの安全な管理

• ランディングゾーンを作成すると、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
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と、ランディングゾーンの状態が不明になります。詳細については、「AWS Control Tower リソースの
作成と変更に関するガイダンス (p. 40)」を参照してください。

• オプションのコントロール (強く推奨されるガイダンスまたは選択的ガイダンス) を有効にした場
合、AWS Control Tower はアカウント内で AWS リソースを作成し、管理します。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、コントロールの状
態が不明になる可能性があります。詳細については、「AWS Control Tower コントロールライブラ
リ (p. 230)」を参照してください。

共有アカウントとは
AWS Control Tower では、ランディングゾーンの共有アカウント (管理アカウント、ログアーカイブアカ
ウント、および監査アカウント) がセットアップ時にプロビジョニングされます。

管理アカウントとは
これは、ランディングゾーン専用に作成したアカウントです。このアカウントは、ランディングゾーンで
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 とコントロールの管理だけでなく、アカ
ウントの Account Factory プロビジョニングに使用することもできます。

Note

AWS Control Tower 管理アカウントから運用ワークロードを実行することはお勧めしません。
ワークロードを実行する別の AWS Control Tower アカウントを作成します。

ランディングゾーンをセットアップすると、管理アカウント内に以下の AWS リソースが作成されます。

AWS のサービス 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 Security

Sandbox

AWS Organizations サービスコントロールポリシー aws-guardrails-*

AWS CloudFormation スタック AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-
MASTER

AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG-MASTER 
(バージョン 2.6 以降)

AWS CloudFormation StackSets AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL (3.0 以
降にはデプロイされません)

AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH

AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG

AWSControlTowerBP-
BASELINE-ROLES

4



AWS Control Tower ユーザーガイド
共有アカウントとは

AWS のサービス リソースタイプ リソース名
AWSControlTowerBP-
BASELINE-SERVICE-ROLES

AWSControlTowerBP-
SECURITY-TOPICS

AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
READ-PROHIBITED

AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
WRITE-PROHIBITED

AWSControlTowerLoggingResources

AWSControlTowerSecurityResources

AWSControlTowerExecutionRole

AWS Service Catalog 製品 AWS Control Tower Account 
Factory

AWS Config アグリゲータ aws-controltower-
ConfigAggregatorForOrganizations

AWS CloudTrail 追跡 aws-controltower-
BaselineCloudTrail

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 のサービス リソースタイプ リソース名

AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-
On)

ディレクトリグループ AWSAccountFactory

AWSAuditAccountAdmins

AWSControlTowerAdmins

AWSLogArchiveAdmins

AWSLogArchiveViewers

AWSSecurityAuditors

AWSSecurityAuditPowerUsers

AWSServiceCatalogAdmins

AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-
On)

許可セット AWSAdministratorAccess

AWSPowerUserAccess

AWSServiceCatalogAdminFullAccess

AWSServiceCatalogEndUserAccess

AWSReadOnlyAccess

AWSOrganizationsFullAccess

Note

AWS CloudFormation StackSet BP_BASELINE_CLOUDTRAIL はランディングゾーンバージョン 
3.0 以降にはデプロイされません。ただし、ランディングゾーンを更新するまでは、ランディング
ゾーンの以前のバージョンに引き続き存在します。

ログアーカイブアカウントとは
このアカウントは、ランディングゾーン内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
定に関するログのリポジトリとして使用されます。

ランディングゾーン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 のサービス リソースタイプ リソース名

AWS CloudFormation スタック StackSet-
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
READ-PROHIBITED-

StackSet-
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
WRITE-PROHIBITED

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-
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AWS のサービス リソースタイプ リソース名
StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-SERVICE-ROLES-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-ROLES-

StackSet-
AWSControlTowerLoggingResources-

AWS Config AWS Config Rules AWSControlTower_AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED

AWSControlTower_AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBIT

AWS CloudTrail 追跡 aws-controltower-
BaselineCloudTrail

Amazon CloudWatch CloudWatch イベントルール aws-controltower-
ConfigComplianceChangeEventRule

Amazon CloudWatch CloudWatch Logs aws-controltower/CloudTrailLogs

/aws/lambda/aws-controltower-
NotificationForwarder

AWS Identity and Access 
Management

ロール aws-controltower-
AdministratorExecutionRole

aws-controltower-
CloudWatchLogsRole

aws-controltower-
ConfigRecorderRole

aws-controltower-
ForwardSnsNotificationRole

aws-controltower-
ReadOnlyExecutionRole

AWSControlTowerExecution

AWS Identity and Access 
Management

ポリシー AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification 
Service

トピック aws-controltower-
SecurityNotifications

AWS Lambda アプリケーション StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-*
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AWS のサービス リソースタイプ リソース名

AWS Lambda 関数 aws-controltower-
NotificationForwarder

Amazon Simple Storage Service バケット aws-controltower-logs-*

aws-controltower-s3-access-logs-
*

監査アカウントとは
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ランディングゾーンのすべて
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。監査アカウ
ントからは、Lambda 関数にのみ付与されるロールを使用して、アカウントをレビューするためにプログ
ラムによってアクセスできます。監査アカウントでは、他のアカウントに手動でログインすることはでき
ません。Lambda 関数とロールの詳細については、「別の AWS アカウントからロールを引き受けるよう
に Lambda 関数を設定する」を参照してください。

ランディングゾーン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 のサービス リソースタイプ リソース名

AWS CloudFormation スタック StackSet-
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
READ-PROHIBITED-

StackSet-
AWSControlTowerGuardrailAWS-
GR-AUDIT-BUCKET-PUBLIC-
WRITE-PROHIBITED-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-SERVICE-ROLES-

StackSet-AWSControlTowerBP-
SECURITY-TOPICS-

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-ROLES-

StackSet-
AWSControlTowerSecurityResources-
*

AWS Config アグリゲータ aws-controltower-
GuardrailsComplianceAggregator
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AWS のサービス リソースタイプ リソース名

AWS Config AWS Config Rules AWSControlTower_AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED

AWSControlTower_AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED

AWS CloudTrail 追跡 aws-controltower-
BaselineCloudTrail

Amazon CloudWatch CloudWatch イベントルール aws-controltower-
ConfigComplianceChangeEventRule

Amazon CloudWatch CloudWatch Logs aws-controltower/CloudTrailLogs

/aws/lambda/aws-controltower-
NotificationForwarder

AWS Identity and Access 
Management

ロール aws-controltower-
AdministratorExecutionRole

aws-controltower-
CloudWatchLogsRole

aws-controltower-
ConfigRecorderRole

aws-controltower-
ForwardSnsNotificationRole

aws-controltower-
ReadOnlyExecutionRole

aws-controltower-
AuditAdministratorRole

aws-controltower-
AuditReadOnlyRole

AWSControlTowerExecution

AWS Identity and Access 
Management

ポリシー AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification 
Service

トピック aws-controltower-
AggregateSecurityNotifications

aws-controltower-
AllConfigNotifications

aws-controltower-
SecurityNotifications

AWS Lambda 関数 aws-controltower-
NotificationForwarder
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コントロールの仕組み
コントロールは、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。各コントロー
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。有効になっている選択的コン
トロールまたは強く推奨されるコントロールを AWS Control Tower コンソールまたは AWS Control Tower 
API からいつでも変更できます。必須コントロールは常に適用され、変更することはできません。

予防コントロールにより、アクションの発生が防止されます。例えば、[Disallow Changes to Bucket 
Policy for Amazon S3 Buckets] (Amazon S3 バケットのバケットポリシーへの変更を不許可にする) とい
う選択的コントロール (以前の名称は [Disallow Policy Changes to Log Archive] (ログアーカイブへのポリ
シーへの変更を不許可にする)) により、ログアーカイブ共有アカウント内で IAM ポリシーを変更できなく
なります。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。

検出コントロールにより、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。例えば、[Detect Whether Encryption is Enabled 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
ムに対して暗号化が有効になっているかどうかを検出する) という強く推奨されるコントロールにより、
暗号化されていない Amazon EBS ボリュームがランディングゾーンの 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。

プロアクティブコントロールは、リソースがアカウントにプロビジョニングされる前に、リソースが会社
のポリシーと目標に準拠しているかどうかを確認します。リソースがポリシーと目標に準拠していない場
合、リソースはプロビジョニングされません。プロアクティブコントロールは、アカウントにデプロイさ
れるリソースを AWS CloudFormation テンプレートを使用して監視します。

AWS をよく理解しているユーザー向け: AWS Control Tower では、予防コントロールはサービスコント
ロールポリシー (SCP) で実装されています。検出コントロールは、AWS Config ルールと共に実装されま
す。プロアクティブコントロールは、AWS CloudFormation フックを使用して実装されます。

関連トピック
• AWS Control Tower のコントロールについて (p. 218)
• AWS Control Tower でドリフトを検出および解決する (p. 191)

AWS Control Tower と StackSets が動作する仕組み

AWS Control Tower は、AWS CloudFormation StackSets を使用して、アカウントのリソースをセット
アップします。各スタックセットには、アカウントに対応する StackInstances があり、アカウントごとに 
AWS リージョンに対応します。AWS Control Tower は、アカウントとリージョンごとに 1 つのスタック
セットインスタンスをデプロイします。

AWS Control Tower は、AWS CloudFormation パラメータに基づいて、特定のアカウントと AWS リー
ジョンに更新を適用します。更新が一部のスタックインスタンスに適用されると、他のスタックインスタ
ンスが OUTDATED ステータスのままになることがあります。これは想定内の正常な動作です。

スタックインスタンスが OUTDATED 状態になった場合は通常、そのスタックインスタンスに対応するス
タックがスタックセットの最新のテンプレートと合致していないことになります。スタックは古いテンプ
レートに残っているため、最新のリソースやパラメータが含まれていない可能性があります。スタックは
まだ完全に使用可能です。

更新時に指定された AWS CloudFormation パラメータに基づいて、想定される動作を簡単にまとめます。

スタックセットの更新にテンプレートへの変更が含まれる場合 (つまり、TemplateBody プロパティ
や TemplateURL プロパティが指定されている場合)、または Parameters プロパティが指定されて
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いる場合、AWS CloudFormation は、指定されたアカウントと AWS リージョンのスタックインスタン
スを更新する前に、すべてのスタックインスタンスのステータスに「OUTDATED」のマークを付けま
す。スタックセットの更新にテンプレートまたはパラメータに対する変更が含まれていない場合、AWS 
CloudFormation は指定されたアカウントとリージョンのスタックインスタンスを更新し、他のすべてのス
タックインスタンスは既存のスタックインスタンスのステータスのまま残します。スタックセットに関連
付けられたすべてのスタックインスタンスを更新するには、Accounts プロパティまたは Regions プロ
パティを指定しないでください。

詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「スタックセットの更新」を参照してくだ
さい。
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用語
ここでは、AWS Control Tower のドキュメントに表示されるいくつかの用語を簡単に確認します。

まず、AWS Control Tower が、このドキュメント全体に出現する「組織」と「組織単位 (OU)」という用語
を含め、AWS Organizations サービスと多くの用語を共有していることを知っておいてください。

• 組織と OU の詳細については、「AWS Organizations の用語と概念」を参照してください。AWS 
Control Tower を初めて使用する場合は、その用語を理解することから始めましょう。

•  AWS Organizations は、AWS でのワークロードの増加とスケールに合わせて環境を一元管理できるよ
うにする AWS のサービスです。AWS Control Tower は、AWS Organizations に依存してアカウントを
作成し、OU レベルで予防コントロールを実施して、一元的な請求を行います。

• AWS Account Factory アカウントは、AWS Control Tower の Account Factory を使用してプロビジョニ
ングされた AWS アカウントです。Account Factory は、アカウントの「自動販売機」と非公式に呼ばれ
ることもあります。

• AWS Control Tower ホームリージョンは、AWS Control Tower ランディングゾーンがデプロイされた 
AWS リージョンです。ホームリージョンは、ランディングゾーン設定で表示できます。

• AWS Service Catalog では、一般的にデプロイされる IT サービスを一元管理できます。このドキュメン
トのコンテキストでは、Account Factory は AWS Service Catalog を使用して、カスタマイズされたブ
ループリントによるアカウントを含む新しい AWS アカウントをプロビジョニングします。

• AWS CloudFormation StackSets は、スタックの機能を拡張するリソースのタイプで、1 回のオペレー
ションと 1 つの CloudFormation テンプレートで、複数のアカウントおよびリージョンにまたがるス
タックを作成、更新、または削除できます。

• スタックインスタンスは、リージョン内のターゲットアカウントのスタックへの参照です。
• スタックは、単一のユニットとして管理できる AWS リソースのコレクションです。
• アグリゲータは、組織内の複数のアカウントおよびリージョンから AWS Config 設定およびコンプライ

アンスデータを収集する AWS Config リソースタイプです。これにより、1 つのアカウント内でこのコ
ンプライアンスデータを表示およびクエリできます。

• コンフォーマンスパック は、AWS Config ルールと修復アクションの集まりで、アカウントやリージョ
ン、または AWS Organizations 組織全体で単一のエンティティとしてデプロイできます。適合パックを
使用して、AWS Control Tower 環境をカスタマイズできます。詳細を説明している技術的なブログにつ
いては、「関連情報」を参照してください。

• ベースライン: アカウントのベースライニングでは、ブループリントとコントロールを設定します。ベー
スライニングのプロセスでは、ブループリント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設定します。AWS Control Tower ベースラインは、登録された
すべてのアカウントに適用するロールに含まれています。

• ブループリント:ブループリントは、いくつかのメタデータをカプセル化するアーティファクトで、
アカウント内にデプロイされるインフラストラクチャコンポーネントを定義します。例えば、AWS 
CloudFormationテンプレートは AWS Control Tower アカウントのブループリントとして使用できます。

• ドリフト: AWS Control Tower によってインストールされ、設定されたリソースの変更。ドリフトのな
いリソースにより、AWS Control Tower が正常に機能できるようになります。

• 非準拠のリソース: 特定の検出コントロールを定義する AWS Config ルールに違反しているリソース。
• 共有アカウント: ランディングゾーンの設定時に AWS Control Tower によって自動的に作成される 3 つ

のアカウント (管理アカウント、ログアーカイブアカウント、監査アカウント) のうちの 1 つ。設定時
に、ログアーカイブアカウントと監査アカウントのカスタマイズされた名前を選択できます。

• メンバーアカウント: メンバーアカウントは、AWS Control Tower 組織に属します。メンバーアカウン
トは、AWS Control Tower に登録または登録解除できます。登録された OU に、登録済みアカウントと
未登録アカウントが混在している場合:
• OU で有効になっている予防コントロールは、未登録アカウントを含む、その OU 内のすべてのアカ

ウントに適用されます。これは、アカウントレベルではなく OU レベルの SCP で予防コントロール
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が実施されるためです。詳細については、AWS Organizations ドキュメントのサービスコントロール
ポリシーの継承を参照してください。

• OU で有効になっている検出コントロールは、未登録アカウントには適用されません。

アカウントは一度に 1 つの組織のメンバーにしかなることができず、その料金はその組織の管理アカウ
ントに請求されます。メンバーアカウントは、組織のルートコンテナに移動できます。

• AWS アカウント: AWS アカウントは、リソースコンテナおよびリソース分離境界として機能しま
す。AWS アカウントは、請求と支払いに関連付けることができます。AWS アカウントは、AWS 
Control Tower のユーザーアカウント (IAM ユーザーアカウントとも呼ばれます) とは異なりま
す。Account Factory のプロビジョニングプロセスによって作成されたアカウントは AWS アカウントで
す。AWS アカウントは、アカウント登録または OU 登録プロセスの一環として AWS Control Tower に
追加することもできます。

• コントロール: コントロール (ガードレールとも呼ばれます) は、AWS Control Tower 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。各コントロールは、1 つのルールを適用します。予防
コントロールは、SCP で実装されます。検出コントロールは、AWS Config ルールと共に実装されま
す。プロアクティブコントロールは、AWS CloudFormation フックを使用して実装されます。詳細につ
いては、「コントロールの仕組み (p. 10)」を参照してください。

• ランディングゾーン: ランディングゾーンは、デフォルトのアカウント、アカウント構造、ネットワー
クおよびセキュリティレイアウトなど、推奨される開始点を提供するクラウド環境です。ランディング
ゾーンから、ソリューションとアプリケーションを利用するワークロードをデプロイできます。

• ネストされた OU: AWS Control Tower のネストされた OU は、別の OU に含まれる OU です。ネストさ
れた OU は、厳密に親を 1 つ持つことができ、各アカウントを厳密に 1 つの OU のメンバーにすること
ができます。ネストされた OU は、階層を作成します。階層内の OU のいずれかにポリシーをアタッチ
すると、その配下にあるすべての OU とアカウントに適用されます。AWS Control Tower のネストされ
た OU 階層は、最大 5 レベルの深さになることができます。

• 親 OU: 階層内の現在の OU のすぐ上にある OU。各 OU は、親 OU を 1 つだけ持つことができます。
• 子 OU: 階層内の現在の OU より下にある OU。OU は、多数の子 OU を持つことができます。
• OU 階層: AWS Control Tower では、ネストされた OU の階層に最大 5 つのレベルを設定できます。ネス

トの順序は、レベルと呼ばれます。階層の最上位は、レベル 1 と呼ばれます。
• 最上位の OU: 最上位の OU は、ルート自体ではなく、ルートの直下にある任意の OU です。ルート

は、OU とは見なされません。

13

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_inheritance_auth.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_inheritance_auth.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/setting-up.html#setting-up-iam


AWS Control Tower ユーザーガイド

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 
のサービスおよびランディングゾーン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。例え
ば、Account Factory でアカウントをプロビジョニングするための Service Catalog と、ランディングゾー
ン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
関する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。

AWS Control Tower のアカウントからエフェメラルワークロードを実行している場合は、AWS Config に
関連するコストが増大する可能性があります。詳細については、「AWS Config 料金表」を参照してくだ
さい。これらのコストの管理の詳細については、AWS アカウント担当者にお問い合わせください。AWS 
Config で AWS Control Tower を使用する方法の詳細については、「AWS Config を使用したリソースの変
更のモニタリング (p. 1053)」を参照してください。

AWS Control Tower の外部にある AWS CloudTrail 証跡を実装した場合は、その証跡を AWS Control 
Tower で使用できます。ただし、AWS Control Tower によって管理される証跡にもオプトインすると、
重複した請求が発生する可能性があります。特別な要件がない限り、外部証跡を設定することはお勧めし
ません。ランディングゾーンのセットアップまたは更新時にオプトインすることを選択した場合、AWS 
Control Tower は管理アカウントで組織レベルの CloudTrail 証跡をセットアップしてアクティブ化しま
す。CloudTrail のコスト管理については、「CloudTrail のコストを管理する」を参照してください。
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AWS にサインアップする

セットアップ
AWS Control Tower を初めて使用する前に、このセクションのステップに従って AWS アカウントを作成
し、AWS Control Tower 管理アカウントを保護してください。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 の使用開始方法 (p. 17)」を参照してください。

AWS にサインアップする
Amazon Web Services (AWS) にサインアップすると、AWS アカウントが、AWS Control Tower を含
む、AWS 内のすべてのサービスに自動的にサインアップされます。AWS アカウントを既にお持ちの場合
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、以下の手順に従ってアカウン
トを作成してください。

AWS アカウント番号を書き留めておきます。他のタスクで必要になります。

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

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

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

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

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

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

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

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

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。
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AWS Control Tower ユーザーガイド
次のステップ

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

管理ユーザーを作成する

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

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

管理ユーザーとしてサインインする

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

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

アカウントのセキュリティ

AWS Control Tower アカウントのセキュリティを保護するベストプラクティスの設定方法に関す
る追加のガイダンスについては、AWS Organizations のドキュメントを参照してください。

• 管理アカウントのベストプラクティス
• メンバーアカウントのベストプラクティス

次のステップ
AWS Control Tower の使用開始方法 (p. 17)

16

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_virtual.html#enable-virt-mfa-for-root
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_virtual.html#enable-virt-mfa-for-root
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/getting-started.html
https://docs.aws.amazon.com/signin/latest/userguide/iam-id-center-sign-in-tutorial.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_best-practices_mgmt-acct.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/best-practices_member-acct.html
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クイックスタートガイド

AWS Control Tower の使用開始方法
この使用開始手順は、AWS Control Tower 管理者を対象としています。ランディングゾーンをセットアッ
プする準備ができたら、この手順に従ってください。開始から完了まで、所要時間は約 30 分です。この
手順は、いくつかの前提条件と 3 つの主なステップを必要とします。

現在 AWS のユーザーであり、AWS Control Tower を初めて使用する場合は、「AWS Control Tower ラン
ディングゾーンの計画 (p. 32)」というセクションを参照してから、先に進むことをお勧めします。

トピック
• AWS Control Tower クイックスタートガイド (p. 17)
• 前提条件: 管理アカウントの起動前自動チェック  (p. 18)
• 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  (p. 20)
• ランディングゾーン設定に対する想定  (p. 20)
• ステップ 2。ランディングゾーンの設定と起動  (p. 21)
• ステップ 3。ランディングゾーンの確認とセットアップ  (p. 26)
• 次のステップ (p. 27)

AWS Control Tower クイックスタートガイド
AWS が初めての場合は、このセクションのステップに従うと、AWS Control Tower の使用をすばやく開
始できます。AWS Control Tower 環境をすぐカスタマイズしたい場合は、「 ステップ 2。ランディング
ゾーンの設定と起動  (p. 21)」を参照してください。

Note

AWS Control Tower は、AWS CloudTrail、AWS Config、Amazon CloudWatch、Amazon 
S3、Amazon VPC などの有料サービスをセットアップします。これらのサービスを使用する
と、料金のページに示す費用が発生する場合があります 有料サービスの使用状況と発生した費用
は、AWS マネジメントコンソールに表示されます。AWS Control Tower 自体に追加の費用が発生
することはありません。

開始する前に

セットアッププロセスの開始前に行うべき最も重要な決定は、ホームリージョンを選択することです。
ホームリージョンは、ほとんどのワークロードを実行したり、ほとんどのデータを保存したりする AWS 
リージョンです。AWS Control Tower ランディングゾーンをセットアップした後では、ホームリージョン
を変更できません。ホームリージョンの選択方法の詳細については、「 ランディングゾーンのセットアッ
プに関する管理上のヒント  (p. 38)」を参照してください。

Note

デフォルトでは、AWS Control Tower は、アカウントを現在運用しているリージョンをホーム
リージョンとして選択します。現在のリージョンは、AWS マネジメントコンソール画面の右上で
確認できます。

クイックスタート手順では、AWS Control Tower 環境のリソースのデフォルト値を受け入れることを前提
としています。これらの選択肢の多くは後で変更できます。いくつかの 1 回限りの選択肢は「 ランディン
グゾーン設定に対する想定  (p. 20)」セクションに示しています。

新しい AWS アカウントを作成すると、AWS Control Tower のセットアップに必要な前提条件が自動的に
満たされます。次の手順に進むことができます。

クイックスタート手順

1. 管理者ユーザー認証情報を使用して AWS マネジメントコンソールにサインインします。

17

http://aws.amazon.com/controltower/pricing/?loc=ft


AWS Control Tower ユーザーガイド
起動前チェック 

2. AWS Control Tower コンソール (https://console.aws.amazon.com/controltower) に移動します。
3. 目的のホームリージョンで作業していることを確認します。
4. [Set up landing zone] (ランディングゾーンの設定) を選択します。
5. コンソールの指示に従い、すべてのデフォルト値を受け入れます。アカウント、ログアーカイブアカ

ウント、監査アカウントの E メールアドレスを入力する必要があります。
6. 選択内容を確認して、[Set up landing zone] (ランディングゾーンの設定) を選択します。
7. AWS Control Tower は、ランディングゾーンのすべてのリソースをセットアップするのに約 30 分か

かります。

環境をカスタマイズする方法など、AWS Control Tower のセットアップ方法の詳細については、次のいく
つかのトピックの手順を参照して従ってください。

Note

初めて使用するときに、セットアップ問題が発生した場合は、AWS サポートに連絡し、診断の支
援を要請してください。

前提条件: 管理アカウントの起動前自動チェック
AWS Control Tower では、ランディングゾーンをセットアップする前に、アカウントで一連の起動前
チェックが自動的に実行されます。これらのチェックは、ランディングゾーンを確立する変更に管理ア
カウントが対応できることを確認するためのものであり、お客様側のアクションは必要ありません。ラン
ディングゾーンをセットアップする前に AWS Control Tower が実行するチェックは次のとおりです。

• AWS アカウントの既存のサービスの制限は、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、「AWS Control Tower の制限とクォータ (p. 28)」を参照してください。

• AWS アカウント は、次の AWS のサービスに登録している必要があります。
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• 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がこれらのサービスに登録されています。

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) (IAM Identity Center) のお客様に対する考慮
事項
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) が既にセットアップ

されている場合、AWS Control Tower ホームリージョンは IAM Identity Center リージョンと同じである
必要があります。
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AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-

On) (IAM Identity Center) のお客様に対する考慮事項

• IAM Identity Center は、組織の管理アカウントにのみインストールできます。
• 選択した ID ソースに基づいて、次の 3 つのオプションが IAM Identity Center ディレクトリに適用され

ます。
• IAM Identity Center ユーザーストア: SSO for AWS Control Tower が IAM Identity Center でセットアッ

プされている場合、AWS Control Tower は IAM Identity Center ディレクトリにグループを作成し、メ
ンバーアカウント用に選択したユーザーに対してこれらのグループへのアクセスをプロビジョニング
します。

• Active Directory: IAM Identity Center for AWS Control Tower が Active Directory でセットアップされて
いる場合、AWS Control Tower は IAM Identity Center ディレクトリを管理しません。新規 AWS アカ
ウントにユーザーやグループを割り当てません。

• 外部 ID プロバイダー: AWS Control Tower for IAM Identity Center が外部 ID プロバイダー (IdP) で
セットアップされている場合、AWS Control Tower は IAM Identity Center ディレクトリにグループ
を作成し、メンバーアカウント用に選択したユーザーに対してこれらのグループへのアクセスをプ
ロビジョニングします。アカウントの作成時に Account Factory の外部 IdP から既存のユーザーを指
定できます。AWS Control Tower は、IAM Identity Center と外部 IdP 間で同じ名前のユーザーを同期
するときに、その新しく発行されたアカウントへのアクセス許可を指定されたユーザーに付与しま
す。AWS Control Tower のデフォルトグループの名前と一致するように外部 IdP にグループを作成す
ることもできます。これらのグループにユーザーを割り当てると、ユーザーが登録済みのアカウント
にアクセスできるようになす。

IAM Identity Center および AWS Control Tower の使用に関する詳細については、「IAM Identity Center 
アカウントと AWS Control Tower に関する注意事項 (p. 1023)」を参照してください。

AWS Config と AWS CloudTrail のお客様にとっての考慮事項
• AWS アカウント では、AWS Config または CloudTrail の組織管理アカウントで、信頼されたアクセ

スを有効にすることはできません。信頼されたアクセスを無効にする方法の詳細については、AWS 
Organizations のドキュメントで信頼されたアクセスを有効または無効にする方法を参照してください。

• AWS Control Tower に登録する予定の既存のアカウントに既存の AWS Config レコーダー、配信チャネ
ル、または集計がセットアップされている場合は、ランディングゾーンのセットアップ後、アカウント
の登録を開始する前にそれらの設定を変更または削除する必要があります。この事前チェックは、ラン
ディングゾーンの起動時に AWS Control Tower 管理アカウントには適用されません。詳細については、
「既存の AWS Config リソースを持つアカウントを登録する (p. 136)」を参照してください。

• AWS Control Tower のアカウントからエフェメラルワークロードを実行している場合は、AWS Config 
に関連するコストが増大する可能性があります。これらのコストの管理の詳細については、AWS アカウ
ント担当者にお問い合わせください。

• AWS Control Tower にアカウントを登録すると、そのアカウントは AWS Control Tower 組織の AWS 
CloudTrail 追跡によって管理されます。アカウントに CloudTrail 追跡の既存のデプロイがある場
合、AWS Control Tower にアカウントを登録する前にアカウントの既存の追跡を削除しない限り、料金
が重複して発生する可能性があります。組織レベルの追跡と AWS Control Tower の詳細については、
「料金 (p. 14)」を参照してください。

Note

起動時に、AWS Control Tower が管理するすべてのリージョンの管理アカウントで、AWS 
Security Token Service (STS) エンドポイントをアクティブにする必要があります。この操作を行
わないと、設定プロセスの途中で起動が失敗する可能性があります。
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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 

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

新しい AWS アカウントでランディングゾーンを設定する場合は、「セットアップ (p. 15)」を参照してく
ださい。

• 新しい共有アカウントを使用してランディングゾーンをセットアップするには、AWS Control Tower 
に、AWS アカウント 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として機能します。つまり、企業内で AWS 
Control Tower に関連する特定の作業を行うさまざまなユーザーの共有 E メールアカウントとなりま
す。

• AWS Control Tower を初めてセットアップし、既存のセキュリティアカウントとログアーカイブアカウ
ントを AWS Control Tower に持ち込む場合は、既存の AWS アカウントの現在の E メールアドレスを入
力できます。

この E メールアドレスは以下に必要です。

• 監査アカウント - このアカウントは、AWS Control Tower によって提供される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ー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 - このアカウントは、ランディングゾーンで登録済み OU 内のすべての登録
済み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。

これらのアカウントは、ランディングゾーンの作成時にセキュリティ OU にセットアップされます。ベス
トプラクティスとして、これらのアカウントでアクションを実行するときは、適切なスコープの許可を持
つ IAM Identity Center ユーザーを使用することをお勧めします。

Note

既存の AWS アカウントを監査アカウントやログアーカイブアカウントとして指定する場合
は、AWS Control Tower の要件と競合するリソースがないことを確認するために、既存のアカ
ウントはいくつかの事前起動チェックに合格する必要があります。これらのチェックが成功しな
い場合、ランディングゾーンのセットアップは成功しない可能性があります。特に、アカウント
には既存の AWS Config リソースが存在してはいけません。詳細については、「既存のセキュリ
ティアカウントまたはログアカウントを使用する際の考慮事項 (p. 126)」を参照してください。

わかりやすくするために、このユーザーガイドでは常に共有アカウントをログアーカイブおよび監査とい
うデフォルト名で参照しています。これらのアカウントをカスタマイズする場合は、このドキュメントを
参照するときに、アカウントに付けたカスタマイズ後の名前に読み替えてください。[Account details] (ア
カウントの詳細) ページでは、カスタマイズした名前でアカウントを参照できます。

Note

AWS マルチアカウント戦略に即して、一部の AWS Control Tower 組織単位 (OU) のデフォルト名
に関する用語を変更中です。こうした名称をわかりやすくするための移行を進めていますが、ま
だ統一されていない部分もあります。セキュリティ OU は以前はコア OU と呼ばれていました。
サンドボックス OU は、以前はカスタム OU と呼ばれていました。

ランディングゾーン設定に対する想定
AWS Control Tower ランディングゾーンをセットアップするプロセスには、複数のステップがありま
す。AWS Control Tower ランディングゾーンには設定可能な側面があります。それ以外の選択肢は、セッ
トアップ後に変更できません。
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ステップ 2。ランディングゾーンの設定と起動 

セットアップ時に設定する主な項目

• セットアップ時に最上位の OU 名を選択できます。また、ランディングゾーンのセットアップ後に 
OU 名を変更することもできます。デフォルトでは、最上位の OU 名は [Security] (セキュリティ) と
[Sandbox] (サンドボックス) です。詳細については、「アーキテクチャが適切に設計された環境をセッ
トアップするためのガイドライン (p. 36)」を参照してください。

• セットアップ時に、AWS Control Tower がデフォルトで作成する共有アカウントの名前 (デフォルトで
はログアーカイブと監査) をカスタマイズできますが、セットアップ後はこれらの名前を変更できませ
ん (これは 1 回限りの選択です)。

• セットアップ時に、オプションとして AWS Control Tower の既存の AWS アカウントを指定し、監査お
よびログアーカイブアカウントとして使用できます。既存の AWS アカウントを指定する予定で、それ
らのアカウントに既存の AWS Config リソースがある場合は、AWS Control Tower にアカウントを登録
する前に、既存の AWS Config リソースを削除する必要があります。(これは 1 回限りの選択です)。

• 初めてセットアップする場合、またはランディングゾーンバージョン 3.0 にアップグレードする場合
は、組織の組織レベル AWS CloudTrail 証跡のセットアップを AWS Control Tower に許可するか、AWS 
Control Tower が管理する証跡をオプトアウトして、独自の CloudTrail 証跡を管理するかを選択できま
す。ランディングゾーンを更新するたびに、AWS Control Tower が管理する組織レベルの証跡をオプト
インまたはオプトアウトできます。

• オプションで、ランディングゾーンを設定または更新する際、Amazon S3 ログバケットとログアクセス
バケットにカスタマイズされた保持ポリシーを設定できます。

• オプションで、事前に定義したブループリントを指定して、AWS Control Tower コンソールでのカスタ
マイズされたメンバーアカウントのプロビジョニングに使用できます。使用できるブループリントがな
い場合は、後でアカウントをカスタマイズできます。「Account Factory Customization (AFC) を使用し
たアカウントのカスタマイズ (p. 150)」を参照してください。

元に戻すことができない設定の選択

• ランディングゾーンをセットアップした後で、ホームリージョンを変更することはできません。
• VPC で Account Factory アカウントをプロビジョニングしている場合、いったん作成した VPC CIDR を

変更することはできません。

ステップ 2。ランディングゾーンの設定と起動
AWS Control Tower ランディングゾーンを起動する前に、最も適切なホームリージョンを決定します。詳
細については、「 ランディングゾーンのセットアップに関する管理上のヒント  (p. 38)」を参照してく
ださい。

Important

AWS Control Tower ランディングゾーンをデプロイした後にホームリージョンを変更するには、
廃止と AWS サポートの支援が必要です。この方法は推奨されません。

AWS Control Tower には、API も、ランディングゾーンを起動するプログラミングによるアクセスもあり
ません。コンソールでランディングゾーンを設定して起動するには、次の一連のステップを実行します。

準備: AWS Control Tower コンソールに移動します。

1. ウェブブラウザを開き、AWS Control Tower コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
controltower) に移動します。

2. コンソールで、AWS Control Tower の目的のホームリージョンで作業していることを確認します。次
に、[Set up your landing zone] (ランディングゾーンを設定する) を選択します。
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ステップ 2a。AWS リージョンの確認と選択
ホームリージョンとして選択した AWS リージョンが正しく指定されていることを確認してくださ
い。AWS Control Tower をデプロイした後で、ホームリージョンを変更することはできません。

セットアッププロセスのこのセクションでは、他にも必要な AWS リージョンを追加できます。必要に応
じて後でリージョンを追加したり、管理対象からリージョンを除外したりできます。

管理する追加の AWS リージョンを選択するには

1. パネルに、現在選択しているリージョンが表示されます。ドロップダウンメニューを開いて、管理で
きる追加のリージョンのリストを表示します。

2. AWS Control Tower で管理できるようにするには、各リージョンの横にあるチェックボックスをオン
にします。ホームリージョンの選択は編集できません。

特定のリージョンへのアクセスを拒否するには

特定の AWS リージョンで AWS リソースやワークロードへのアクセスを拒否するには、リージョン拒否
コントロールのセクションで [Enabled] (有効) を選択します。デフォルトでは、このコントロールの設定
は [Not enabled] (有効でない) になっています。

ステップ 2b。組織単位 (OU) の設定
これらの OU のデフォルト名をそのまま使用する場合には、セットアップを続行するために必要なアク
ションはありません。OU の名前を変更する場合は、フォームフィールドに新しい名前を直接入力しま
す。

• [Foundational OU] (基礎となる OU) - AWS Control Tower は、[Foundational OU] (基礎となる OU) (当初
の名前は [Security OU] (セキュリティ OU)) を利用します。この OU の名前は、初期セットアップ時やそ
の後に OU の詳細ページから変更できます。この [Security OU] (セキュリティ OU) には、2 つの共有ア
カウントが含まれています。デフォルトではログアーカイブアカウントと監査アカウントです。

• [Additional OU] (追加の OU) - AWS Control Tower では、ユーザーに代わって 1 つ以上の追加 OU をセッ
トアップできます。ランディングゾーンに [Security OU] (セキュリティ OU) の他に少なくとも 1 つの
[Additional OU] (追加の OU) をプロビジョニングすることをお勧めします。この追加の OU が開発プロ
ジェクトを対象としている場合は、「アーキテクチャが適切に設計された環境をセットアップするた
めのガイドライン (p. 36)」で示すように、サンドボックス OU という名前にすることをお勧めしま
す。AWS Organizations に既存の OU がある場合は、AWS Control Tower での追加 OU のセットアップ
をスキップするオプションが表示されることがあります。

ステップ 2c。共有アカウント、ログ、および暗号化の
設定
セットアッププロセスのこのセクションでは、共有 AWS Control Tower アカウントにデフォルトで選択さ
れる名前がパネルに表示されます。これらのアカウントは、ランディングゾーンに不可欠な要素です。こ
れらの共有アカウントは移動または削除しないでください。セットアップ時に、監査アカウントとログ
アーカイブアカウントの名前をカスタマイズできます。または、1 回限りのオプションとして、既存の 
AWS アカウントを共有アカウントとして指定することもできます。

ログアーカイブアカウントと監査アカウントに一意の E メールアドレスを指定する必要があります。ま
た、以前に管理アカウントに指定した E メールアドレスを確認できます。[Edit] (編集) ボタンをクリック
して、編集可能なデフォルト値を変更します。
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共有アカウントについて

• 管理アカウント - AWS Control Tower 管理アカウントはルートレベルの一部です。管理アカウントで
は、AWS Control Tower の請求が許可されています。また、ランディングゾーンの管理者許可もあり
ます。AWS Control Tower では、請求用と管理者許可用に個別のアカウントを作成することはできませ
ん。

管理アカウントに表示される E メールアドレスは、セットアップのこのフェーズでは編集できません。
これは確認として表示されます。そのため、複数のアカウントを持っている場合には、正しい管理アカ
ウントを編集していることを確認できます。

• 2 つの共有アカウント - この 2 つのアカウントの名前をカスタマイズできます。またま、自分のアカウ
ントを持ち込んで、新規または既存を問わず、アカウントごとに一意の E メールアドレスを指定する
ことができます。AWS Control Tower で新しい共有アカウントを自動的に作成する場合は、これらの E 
メールアドレスが AWS アカウントに既に関連付けられていないかどうかを確認する必要があります。

共有アカウントを設定するには、リクエストされた情報を入力します。

1. コンソールで、ログアーカイブという当初のアカウント名を変更して、新しい名前を入力します。こ
のアカウント名は、多くのお客様がデフォルトのままにしています。

2. このアカウントの一意の E メールアドレスを指定します。
3. 監査という当初のアカウント名を変更して、新しい名前を入力します。このアカウント名は、多くの

お客様がセキュリティという名前にすることを選択しています。
4. このアカウントの一意の E メールアドレスを指定します。

オプションでログの保持を設定する
このセットアップのフェーズでは、AWS Control Tower に AWS CloudTrail ログを日単位または年単位で
最大 15 年まで保存するという Amazon S3 バケットの保持ポリシーをカスタマイズできます。ログの保持
をカスタマイズしない場合、デフォルト設定は、標準アカウントのログ記録で 1 年、アクセスログで 10 
年です。この機能は、ランディングゾーン更新または修復時にも使用できます。

オプションで AWS CloudTrail 証跡を設定する
ベストプラクティスとして、ロギングを設定することをお勧めします。AWS Control Tower に組織レベル
の CloudTrail 証跡の設定と管理を許可する場合は、[Opt in] (オプトイン) を選択します。独自の CloudTrail 
証跡またはサードパーティ製のログ作成ツールでログを管理する場合は、[Opt out] (オプトアウト) を選択
します。コンソールで要求された場合は、選択を確認します。ランディングゾーンを更新する際、選択を
変更したり、組織レベルの証跡をオプトイン/オプトアウトできます。

組織レベルおよびアカウントレベルの証跡を含め、独自の CloudTrail 証跡を随時設定および管理できま
す。重複した CloudTrail 証跡を設定すると、CloudTrail イベントがログに記録される時点で重複するコス
トが発生する可能性があります。

AWS KMS keysの設定 (任意)
AWS KMS 暗号化キーを使用してリソースを暗号化および復号する場合は、チェックボックスをオンに
します。既存のキーがある場合は、ドロップダウンメニューに表示される識別子からキーを選択できま
す。[Create a key] (キーの作成) を選択して、新しいキーを生成できます。KMS キーは、ランディング
ゾーンを更新するたびに追加または変更できます。

[Set up landing zone] (ランディングゾーンの設定) を選択した場合、AWS Control Tower は KMS キーを検
証するための事前チェックを実行します。キーは、以下の条件を満たす必要があります。

• 有効
• 対称
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• マルチリージョンキーではない
• ポリシーに正しい許可が追加されている
• キーが管理アカウントにある

キーがこれらの要件を満たしていない場合は、エラーバナーが表示されることがあります。その場合は、
別のキーを選択するか、キーを生成します。次のセクションで説明するように、必ずキーの許可ポリシー
を編集してください。

KMS キーポリシーを更新する

KMS キーポリシーを更新する前に、KMS キーを作成する必要があります。詳細については、「AWS Key 
Management Service デベロッパーガイド」の「キーポリシーの作成」を参照してください。

AWS Control Tower で KMS キーを使用するには、AWS Config と AWS CloudTrail に必要最小限のアクセ
ス許可を追加して、デフォルトの KMS キーポリシーを更新する必要があります。ベストプラクティスと
して、どのポリシーでも必要最小限のアクセス許可を付与することをお勧めします。KMS キーポリシーを
更新する場合、権限を 1 つの JSON ステートメントまたは行単位でグループとして追加できます。

手順では、AWS Config と CloudTrail が暗号化に AWS KMS を使用できるようにするポリシーステートメ
ントを追加して、AWS KMS コンソールでデフォルトの KMS キーポリシーを更新する方法について説明
します。ポリシーステートメントには、次の情報を含める必要があります。

• YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID – AWS Control Tower を設定する管理アカウントの ID。
• YOUR-HOME-REGION – AWS Control Tower をセットアップするときに選択するホームリージョン。
• YOUR-KMS-KEY-ID – ポリシーで使用される KMS キー ID。

KMS キーポリシーを更新するには

1. https://console.aws.amazon.com/kms で AWS KMS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[カスタマーマネージドキー] を選択します。
3. テーブルで、編集するキーを選択します。
4. [キーポリシー] タブで、キーポリシーを表示できることを確認します。キーポリシーが表示されない

場合は、[ポリシービューへの切り替え] を選択します。
5. [編集] を選択し、AWS Config と CloudTrail の次のポリシーステートメントを追加してデフォルトの 

KMS キーポリシーを更新します。

AWS Config ポリシーステートメント

{ 
    "Sid": "Allow Config to use KMS for encryption", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:Decrypt", 
        "kms:GenerateDataKey" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-KMS-
KEY-ID"
}

CloudTrail ポリシーステートメント

{ 
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    "Sid": "Allow CloudTrail to use KMS for encryption", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-KMS-
KEY-ID", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-
ACCOUNT-ID:trail/aws-controltower-BaselineCloudTrail" 
        }, 
        "StringLike": { 
            "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:*:YOUR-
MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/*" 
        } 
    }
}

6. [Save changes] (変更の保存) をクリックします。

KMS キーポリシーの例

次のポリシー例は、AWS Config と CloudTrail に必要最小限のアクセス許可を付与するポリシーステート
メントを追加した後の KMS キーポリシーがどのようになるかを示しています。サンプルポリシーには、
デフォルトの KMS キーポリシーは含まれていません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "CustomKMSPolicy", 
    "Statement": [ 
        { 
        ... YOUR-EXISTING-POLICIES ... 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow Config to use KMS for encryption", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "config.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-
KMS-KEY-ID" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow CloudTrail to use KMS for encryption", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:GenerateDataKey*", 
                "kms:Decrypt" 
              ], 
            "Resource": "arn:aws:kms:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:key/YOUR-
KMS-KEY-ID", 
            "Condition": { 
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                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:YOUR-HOME-REGION:YOUR-MANAGEMENT-
ACCOUNT-ID:trail/aws-controltower-BaselineCloudTrail" 
                }, 
                "StringLike": { 
                    "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:*:YOUR-
MANAGEMENT-ACCOUNT-ID:trail/*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
} 
                     

その他のポリシーの例については、以下のページを参照してください。

• 暗号化権限の付与 (AWS CloudTrail ユーザーガイド)
• サービスでリンクされたロールの使用時 (S3 バケット配信) の KMS キーに必要なアクセス許可 (AWS 

Config 開発者ガイド)

攻撃者からの保護

他の AWS のサービスプリンシパルにアクセス許可を付与するときに攻撃者から保護する方法の
詳細については、「ロールの信頼関係のオプションの条件 (p. 93)」を参照してください。ポ
リシーに特定の条件を追加することで、混乱した代理攻撃と呼ばれる特定のタイプの攻撃を防ぐ
ことができます。これは、クロスサービス偽装など、エンティティが、より特権のあるエンティ
ティにアクションを実行させる場合に発生します。ポリシー条件に関する一般的な情報について
は、「ポリシーでの条件の指定 (p. 1038)」も参照してください。

AWS Key Management Service (AWS KMS) では、マルチリージョン KMS キーと非対称キーを作成で
きますが、AWS Control Tower では、マルチリージョンキーまたは非対称キーをサポートしていませ
ん。AWS Control Tower は、既存のキーの事前チェックを実行します。マルチリージョンキーまたは非対
称キーを選択すると、エラーメッセージが表示されることがあります。その場合は、AWS Control Tower 
リソースで使用する別のキーを生成してください。

AWS KMS の詳細については、AWS KMS デベロッパーガイドを参照してください。

AWS Control Tower の顧客データは、デフォルトでは SSE-S3 を使用して保存時に暗号化されます。

オプションで、カスタマイズされたメンバーアカウントを設定お
よび作成する
[Create account] (アカウントの作成) ワークフローに従ってメンバーアカウントを作成する場合、オプショ
ンで、事前に定義したブループリントを指定して、AWS Control Tower コンソールでのカスタマイズされ
たメンバーアカウントのプロビジョニングに使用できます。使用できるブループリントがない場合は、後
でアカウントをカスタマイズできます。「Account Factory Customization (AFC) を使用したアカウントの
カスタマイズ (p. 150)」を参照してください。

ステップ 3。ランディングゾーンの確認とセット
アップ

セットアップの次のセクションでは、AWS Control Tower がランディングゾーンに対して求める許可を示
します。チェックボックスをオンにして各トピックを展開します。これらの許可に同意し (複数のアカウ
ントに影響する可能性があります)、利用規約全体に同意するように求められます。
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確定するには

1. コンソールで、[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 Control Tower がアクセス許可を使用し、 リソースを管
理して、ルールを適用することを了承します) を選択します。

2. 選択を確定して起動を初期化するには、[Set up landing zone] (ランディングゾーンの設定) を選択しま
す。

この一連のステップにより、ランディングゾーンセットアッププロセスが開始されます。完了するまでに 
30 分ほどかかる場合があります。セットアップ時に、AWS Control Tower がルートレベル、セキュリティ 
OU、および共有アカウントを作成します。その他の AWS リソースが作成、変更、または削除されます。

SNS サブスクリプションの確認

監査アカウントで指定した E メールアドレス宛に、AWS Control Tower でサポートしているすべ
ての AWS リージョンから「AWS Notification - Subscription Confirmation」 ( 通知 - サブスクリプ
ション確認) という件名の E メールが届きます。監査アカウントでコンプライアンスメールを受
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メール内の
[Confirm subscription] (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、ランディングゾーンがセットアップされ、使用する準備ができました。

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。

• 推奨される管理方法については、「ベストプラクティス」を参照してください。
• 特定のロールと許可を持つ IAM Identity Center ユーザーとグループをセットアップできます。推奨事項

については、「 グループ、ロール、ポリシーを設定する上での推奨事項  (p. 39)」を参照してくださ
い。

• AWS Organizations デプロイから組織とアカウントの登録を開始するには、「既存の組織とアカウント
の管理」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 アカウントをランディングゾーンにプロ
ビジョニングできます。詳細については、「アカウントの設定とプロビジョニングのためのアクセス許
可 (p. 142)」を参照してください。

• AWS Control Tower のコンプライアンス検証 (p. 1046) を確保するために、中央クラウド管理者はログ
アーカイブアカウントのログアーカイブを確認できます。また、指定されたサードパーティー監査人は
セキュリティ OU のメンバーである監査 (共有) アカウントの監査情報を確認できます。

• AWS Control Tower の機能の詳細については、「関連情報」を参照してください。
• AWS Control Tower の機能を使用する方法の詳細については、YouTube 動画のキュレーションリストに

アクセスしてみてください。
• 場合によっては、最新のバックエンド更新プログラムと最新のコントロールを入手してランディング

ゾーンを最新の状態に維持するために、ランディングゾーンを更新する必要があります。詳細について
は、「AWS Control Tower での設定更新管理 (p. 44)」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. 1085)」を参照
してください。

Important

アカウントのルートユーザーの MFA をまだ有効にしていない場合は、すぐに有効にしてくださ
い。ルートユーザーのベストプラクティスの詳細については、「アカウントのルートユーザーを
保護するためのベストプラクティス」を参照してください。
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AWS Control Tower の制限とクォー
タ

この章では、AWS Control Tower を使用するときに注意すべき AWS のサービスの制限とクォータについ
て説明します。サービスクォータの問題によりランディングゾーンをセットアップできない場合は、AWS 
Support にお問い合わせください。

コントロールに固有の制限の詳細については、「コントロールの制限事項 (p. 29)」を参照してくださ
い。

AWS Control Tower の制限事項
このセクションでは、AWS Control Tower の既知の制限事項とサポートされていないユースケースについ
て説明します。

• AWS Control Tower には全体的な同時実行数の制限があります。通常、一度に実行できるオペレーショ
ン数は 1 つです。この制限には次の 2 つの例外があります。
• オプションのコントロールは、非同期プロセスを通じて同時にアクティブ化および非アクティブ化で

きます。呼び出し元がコンソールか API に関係なく、一度に合計最大 10 のコントロール関連のオペ
レーションを実行できます。

• アカウントは、非同期プロセスを通じて Account Factory で同時にプロビジョニング、更新、登録で
き、アカウント関連のオペレーションは同時に 5 つまで実行できます。アカウントの管理を解除する
には、一度に 1 つのアカウントを実行する必要があります。

• セキュリティ OU の共有アカウントの E メールアドレスは変更できますが、これらの変更を AWS 
Control Tower コンソールで確認するには、ランディングゾーンを更新する必要があります。

• AWS Control Tower ランディングゾーンの OU には、OU あたり 5 個の SCP という制限が適用されま
す。

• アカウント数が 300 を超える直接ネストされた既存の OU は、AWS Control Tower に登録または再登録
することはできません。

• AWS Control Tower が利用可能な 22 の商用リージョンすべて (オプトインリージョンを含む) がアク
ティブ化されると、管理を組織単位 (OU) に拡大する際の組織単位 (OU) あたりのアカウント数の上限が
引き下げられます。上限は 300 アカウントではなく 220 アカウントです。この減少は、StackSet の制
限によるものです。アカウント数が 220 を超える OU にガバナンスを拡大する必要がある場合は、有効
になっているリージョンの数を減らしてください。

• CfCT はオプトインリージョンで利用できません。
• コントロール API を呼び出してコントロールをアクティブ化または非アクティブ化する場合、AWS 

Control Tower の EnableControl と DisableControl 更新の同時オペレーション制限は 10 です。完
了するまでコードを調整する必要がある場合があります。

AWS サポートに連絡して、AWS Control Tower の一部のリソースの制限の引き上げをリクエストできま
す。例えば、同時実行できるアカウント関連のオペレーション数の制限を 5 から 10 に引き上げるように
リクエストできます。AWS Control Tower の一部のパフォーマンス特性は、制限の引き上げ後に変更され
る場合があります。たとえば、OU のアカウント数が多いと、OU の更新に時間がかかることがあります。
または、SCP が 5 つある OU でのアクションの完了には、SCP が 3 つある場合よりも時間がかかる可能
性があります。

動画: Automate requests for service limit increase (サービス上限引き上げのリクエストを自動化する)
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この動画 (7:24) では、AWS Control Towerのデプロイのサービス制限の引き上げを自動化する方法につい
て説明します。このビデオではこの他に、組織の AWS エンタープライズサポートへの新規アカウントの
登録を自動化する方法についても説明しています。動画の右下にあるアイコンを選択すると、全画面表示
にできます。字幕を利用できます。

AWS Control Tower でのネストされた OU の管理に関する動画チュートリアル。

この環境で新しいアカウントをプロビジョニングしているときに、ライフサイクルイベントを使用して、
指定された AWS リージョンでのサービス制限引き上げの自動リクエストをトリガーできます。

コントロールの制限事項
SCP などの AWS Control Tower リソースを変更したり、Config レコーダーやアグリゲータなどの AWS 
Config リソースを削除したりすると、AWS Control Tower ではコントロールが設計どおりに機能すること
を保証できなくなります。このため、マルチアカウント環境のセキュリティが危険にさらされる可能性が
あります。変更を行う場合、AWS 責任共有モデルのセキュリティがすべての変更に適用されます。

Note

AWS Control Tower は、ランディングゾーンを更新したときにコントロールの SCP を標準設定
にリセットすることで、環境の完全性が維持されるように支援します。SCP に加えられた可能性
がある変更は、設計により、標準バージョンのコントロールに置き換えられます。

AWS Control Tower のコントロールの中には、AWS Control Tower が利用できる特定の AWS リージョ
ン では動作しないものがあります。これは、これらのリージョンが必要な基本機能をサポートしていない
ためです。この制限は、Security Hub サービスマネージドスタンダード: AWS Control Tower における特
定の検出コントロール、特定のプロアクティブコントロール、および特定のコントロールに影響します。
リージョンの可用性の詳細については、リージョナルサービスリストのドキュメントと Security Hub コン
トロールのリファレンスドキュメントを参照してください。

AWS Control Tower がリージョンとコントロールの制限を管理する方法の詳細については、「AWS オプ
トインリージョンをアクティブ化する際の注意事項 (p. 120)」を参照してください。

各コントロールのリージョンは、AWS Control Tower コンソールで表示できます。

次のオプトイン AWS リージョンは、Security Hub サービスマネージド標準: AWS Control Tower 
の一部であるコントロールをサポートしておらず、CfCT もサポートしていません。

• アジアパシフィック (香港) リージョン、ap-east-1
• アジアパシフィック (ジャカルタ) リージョン、ap-southeast-3
• アジアパシフィック (大阪) リージョン、ap-northeast-3
• 欧州 (ミラノ) リージョン、eu-south-1
• アフリカ (ケープタウン) リージョン、af-south-1
• 中東 (バーレーン) リージョン、me-south-1

次の表は、特定の AWS リージョンでサポートされていない 16 の検出コントロールを示しています。

コントロール識別子 サポートされていないリージョン

AWS-
GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED

ap-northeast-3、ap-southeast-3

AWS-
GR_REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK

ap-northeast-3、ap-southeast-3
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コントロール識別子 サポートされていないリージョン

AWS-
GR_LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED

ap-northeast-3

AWS-GR_EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP ap-northeast-3、ap-southeast-3、af-south-1、eu-
south-1

AWS-
GR_EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK

ap-northeast-3、ap-southeast-3

AWS-GR_NO_UNRESTRICTED_ROUTE_TO_IGW ap-northeast-3、ap-southeast-3

AWS-
GR_SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS

ap-northeast-3、ap-southeast-3、af-south-1、eu-
south-1

AWS-GR_EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP ap-northeast-3、ap-southeast-3

AWS-GR_EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS ap-northeast-3、ap-southeast-3、af-south-1、eu-
south-1、us-west-1

AWS-GR_ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY ap-northeast-3、ap-southeast-3

AWS-GR_RESTRICTED_SSH ap-northeast-3、ap-southeast-3、af-south-1、eu-
south-1

AWS-GR_DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC ap-northeast-3、ap-southeast-3、af-south-1、eu-
south-1

AWS-GR_RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED ap-northeast-3、ap-southeast-3、af-south-1、eu-
south-1

AWS-
GR_SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED

ap-northeast-3、ap-southeast-3

AWS-GR_ENCRYPTED_VOLUMES ap-northeast-3、ap-southeast-3、af-south-1、eu-
south-1

AWS-GR_RESTRICTED_COMMON_PORTS ap-northeast-3、ap-southeast-3、af-south-1、eu-
south-1

AWS クォータについての情報は、「AWS 全般リファレンス」を参照してください。
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AWS Control Tower 管理者向けのベ
ストプラクティス

このトピックは、主に管理アカウントの管理者を対象としています。

管理アカウントの管理者には、AWS Control Tower のコントロールによってメンバーアカウント管理者が
実行できなくなるタスクについて説明する責任があります。このトピックでは、この知識を伝えるための
ベストプラクティスと手順について説明し、AWS Control Tower 環境を効率的に設定して維持するための
その他のヒントを示します。

アクセスについてユーザーに説明する
AWS Control Tower コンソールは、管理アカウントの管理者権限を持つユーザーだけが使用できます。そ
れらのユーザーだけが、ランディングゾーン内で管理作業を実行できます。これは、ベストプラクティス
に従って、ほとんどのユーザーとメンバーアカウント管理者に AWS Control Tower コンソールが表示さ
れることがないことを意味します。管理アカウントの管理者グループのメンバーは、必要に応じて、ユー
ザーとメンバーアカウントの管理者に次の情報を説明する必要があります。

• ユーザーおよび管理者がランディングゾーン内でアクセスできる AWS リソースについて説明します。
• 各組織単位 (OU) に適用される予防コントロールを挙げ、他の管理者がそれに応じて AWS ワークロード

を計画および実行できるようにします。

リソースアクセスについて説明する
一部の管理者や他のユーザーは、ランディングゾーン内でアクセスできる AWS リソースについての説明
を必要としている場合があります。このアクセスには、プログラムによるアクセスとコンソールベースの
アクセスが含まれます。一般に、AWS リソースの読み取りアクセスと書き込みアクセスが許可されていま
す。AWS 内で作業を実行するユーザーには、ジョブを実行するのに必要な特定のサービスへのアクセスレ
ベルが必要です。

AWS 開発者などの一部のユーザーは、エンジニアリングソリューションを作成できるように、アクセスで
きるリソースについて知っておく必要があります。AWS のサービスで実行されるアプリケーションのエン
ドユーザーなど、他のユーザーは、ランディングゾーン内の AWS リソースについて知る必要はありませ
ん。

AWS には、ユーザーの AWS リソースアクセスの範囲を特定するツールが用意されています。ユーザーの
アクセスの範囲を特定したら、組織の情報管理ポリシーに従って、その情報をユーザーと共有できます。
これらのツールの詳細については、以下のトピックを参照してください。

• AWS Access Advisor - AWS Identity and Access Management (IAM) Access Advisor ツールを使用する
と、ユーザー、ロール、グループなどの IAM エンティティが前回 AWS のサービスを呼び出したとき
のタイムスタンプを分析することにより、開発者が持っている許可を判断できます。サービスアクセ
スを監査して不要な許可を削除したり、必要に応じてプロセスを自動化したりできます。詳細について
は、AWS セキュリティのブログ記事を参照してください。

• IAM Policy Simulator - IAM Policy Simulator では、IAM およびリソースベースのポリシーをテストし、
トラブルシューティングできます。詳細については、「IAM Policy Simulator を使用した IAM ポリシー
のテスト」を参照してください。
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• AWS CloudTrail ログ – AWS CloudTrail ログでは、ユーザー、ロール、または AWS のサービスによっ
て実行されたアクションを確認できます。CloudTrail の詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガ
イド」を参照してください。

AWS Control Tower ランディングゾーン管理者が実行したアクションは、ランディングゾーン管理アカ
ウントで確認できます。メンバーアカウント管理者およびユーザーが実行したアクションは、共有ログ
アーカイブアカウントで確認できます。

AWS Control Tower イベントのサマリーテーブルは、[Activity] (アクティビティ) ページで確認できま
す。

予防コントロールについて説明する
予防コントロールにより、組織のアカウントが企業ポリシーへの準拠を維持できるようになります。予
防コントロールのステータスは、適用または無効です。予防コントロールは、サービスコントロールポ
リシー (SCP) を使用してポリシー違反を防止します。これに対して、検出コントロールは、定義された 
AWS Config ルールを使用して、存在するさまざまなイベントまたは状態を通知します。

AWS 開発者など、一部のユーザーは、エンジニアリングソリューションを作成できるように、使用する
アカウントと OU に適用される予防コントロールについて知っておく必要があります。次の手順では、組
織の情報管理ポリシーに従って、適切なユーザーにこの情報を提供する方法に関するガイダンスを示しま
す。

Note

この手順では、ランディングゾーン内に少なくとも 1 つの子 OU と、少なくとも 1 人の AWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーが既に作成されていることを前
提としています。

知っておく必要があるユーザーに予防コントロールを示すには

1. https://console.aws.amazon.com/controltower/ で AWS Control Tower コンソールにサインインしま
す。

2. 左側のナビゲーションから、[Organization] (組織) を選択します。
3. 表から、該当するコントロールに関してユーザーが情報を必要としているいずれかの OU の名前を選

択します。
4. OU の名前と、この OU に適用されるコントロールを書き留めます。
5. ユーザーが情報を必要としている OU ごとに、前の 2 つのステップを繰り返します。

コントロールとその機能の詳細については、「AWS Control Tower のコントロールについて (p. 218)」
を参照してください。

AWS Control Tower ランディングゾーンの計画
セットアッププロセスを完了すると、AWS Control Tower によって、ランディングゾーンと呼ばれる、ア
カウントに関連付けられたリソースが起動されます。このリソースは、組織とそのアカウントのホームと
して機能します。

Note

組織ごとに 1 つのランディングゾーンをセットアップできます。

ランディングゾーン計画とセットアップ時に従うベストプラクティスについては、「AWS Control Tower 
ランディングゾーンに対する AWS マルチアカウント戦略 (p. 34)」を参照してください。
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AWS Control Tower をセットアップする方法

既存の組織に AWS Control Tower ランディングゾーンをセットアップすることも、AWS Control Tower ラ
ンディングゾーンが含まれる新しい組織を作成することから始めることもできます。

• 既存の組織での AWS Control Tower の起動 (p. 33): このセクションは、既存の AWS Organizations 
が AWS Control Tower によるガバナンスを開始する準備ができているお客様を対象としています。

• 新しい組織での AWS Control Tower の起動 (p. 34): このセクションは、既存の AWS 
Organizations、OU、およびアカウントがないお客様を対象としています。

Note

既に AWS Organizations ランディングゾーンを導入している場合は、AWS Control Tower ガバナ
ンスを既存のランディングゾーンから組織内の既存の OU およびアカウントの一部または全部に
拡張できます。「既存の組織とアカウントの管理」を参照してください。

機能の比較
ここでは、AWS Control Tower を既存の組織に追加する場合と、AWS Control Tower ガバナンスを OU お
よびアカウントに拡張する場合の違いを簡単に比較します。さらに、AWS ランディングゾーンソリュー
ションから AWS Control Tower に移行する場合には、特別な考慮事項が適用されます。

既存の組織への追加について: 既存の組織への AWS Control Tower の追加は、AWS コンソール内で行う
ことができます。この場合、AWS Organizations サービスで作成した組織を既に取得しているものの、ま
だ AWS Control Tower に登録していないため、後でランディングゾーンを追加しようとしているところで
す。

既存の組織にランディングゾーンを追加すると、AWS Control Tower が AWS Organizations レベルで並列
構造をセットアップします。既存の組織内の OU とアカウントは変更しません。

ガバナンスの拡張について: ガバナンスの拡張は既に AWS Control Tower に登録されている 1 つの組織内
にある特定の OU とアカウントに適用されます。つまり、その組織にはランディングゾーンが既に存在し
ていることになります。ガバナンスの拡張とは、登録済みの組織内にある特定の OU とアカウントに制約
が適用されるように AWS Control Tower コントロールを拡張することです。この場合、新しいランディン
グゾーンを起動するのではなく、組織の現在のランディングゾーンを拡張するだけです。

Important

特別な考慮事項: AWS Organizations 向けの AWS ランディングゾーンソリューション (ALZ) を
現在使用している場合は、組織で AWS Control Tower を有効にする前に、AWS ソリューショ
ンアーキテクトにお問い合わせください。AWS Control Tower は、AWS Control Tower がラン
ディングゾーンの現在のデプロイと干渉する可能性があるかどうかを判断する事前チェックを
実行できません。詳細については、「チュートリアル: ALZ から AWS Control Tower に移行す
る (p. 1068)」を参照してください。また、ランディングゾーン間でのアカウントの移動について
は、「アカウントが前提条件を満たしていない場合 (p. 132)」を参照してください。

既存の組織での AWS Control Tower の起動
既存の組織に AWS Control Tower ランディングゾーンをセットアップすると、既存の AWS Organizations 
環境と並行して、すぐに作業を開始できます。AWS Organizations 内に作成された他の OU は、AWS 
Control Tower に登録されていないため変更されません。これらの OU とアカウントは、そのまま使用でき
ます。

AWS Control Tower は、その管理アカウントとして既存の組織の管理アカウントを使用して統合を図りま
す。新しい管理アカウントは不要です。既存の管理アカウントから AWS Control Tower ランディングゾー
ンを起動できます。
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Note

既存の組織で AWS Control Tower をセットアップするには、サービスの制限により、少なくとも 
2 つの追加のアカウントの作成が許可されている必要があります。

AWS Control Tower を既存の組織に追加した場合の影響

AWS Control Tower は、組織に 2 つのアカウント (監査アカウントとログ記録アカウント) を作成します。
これらのアカウントは、チームが行ったアクションの記録を個々のエンドユーザーアカウントに保持しま
す。[Audit] (監査) アカウントと [Log archive] (ログアーカイブ) アカウントは、AWS Control Tower ラン
ディングゾーン内の [Security] (セキュリティ) OU に表示されます。

ランディングゾーンをセットアップすると、AWS Control Tower によって追加されたアカウントが既存の 
AWS Organizations の一部になり、そのため既存の組織の請求対象に含まれるようになります。

機能の概要
既存の AWS Organizations 組織で AWS Control Tower を有効にすると、組織にいくつかの主要な拡張機
能が提供されます。

• AWS Control Tower によって追加されたアカウントは既存の組織の一部になるため、組織のグループ全
体で一括請求が可能になります。

• これにより、OU の 1 つの管理アカウントからすべてのアカウントを管理できます。
• また、既存のアカウントと新しいアカウントにセキュリティとコンプライアンスに関するコントロール

を適用する方法がシンプルになります。

Important

既存の AWS Organizations 組織で AWS Control Tower ランディングゾーンを起動しても、AWS 
Control Tower ガバナンスをその組織から、AWS Control Tower に未登録の他の OU またはアカ
ウントに拡張することはできません。

既存の組織で AWS Control Tower を起動するには、「AWS Control Tower の使用開始方法 (p. 17)」で説
明されているプロセスに従います。

AWS Control Tower が既存の AWS Organizations Organizations とやり取りする方法の詳細については、
「AWS Control Tower で組織とアカウントを管理する (p. 205)」を参照してください。

新しい組織での AWS Control Tower の起動
AWS Control Tower を新規に使用し、AWS Organizations を使用したことがない場合は、「セットアッ
プ (p. 15)」を参照することをお勧めします。

AWS Control Tower は、組織がまだセットアップされていない場合には自動的にセットアップします。

AWS Control Tower ランディングゾーンに対する 
AWS マルチアカウント戦略

AWS 環境とアカウントをどのようにセットアップすれば最良の結果が得られるのか、AWS Control Tower 
のお客様から助言を求められることがよくあります。AWS では、AWS Control Tower ランディングゾー
ンなどの リソースを最大限に活用するために役立つレコメンデーションが「マルチアカウント戦略」とい
う名称でまとめられています。AWS

基本的に、AWS Control Tower は他の AWS のサービスと連携するオーケストレーションレイヤーとして
機能します。こうしたサービスは、AWS アカウントと AWS Organizations に対する AWS マルチアカウ
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ントレコメンデーションを実装する場合に役立ちます。AWS Control Tower は、ランディングゾーンを
セットアップした後も、複数のアカウントとワークロードにわたって企業のポリシーとセキュリティプラ
クティスを維持する場合に役立ちます。

ほとんどのランディングゾーンは時間の経過と共に拡大します。AWS Control Tower ランディングゾー
ン内の組織単位 (OU) とアカウントの数が増加するのに合わせて、ワークロードを効果的に編成できるよ
うに AWS Control Tower のデプロイを拡張できます。この章では、AWS マルチアカウント戦略に沿って 
AWS Control Tower ランディングゾーンを計画およびセットアップし、時間の経過と共に拡張する方法に
ついて規範的なガイダンスを提供します。

組織単位のベストプラクティスに関する全般的な説明については、Best Practices for Organizational Units 
with AWS Organizations ( での組織単位のベストプラクティス)を参照してください。

AWS マルチアカウント戦略: ベストプラクティスガイ
ダンス
アーキテクチャが適切に設計された環境の AWS ベストプラクティスでは、リソースとワークロードを複
数の AWS アカウントに分けることをお勧めします。AWS アカウントは独立したリソースコンテナと考え
ることができます。ワークロードを分類する機能と、問題が発生した場合の影響範囲を小さくする機能を
備えています。

AWS アカウントの定義

AWS アカウントは、リソースコンテナおよびリソース分離境界として機能します。

Note

AWS アカウントは、フェデレーションまたは AWS Identity and Access Management (IAM) に
よってセットアップされるユーザーアカウントとは別のものです。

AWS アカウントの詳細

AWS アカウントは、リソースを分離する機能と、AWS ワークロードに対するセキュリティの脅威を封じ
込める機能を備えています。また、請求のメカニズムと、ワークロード環境を管理するためのメカニズム
も備えています。

AWS アカウントは、ワークロードのリソースコンテナを提供するための主要な実装メカニズムです。環境
のアーキテクチャが適切に設計されていれば、複数の AWS アカウントを効果的に管理できるため、複数
のワークロードと環境を管理できます。

AWS Control Tower は、アーキテクチャが適切に設計された環境をセットアップします。その
際、AWS アカウントの他に、複数のアカウントにまたがる環境への変更を管理する場合に役立つ AWS 
Organizations も利用されます。

アーキテクチャが適切に設計された環境の定義

AWS では、アーキテクチャが適切に設計された環境をランディングゾーンで始まる環境であると定義
しています。

AWS Control Tower には、自動的にセットアップされるランディングゾーンがあります。これにより、環
境内の複数のアカウントにわたって企業ガイドラインが確実に遵守されるようにコントロールが適用され
ます。

ランディングゾーンの定義

ランディングゾーンは、デフォルトアカウント、アカウント構造、ネットワーク、セキュリティレ
イアウトなど、推奨される開始点を提供するクラウド環境です。ランディングゾーンから、ソリュー
ションとアプリケーションを利用するワークロードをデプロイできます。
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アーキテクチャが適切に設計された環境をセットアッ
プするためのガイドライン
次のセクションで説明するように、アーキテクチャが適切に設計された環境には次の 3 つの主要なコン
ポーネントがあります。

• 複数の AWS アカウント
• 複数の組織単位 (OU)
• よく計画された構造

複数の AWS アカウントの使用

アーキテクチャが適切に設計された環境をセットアップするには、1 つのアカウントでは不十分です。複
数のアカウントを使用することで、セキュリティ目標とビジネスプロセスを最適にサポートできます。マ
ルチアカウントアプローチを使用する利点は次のとおりです。

• セキュリティコントロール - アプリケーションによってセキュリティプロファイルが異なるため、アプ
リケーションごとに異なるコントロールポリシーとメカニズムが必要です。例えば、監査人と話をし
て、ペイメントカード業界 (PCI) ワークロードをホストしている単一のアカウントを参照した方がはる
かに簡単です。

• 分離 - アカウントは、セキュリティ保護の単位です。潜在的なリスクとセキュリティの脅威は、他の
ユーザーに影響を与えることなく、アカウント内に封じ込めることができます。したがって、セキュ
リティのニーズによっては、アカウントを互いに分離する必要があります。例えば、チームによってセ
キュリティプロファイルが異なる場合を考えてみます。

• 多数のチーム — チームごとに責任とリソースニーズが異なります。複数のアカウントをセットアップす
ることで、同じアカウントを使用することがあっても、チームが互いに干渉することはありません。

• データの分離 - データストアとアカウントを分離することで、データにアクセスしてデータストアを管
理できるユーザーの数を制限できます。この分離により、高度にプライベートなデータの不正漏洩を防
ぐことができます。例えば、データを分離すると、一般データ保護規則 (GDPR) の遵守をサポートでき
ます。

• ビジネスプロセス - ビジネス単位または製品によって目的とプロセスがまったく異なることがよくあり
ます。ビジネス固有のニーズに合わせて個々のアカウントを確立できます。

• 請求 - 転送料金など請求レベルで項目を分けるには、アカウントが唯一の方法です。マルチアカウント
戦略は、ビジネス単位、職務チーム、または個々のユーザー間で個別に請求対象項目を作成する場合に
役立ちます。

• クォータ割り当て - AWS クォータはアカウント単位でセットアップされます。アカウントごとにワーク
ロードを分けると、明確に定義された個別のクォータが各アカウント (プロジェクトなど) に与えられま
す。

複数の組織単位の使用

AWS Control Tower およびその他のアカウントオーケストレーションフレームワークでは、アカウント境
界を越えて変更を加えることができます。そのため、AWS ベストプラクティスがクロスアカウントの変更
に対処しますが、こうした変更によって環境が破損したり、セキュリティが損なわれたりする可能性があ
ります。場合によっては、変更の影響がポリシーを超えて環境全体に及ぶことがあります。そのため、少
なくとも本番稼働とステージングという 2 つの必須アカウントをセットアップすることをお勧めします。

また、管理と制御の目的で AWS アカウントを組織単位 (OU) にグループ化することもよくあります。OU 
は、複数のアカウントにわたるポリシーの適用を処理するように設計されています。

最低でも、個別のコントロールとポリシーを使用して、本番稼働環境とは別に本番稼働前 (またはステー
ジング) 環境を作成することをお勧めします。本番稼働環境およびステージング環境は、個別の OU とし
て作成して管理し、個別のアカウントとして請求できます。また、コードのテスト用にサンドボックス 
OU をセットアップすることをお勧めします。
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造を持つ AWS Control Tower の例

ランディングゾーンでの OU 向けに適切に計画された構造の使用

AWS Control Tower では、いくつかの OU が自動的にセットアップされます。ワークロードと要件が時間
の経過と共に拡大するのに伴い、ニーズに合わせて当初のランディングゾーン設定を拡張できます。

Note

以下の例で使用している名前は、マルチアカウント AWS 環境をセットアップする場合に推奨さ
れる AWS 命名規則に従っています。ランディングゾーンのセットアップ後に OU の名前を変更
するには、OU の詳細ページで [Edit] (編集) を選択します。

レコメンデーション

AWS Control Tower で最初の必須の OU (セキュリティ OU) をセットアップした後、ランディングゾーン
に追加の OU をいくつか作成することをお勧めします。

AWS Control Tower でサンドボックス OU と呼ばれる追加の OU を少なくとも 1 つ作成できるようにする
ことをお勧めします。この OU は、ソフトウェア開発環境用です。サンドボックス OU のセットアップを
選択していれば、AWS Control Tower がランディングゾーンの作成時にセットアップします。

ユーザー自身がセットアップできるその他の推奨される OU が 2 つあります。共有サービスとネットワー
クアカウントが含まれるインフラストラクチャ OU と、本番稼働用ワークロードが含まれるワークロード 
OU です。AWS Control Tower コンソールから [Organizational units] (組織単位) ページで他の OU をラン
ディングゾーンに追加できます。

自動的にセットアップされるものを除く推奨される OU

• インフラストラクチャ OU - 共有サービスとネットワークアカウントが含まれます。
Note

AWS Control Tower は、インフラストラクチャ OU を自動的にセットアップしません。
• サンドボックス OU - ソフトウェア開発 OU。例えば、この OU は使用量に固定制限がある場合や、本番

稼働ネットワークに接続されていない場合があります。
Note

AWS Control Tower ではサンドボックス OU をセットアップすることをお勧めします。ただ
し、これは任意です。ランディングゾーン設定の一環として、自動的にセットアップできま
す。

• ワークロード OU - ワークロードを実行するアカウントが含まれます。
Note

AWS Control Tower は、ワークロード OU を自動的にセットアップしません。

詳細については、「Production starter organization with AWS Control Tower」(AWS Control Tower を使用
して作成された本番稼働用スターター組織) を参照してください。

完全なマルチアカウント OU 構造を持つ AWS Control 
Tower の例
AWS Control Tower はネストされた OU 階層をサポートしています。つまり、組織の要件を満たす階層 
OU 構造を作成できます。AWS マルチアカウント戦略のガイダンスに従って AWS Control Tower 環境を
構築できます。

また、AWS マルチアカウントガイダンスに従って適切に機能するシンプルでフラットな OU 構造を構築す
ることもできます。階層 OU 構造を構築できるからといって、必ずそうしなければならないわけではあり
ません。
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• AWS マルチアカウントガイダンスに従って広範でフラットな AWS Control Tower 環境に構築された一
連の OU の例を示す図表については、「Example: Workloads in a Flat OU Structure」 (例: フラットな 
OU 構造のワークロード) を参照してください。

• AWS Control Tower でネストされた OU 構造を使用する方法の詳細については、「AWS Control Tower 
のネストされた OU (p. 207)」を参照してください。

• AWS Control Tower が AWS ガイダンスをどのように遵守しているかについては、AWS ホワイトペー
パーの Organizing Your AWS Environment Using Multiple Accounts (複数のアカウントを使用した AWS 
環境の編成) を参照してください。

リンク先のページにある図表は、他にも多くの基礎 OU と追加 OU が作成されていることを示していま
す。これらの OU は、大規模にデプロイする場合に追加で求められるニーズに対応します。

基礎 OU 列では、次の 2 つの OU が基本構造に追加されています。

• Security_Prod OU - セキュリティポリシーの読み取り専用領域と、ブレークグラスのセキュリティ監査
領域を提供します。

• インフラストラクチャ OU - 以前に推奨されていたインフラストラクチャ OU を Infrastructure_Test (本
番稼働前のインフラストラクチャ用) と Infrastructure_Prod (本番稼働のインフラストラクチャ用) の 2 
つの OU に分けることをお勧めします。

追加 OU 領域では、基本構造にさらにいくつかの OU が追加されています。環境の拡大に合わせて次に作
成することが推奨されている OU は以下のとおりです。

• ワークロード OU - ワークロード OU は、以前は推奨されていましたが、現在は任意となった OU で
す。Workloads_Test (本番稼働前のワークロード用) と Workloads_Prod (本番稼働のワークロード用) の 
2 つの OU に分離されました。

• ポリシーステージング OU - システム管理者はコントロールとポリシーに対する変更をテストしてから
それらを完全に適用できます。

• 停止 OU - 一時的に無効になっている可能性のあるアカウント用のロケーションを提供します。

ルートについて
ルートは OU ではありません。ルートとは、管理アカウント、および組織内のすべての OU とアカウント
のコンテナです。概念的には、ルートにはすべての OU が含まれます。ルートは削除できません。AWS 
Control Tower 内のルートレベルでは、登録済みアカウントを管理することはできません。代わりに、OU 
内の登録済みアカウントを管理します。参考になる図については、AWS Organizations のドキュメントを
参照してください。

ランディングゾーンのセットアップに関する管理上
のヒント

• 最も使用する頻度が高い AWS リージョンをホームリージョンにしてください。
• ランディングゾーンを設定し、ホームリージョン内から Account Factory アカウントをデプロイしま

す。
• 複数の AWS リージョンに料金を支払っている場合、クラウド管理作業の大部分を行ってワークロード

を実行するリージョンにクラウドリソースがあることを確認してください。
• ワークロードとログを同じ AWS リージョンに置くことで、リージョン間でのログ情報の移動と取得に

関連するコストを削減できます。
• 監査および Simple Storage Service (Amazon S3) バケットは、AWS Control Tower の起動元と同じ 

AWS リージョンに作成されます。これらのバケットを移動しないことをお勧めします。
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• ログアーカイブアカウントで独自のログバケットを作成できますが、お勧めできません。AWS Control 
Tower によって作成されたバケットは、必ず残してください。

• Simple Storage Service (Amazon S3) アクセスログは、ソースバケットと同じ AWS リージョンにある
必要があります。

• 起動時に、AWS Control Tower でサポートされているすべてのリージョンについて、管理アカウントで 
AWS Security Token Service (STS) エンドポイントをアクティブ化する必要があります。この操作を行
わないと、設定プロセスの途中で起動が失敗する可能性があります。

• AWS Control Tower のランディングゾーン内のリソースにはタグを追加しないでください。セットアッ
プが失敗します。AWS Control Tower はタグ付けをサポートしていません。

• AWS Control Tower が管理するすべてのアカウントで、多要素認証 (MFA) を有効にすることをお勧めし
ます。

VPC に関する考慮事項

• AWS Control Tower によって作成された VPC は、AWS Control Tower が利用可能な AWS リージョ
ンに限定されます。サポート対象外のリージョンでワークロードを実行する一部のお客様は、Account 
Factory アカウントで作成された VPC を無効にすることをお勧めします。この場合、Service Catalog 
ポートフォリオを使用して新しい VPC を作成するか、必要なリージョンでのみ実行されるカスタム 
VPC を作成することもできます。

• AWS Control Tower によって作成された VPC は、すべての AWS アカウント用に作成されたデフォルト 
VPC とは異なります。AWS Control Tower がサポートされているリージョンでは、AWS Control Tower 
は AWS Control Tower VPC の作成時にデフォルトの VPC を削除します。

• ホーム AWS リージョンでデフォルト VPC を削除する場合、他のすべての AWS リージョンでデフォル
ト VPC を削除することをお勧めします。

グループ、ロール、ポリシーを設定する上での推奨
事項

ランディングゾーンを設定する際には、どのユーザーが特定のアカウントにアクセスする必要があるの
か、その理由を事前に決定することをお勧めします。例えば、セキュリティアカウントはセキュリティ
チームだけがアクセスできるようにし、管理アカウントはクラウド管理者のチームのみがアクセスできる
ようにする必要があります。

このトピックの詳細については、「AWS Control Tower の Identity and Access Management (p. 1029)」
を参照してください。

推奨される制限事項

管理者が AWS Control Tower アクションのみを管理できるようにする IAM ロールまたはポリシーを
設定することで、組織への管理アクセスの範囲を制限できます。推奨されるアプローチは、IAM ポリ
シー arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSControlTowerServiceRolePolicy を使
用することです。AWSControlTowerServiceRolePolicy ロールを有効にすると、管理者は AWS 
Control Tower のみを管理できます。各アカウントには、予防コントロールと SCP を管理するための 
AWS Organizations への適切なアクセス、および検出コントロールを管理するための AWS Config へのア
クセスを含めるようにしてください。

ランディングゾーンで共有監査アカウントを設定する場合は、アカウントの第三者監査人に
AWSSecurityAuditors グループを割り当てることをお勧めします。このグループは、メンバーに読み
取り専用アクセス許可を与えます。アカウントには、監査対象の環境に対する書き込みアクセス許可が
あってはなりません。これは、監査人の職務分離要件の遵守に違反する可能性があるためです。

AWS Control Tower の特定のロールとやり取りするアカウントとリソースを制限するために、ロールの信
頼ポリシーに条件を課すことができます。AWSControlTowerAdmin ロールは幅広いアクセスを許可する
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ため、このロールへのアクセスを制限することを強くお勧めします。詳細については、「ロールの信頼関
係のオプションの条件 (p. 93)」を参照してください。

AWS Control Tower リソースの作成と変更に関する
ガイダンス

AWS Control Tower でリソースを作成および変更する場合は、次のベストプラクティスをお勧めします。
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。

一般的なガイダンス

• 管理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や OU の再登録が
必要になる場合があります。

• セキュリティ組織単位 (OU) の共有アカウント内に作成された AWS Identity and Access Management 
(IAM) 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、「共有アカウントとは (p. 4)」を
参照してください。

• SCP または AWS Security Token Service (AWS STS) による AWS リージョンの使用を禁止しないでく
ださい。禁止した場合、AWS Control Tower が未定義の状態になります。AWS STS でリージョンを禁
止した場合、それらのリージョンでは認証が使用できないため、機能が失敗します。代わりに、コント
ロール「リクエストされた AWS リージョンに基づいて AWS へのアクセスを拒否する (p. 982)」に示
すように、AWS Control Tower の拒否機能のリージョンを使用してください。

• AWS Organizations FullAWSAccess SCP を適用する必要があります。また、他の SCP とマージしな
いでください。この SCP への変更はドリフトとして報告されません。ただし、特定のリソースへのアク
セスが拒否された場合、一部の変更が AWS Control Tower の機能に予期しない影響を与える可能性があ
ります。例えば、SCP がデタッチまたは変更された場合、アカウントは AWS Config レコーダーへのア
クセスを失うか、CloudTrail ログにギャップが生まれます。

• 通常、AWS Control Tower は一度に 1 つのアクションを実行します。1 つのアクションを完了してか
ら、別のアクションを開始する必要があります。例えば、コントロールを有効にするプロセスが進行中
にアカウントをプロビジョニングしようとすると、アカウントのプロビジョニングは失敗します。

Exception:

• AWS Control Tower は、オプションの予防コントロールと検出コントロールをデプロイする同時アク
ションを許可します。「オプションコントロールの同時デプロイ (p. 223)」を参照してください。

• AWS Control Tower は、Account Factory を使用して、アカウントに対して最大 10 の作成、更新、ま
たは登録の同時アクションを許可します。

• アクティブな AWS Config レコーダーを維持します。Config レコーダーを削除すると、検出コント
ロールはドリフトを検出して報告することができません。非準拠のリソースが、情報不足が原因で
[Compliant] (準拠) として報告される可能性があります。

• 登録されていないアカウントであっても、メンバーアカウントから AWSControlTowerExecution
ロールを削除しないでください。削除した場合、これらのアカウントを AWS Control Tower に登録した
り、直接の親 OU を登録したりすることができなくなります。

• AWS Organizations DisableAWSServiceAccess API を使用して、ランディングゾーンを設定した
組織への AWS Control Tower サービスアクセスをオフにしないでください。オフにした場合、AWS 
Organizations からのメッセージサポートがないと、特定の AWS Control Tower ドリフト検出機能が正
しく動作しなくなる可能性があります。これらのドリフト検出機能により、AWS Control Tower は組織
内の組織単位、アカウント、統制のコンプライアンスステータスを正確に報告できます。詳細について
は、AWS Organizations API リファレンスの「API_DisableAWSServiceAccess」を参照してください。
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アカウントと OU に関するヒント

• 登録した各 OU は最大 300 アカウントに設定することをお勧めします。これにより、新しいリージョン
をガバナンス用に構成する場合など、アカウントの更新が必要なときはいつでも [Re-register OU] (OU 
を再登録) 機能によってこれらのアカウントを更新できます。

• OU あたりのアカウント数は 300 に制限されていますが、OU の登録にかかる時間を短縮するには、OU 
あたりのアカウント数を約 150 にしておくことをお勧めします。原則として、OU の登録に必要な時間
は、OU が運用しているリージョンの数に、OU のアカウント数を掛けた数に応じて増加します。

• 概算で、150 個のアカウントを持つ OU は、コントロールの登録と有効化に約 2 時間、再登録には約 1 
時間かかります。また、コントロールが多い OU は、コントロールが少ない OU よりも登録に時間がか
かります。

• OU の登録に長い期間かかることに関する懸念事項の 1 つは、このプロセスが他のアクションをブロッ
クすることです。お客様によっては、各 OU でより多くのアカウントを許可したいため、OU の登録や
再登録に時間がかかっても構わない場合もあります。

ルートユーザーとしてサインインする場合
特定の管理タスクでは、ルートユーザーとしてサインインする必要があります。AWS Control Tower の 
Account Factory によって作成された AWS アカウントに、ルートユーザーとしてサインインできます。

次のアクションを実行するには、ルートユーザーとしてサインインする必要があります。

• アカウント名、ルートユーザーのパスワード、E メールアドレスなど、特定のアカウント設定を変更す
る。詳細については、「AWS Control Tower または AWS Service Catalog で Account Factory アカウン
トを更新して移動する (p. 143)」を参照してください。

• AWS Support プランを変更または有効にする。
• AWS アカウントを閉鎖するには
• ルートユーザーログイン認証情報を必要とするアクションの詳細については、「AWS Account 

Management リファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照してくださ
い。

ルートユーザーとしてサインインするには

1. AWS サインインページを開きます。

アクセスが必要な AWS アカウントの E メールアドレスをお持ちでない場合は、AWS Control Tower 
から入手できます。管理アカウントのコンソールを開き、[Accounts] (アカウント) を選択し、E メー
ルアドレスを探します。

2. アクセスが必要な AWS アカウントの E メールアドレスを入力し、[Next] (次へ) を選択します。
3. [Forgot password?] (パスワードを忘れた場合) を選択して、パスワードリセット手順をルートユー

ザーの E メールアドレスに送信します。
4. ルートユーザーのメールボックスからパスワードリセットの E メールメッセージを開き、指示に従っ

てパスワードをリセットします。
5. AWS サインインページを開き、リセットしたパスワードでサインインします。

AWS Organizations ガイダンス
• AWS Control Tower の管理アカウントおよびメンバーアカウントのセキュリティを保護するためのベ

ストプラクティスに関するガイダンスについては、AWS Organizations ドキュメントを参照してくださ
い。
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• 管理アカウントのベストプラクティス
• メンバーアカウントのベストプラクティス

• AWS Control Tower に登録済みの 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
新するために、AWS Organizations を使用しないでください。これを行うと、コントロールが不明状態
になり、ランディングゾーンの修復や AWS Control Tower で OU の再登録が必要になります。代わり
に、AWS Control Tower が作成した SCP を編集するのではなく、新しい SCP を作成して OU にアタッ
チできます。

• 登録済み OU の外部から個々の登録済みアカウントを AWS Control Tower に移動すると、修正が必要な
ドリフトが発生します。「ガバナンスドリフトのタイプ (p. 194)」を参照してください。

• AWS Organizations を使用して、AWS Control Tower に登録済みの組織内でアカウントを作成、招待、
または移動した場合、それらのアカウントは AWS Control Tower に登録されず、それらの変更は記録さ
れません。SSO を使用してこれらのアカウントにアクセスする必要がある場合は、「メンバーアカウン
トアクセス」を参照してください。

• AWS Organizations を使用して OU を AWS Control Tower によって作成された組織に移動する場合、外
部 OU は AWS Control Tower によって登録されません。

• AWS Control Tower は、AWS Organizations とは異なる方法で許可のフィルタリングを処理します。ア
カウントが AWS Control Tower の Account Factory でプロビジョニングされている場合、エンドユー
ザーは、AWS Control Tower コンソールですべての OU の名前と親を確認できます。これらの名前や親
を AWS Organizations から直接取得する許可を持っている必要はありません。

• AWS Control Tower は、OU の親は表示できるが OU の名前は表示できない許可など、組織に対する混
合アクセス許可をサポートしていません。このため、AWS Control Tower の管理者は完全なアクセス許
可を持つことが期待されます。

• AWS Organizations FullAWSAccess SCP を適用する必要があります。また、他の SCP とマージしな
いでください。この SCP への変更はドリフトとして報告されません。ただし、特定のリソースへのアク
セスが拒否された場合、一部の変更が AWS Control Tower の機能に予期しない影響を与える可能性があ
ります。例えば、SCP がデタッチまたは変更された場合、アカウントは AWS Config レコーダーへのア
クセスを失うか、CloudTrail ログにギャップが生まれます。

• AWS Organizations DisableAWSServiceAccess API を使用して、ランディングゾーンを設定した
組織への AWS Control Tower サービスアクセスをオフにしないでください。オフにした場合、AWS 
Organizations からのメッセージサポートがないと、特定の AWS Control Tower ドリフト検出機能が正
しく動作しなくなる可能性があります。これらのドリフト検出機能により、AWS Control Tower は組織
内の組織単位、アカウント、統制のコンプライアンスステータスを正確に報告できます。詳細について
は、AWS Organizations API リファレンスの「API_DisableAWSServiceAccess」を参照してください。

IAM Identity Center のガイダンス
• AWS Control Tower が ID ソースに基づいて IAM Identity Center と連携する方法の詳細については、こ

のユーザーガイドの「使用開始方法」ページの「起動前チェック」セクションで、「AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) のお客様にとっての考慮事項」を参照してください。

• AWS Control Tower が IAM Identity Center やさまざまなアイデンティティソースとやり取りする動作の
詳細については、「IAM Identity Center ユーザーガイド」の「アイデンティティソースの変更に関する
考慮事項」を参照してください。

• AWS Control Tower および IAM Identity Center の使用に関する詳細については、「AWS IAM Identity 
Center (successor to AWS Single Sign-On) によるユーザーとアクセスの管理 (p. 1022)」を参照してく
ださい。

Account Factory ガイダンス
Account Factory を使用して AWS Control Tower で新しいアカウントをプロビジョニングする際に、問題
が発生する可能性があります。これらの問題のトラブルシューティング方法については、「AWS Control 

42

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_best-practices_mgmt-acct.html
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/best-practices_member-acct.html
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/organizations-member-account-access/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/organizations-member-account-access/
https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/APIReference/API_DisableAWSServiceAccess.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/getting-started-prereqs.html#sso-considerations
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/manage-your-identity-source-considerations.html
https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/manage-your-identity-source-considerations.html


AWS Control Tower ユーザーガイド
SNS トピックのサブスクリプションに関するガイダンス

Tower ユーザーガイド」で「トラブルシューティング」の「新しいアカウントのプロビジョニングに失敗
する (p. 1086)」セクションを参照してください。

IAM ユーザーの代わりにフェデレーションユーザーまたは IAM ロールを作成することをお勧めします。
フェデレーションユーザーと IAM ロールは一時的な認証情報を提供します。IAM ユーザーは長期認証情報
を持っているため、管理が難しい場合があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ア
イデンティティ (ユーザー、ユーザーグループ、ロール)」を参照してください。

Account Factory で新しいアカウントをプロビジョニングするとき、または AWS Control Tower のアカウ
ント登録機能を使用するときに IAM ユーザーまたは IAM Identity Center ユーザーとして認証された場合
は、そのユーザーで AWS Service Catalog ポートフォリオにアクセスできることを確認してください。ア
クセスできない場合は、Service Catalog からのエラーメッセージが表示されることがあります。詳細につ
いては、「AWS Control Tower ユーザーガイド」で「トラブルシューティングセクション」の「起動パス
が見つからないというエラー (p. 1089)」を参照してください。

Note

一度にプロビジョニングできるアカウントは最大 5 個です。

SNS トピックのサブスクリプションに関するガイ
ダンス

• aws-controltower-AllConfigNotifications SNS トピックでは、コンプライアンス通知や 
Amazon CloudWatch イベント通知など、AWS Config によって発行されたすべてのイベントを受け取り
ます。例えば、このトピックでは、コントロール違反が発生したかどうかを示します。また、他のタイ
プのイベントに関する情報も提供します (このトピックが構成されたときに公開する内容については、
「AWS Config」を参照してください。)

• aws-controltower-BaselineCloudTrail 追跡のデータイベントは、aws-controltower-
AllConfigNotifications SNS トピックにも公開されるように設定されています。

• 詳細なコンプライアンス通知を受け取るには、aws-controltower-AllConfigNotifications
SNS トピックをサブスクライブすることをお勧めします。このトピックでは、すべての子アカウントか
らのコンプライアンス通知を集約します。

• ドリフト通知やその他の通知、コンプライアンス通知を受信して、全体的な通知を少なくするに
は、aws-controltower-AggregateSecurityNotifications SNS トピックをサブスクライブす
ることをお勧めします。

• AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) のエラーに関する通知を受け取るには、AFT 
リポジトリの aft_failure_notifications という SNS トピックにサブスクライブできます。例:

resource "aws_sns_topic" "aft_failure_notifications" { 
    name = "aft-failure-notifications" 
    kms_master_key_id = "alias/aws/sns"
}

SNS トピックとコンプライアンスの詳細については、「ドリフトの防止と通知 (p. 227)」を参照してく
ださい。

KMS キーのガイダンス
AWS Control Tower は AWS Key Management Service (AWS KMS) と連携します。オプションで、管理す
る暗号化キーを使用して AWS Control Tower リソースを暗号化および復号化する場合は、AWS KMS keys 
を生成して構成できます。KMS キーは、ランディングゾーンを更新するたびに追加または変更できます。
ベストプラクティスとして、独自の KMS キーを使用し、時々変更することをお勧めします。
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AWS KMS では、マルチリージョン KMS キーと非対称キーを作成できます。ただし、AWS Control Tower 
は、マルチリージョンキーまたは非対称キーをサポートしていません。AWS Control Tower は、既存の
キーの事前チェックを実行します。マルチリージョンキーまたは非対称キーを選択すると、エラーメッ
セージが表示されることがあります。その場合は、AWS Control Tower リソースで使用する別のキーを生
成してください。

AWS CloudHSM クラスターを操作するお客様の場合: CloudHSM クラスターに関連付けられたカスタム
キーストアを作成します。次に、作成した CloudHSM カスタムキーストアにある KMS キーを作成できま
す。この KMS キーを AWS Control Tower に追加できます。

KMS キーのアクセス許可ポリシーを AWS Control Tower で動作させるには、特定の更新を行う必要があ
ります。詳細については、「KMS キーポリシーを更新する (p. 24)」セクションを参照してください。

AWS Control Tower での設定更新管理
ランディングゾーンを最新の状態に保つのは、中央クラウド管理者のチームのメンバーの責任です。ラン
ディングゾーンを更新すると、AWS Control Tower にパッチが適用され、更新されます。さらに、潜在的
なコンプライアンスの問題からランディングゾーンを保護するために、中央クラウド管理者のチームのメ
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。

Note

AWS Control Tower コンソールは、ランディングゾーン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、ランディングゾーンは既に最新です。

次の表に、AWS Control Tower ランディングゾーン更新リリースのリストと、各リリースの説明へのリン
クを示します。

バージョン リリース日 説明

3.1 2023 年 2 月 9 日 ランディングゾーンバージョン 
3.1 (p. 1097)

3.0 2022 年 7 月 26 日 ランディングゾーンバージョン 
3.0 (p. 1102)

2.9 2022 年 4 月 22 日 ランディングゾーンバージョン 
2.9 (p. 1106)

2.8 2022 年 2 月 10 日 ランディングゾーンバージョン 
2.8 (p. 1107)

2.7 2021 年 4 月 8 日 ランディングゾーンバージョン 
2.7

2.6 2020 年 12 月 29 日 ランディングゾーンバージョン 
2.6

2.5 2020 年 11 月 18 日 ランディングゾーンバージョン 
2.5

2.4 なし なし

2.3 2020 年 3 月 5 日 ランディングゾーンバージョン 
2.3

2.2 2019 年 11 月 13 日 ランディングゾーンバージョン 
2.2

44

https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/2021-all.html#version-2.7
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/2021-all.html#version-2.7
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/January-June-2020.html#config-aggregator-12-2020
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/January-June-2020.html#config-aggregator-12-2020
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/January-June-2020.html#region-expansion-11-19-20
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/January-June-2020.html#region-expansion-11-19-20
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/January-June-2020.html#Available_in_Sydney
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/January-June-2020.html#Available_in_Sydney
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/January-December-2019.html#Version-2-2
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/January-December-2019.html#Version-2-2


AWS Control Tower ユーザーガイド
更新について

バージョン リリース日 説明

2.1 2019 年 6 月 24 日 ランディングゾーンバージョン 
2.1

ランディングゾーンを更新するたびに、ランディングゾーンの設定を変更する機会があります。

更新の利点

• 管理対象リージョンを変更できる
• ログの保持ポリシーを変更することができる
• リージョン拒否コントロールを追加または削除できる
• AWS KMS 暗号化キーを適用できる
• 組織レベルの CloudTrail 証跡をアクティブ化または非アクティブ化できる
• ランディングゾーンのドリフト (p. 194)を解決できる

ランディングゾーンを更新すると、AWS Control Tower の最新機能が自動的に提供されます。[Landing 
zone settings] (ランディングゾーン設定) ページで現在のランディングゾーンのバージョンを確認してくだ
さい。

ランディングゾーンを更新するとき、未使用の AWS ID Center (以前の AWS SSO) のマッピングを消去で
きます。詳細については、「Field Notes: Clear Unused IAM Identity Center Mappings Automatically During 
AWS Control Tower Upgrades」(フィールドノート:AWS Control Tower のアップグレード中に未使用の 
IAM ID Center のマッピングを自動的に消去する) を参照してください。

更新と修復の前提条件 — リクエスタ支払いをオフにする

ランディングゾーンを更新または修復する前に、ログアーカイブアカウントの Amazon S3 ログ
記録バケットで、リクエスタ支払い機能が有効になっていないことを確認します。更新または修
復プロセスを開始する前に、この機能をオフにする必要があります。AWS Control Tower がログ
記録バケットを設定するときに、この機能は有効化されません。したがって、この機能をオフに
する必要があるのは、後でユーザーがリクエスタ支払い機能を有効にした場合のみです。詳細に
ついては、「CloudTrail の Amazon S3 バケットポリシー」と「リクエスタ支払いバケットの使
用」を参照してください。

更新について
ガバナンスのドリフトを修正するには、または AWS Control Tower の新しいバージョンに移動するには、
更新が必要です。AWS Control Tower の完全な更新を実行するには、最初にランディングゾーンを更新し
てから、登録済みアカウントを個別に更新する必要があります。3 種類の更新を異なるタイミングで実行
することが必要になる場合があります。

• ランディングゾーンの更新: ほとんどの場合、この種類の更新は、[Landing zone settings] (ランディング
ゾーン設定) ページで [Update] (更新) を選択して実行します。特定の種類のドリフトを修復するには、
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。必要に応じて、[Repair] (修復) を選択できま
す。

• 1 つ以上の個々のアカウントの更新: 関連する情報が変更された場合、または特定の種類のドリフトが発
生した場合は、アカウントを更新する必要があります。アカウントが更新を必要とする場合、アカウン
トのステータスは [Accounts] (アカウント) ページで [Update available] (更新プログラムが利用できます) 
と表示されます。

1 つのアカウントを更新するには、アカウントの詳細ページに移動し、[Update account] (アカウントの
更新) を選択します。アカウントを更新するには、[Re-register OU] (OU を再登録) を選択して手動プロ
セスを使用するか、このページの後のセクションで説明する自動スクリプティングアプローチを使用す
ることもできます。
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• 完全な更新: 完全な更新には、ランディングゾーンの更新が含まれ、その後に登録済み OU に登録され
ているすべてのアカウントの更新が続きます。AWS Control Tower の新しいリリース (2.8、2.9 など) で
は、フルアップデートが必要です。

ランディングゾーンを更新する
AWS Control Tower ランディングゾーンを更新する最も簡単な方法は、[Landing zone settings] (ランディ
ングゾーン設定) ページを使用することです。このページは、AWS Control Tower ダッシュボードの左側
ナビゲーションで [Landing zone settings] (ランディングゾーン設定) を選択すると表示されます。

[Landing zone settings] (ランディングゾーン設定) ページには、ランディングゾーンの現在のバージョ
ンが表示され、利用可能な更新バージョンが一覧表示されます。バージョンを更新する必要がある場合
は、[Update] (更新) ボタンを選択できます。

Note

または、ランディングゾーンを手動で更新することもできます。[Update] (更新) ボタンを使用す
るか手動で処理するかにかかわらず、更新にはほぼ同じ時間がかかります。ランディングゾーン
のみを手動で更新するには、以下のステップ 1 と 2 を参照してください。

手動更新
以下に示しているのは、AWS Control Tower の手動での完全な更新のステップです。個々のアカウントを
更新するには、「コンソールでアカウントを更新する (p. 144)」を参照してください。

OU ごとに任意の数のアカウントを使用して、ランディングゾーンを手動で更新するには

1. ウェブブラウザを開き、AWS Control Tower コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
controltower/home/update) に移動します。

2. ウィザードの情報を確認し、[Update] (更新) を選択します。これにより、ランディングゾーンのバッ
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 30 分と少しかかる可能性があり
ます。

3. メンバーアカウントを更新します (300 を超えるアカウントを含む OU の場合、この手順に従う必要が
あります)。

4. 左側のナビゲーションペインから、[Organization] (組織) を選択します。
5. 各アカウントを更新するには、コンソールでアカウントを更新する (p. 144) に記載されている手順

に従います。

オプションで [Re-register OU] (OU の再登録) を使用してアカウントを更新する

アカウントが 300 未満の登録済み AWS Control Tower OU については、ダッシュボードの [OU 
page] (OU ページ) に移動し、[Re-register OU] (OU を再登録) を選択して、その OU のアカウン
トを更新します。

修復と再登録でドリフトを解決する
ドリフトは、ユーザーおよび組織のメンバーがランディングゾーンを使用する際に発生することが多いで
す。

ドリフト検出は、AWS Control Tower で自動的に行われます。SCP の自動スキャンは、ドリフトを解決す
るために行う必要のある変更や構成の更新を必要とするリソースを特定するのに役立ちます。

ほとんどの種類のドリフトを修復するには、[Landing zone settings] (ランディングゾーン設定) ページで
[Repair] (修復) を選択します。また、OU の [Re-register] (再登録) を選択することで、いくつかの種類のド
リフトを修復することもできます。ドリフトの種類とその解決方法の詳細については、「ガバナンスドリ
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フトのタイプ (p. 194)」と「AWS Control Tower でドリフトを検出および解決する (p. 191)」を参照し
てください。

ロールドリフトの修復が発生する 1 件の特別なケース。必要なロールが利用できない場合、コンソールに
警告ページと、ロールを復元する方法に関するいくつかの指示が表示されます。ロールドリフトが修復さ
れるまで、ランディングゾーンは利用できません。このドリフト修復は、完全なランディングゾーンの修
復と同じではありません。ドリフトの詳細については、すぐに修復すべきドリフトのタイプ (p. 193) と
いうセクションの「必要なロールを削除しない」を参照してください。

Note

ランディングゾーンを完全に修復すると、ランディングゾーンが最新のバージョンにアップグ
レードされます。

自動化によるアカウントのプロビジョニングと更新
AWS Control Tower の各アカウントは、いくつかの方法でプロビジョニングまたは更新できます。

• アカウントは、AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) により、プロビジョニングお
よび更新できます。詳細については、「AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) の概
要 (p. 165)」を参照してください。

• アカウントは、Customizations for AWS Control Tower (CfCT) を使用して更新できます。詳細について
は、「 AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) の概要  (p. 62)」を参照してください。

• スクリプト自動化: API アプローチを使用してアカウントを更新する場合は、Service Catalog の API フ
レームワークと AWS CLI を使用して一括処理でアカウントを更新できます。各アカウントの Service 
Catalog の UpdateProvisionedProduct API を呼び出します。この API を使用して、アカウントを 
1 つずつ更新するスクリプトを書くことができます。ガバナンスのリージョンを追加する場合、このア
プローチの詳細については、ブログ記事「Enabling guardrails in new AWS Regions」(新しい AWS リー
ジョンでのガードレールの有効化) を参照してください。

一度に 5 つまでアカウントを更新できます。少なくとも 1 つのアカウントの更新を無事に完了してか
ら、次のアカウントの更新を開始してください。したがって、アカウントが多くある場合は、処理に時
間がかかることはありますが、複雑ではありません。この方法の詳細については、「チュートリアル: 
Service Catalog API による AWS Control Tower のアカウントプロビジョニングの自動化 (p. 1068)」を
参照してください。

動画チュートリアル

動画チュートリアル (p. 1071) は、スクリプトによるアカウントの自動プロビジョニング用に設
計されていますが、この手順はアカウントの更新にも適用されます。ProvisionProduct API 
の代わりに UpdateProvisionedProduct API を使用します。

スクリプトによるオートメーションの追加のステップとして、AWS Control Tower UpdateLandingZone
ライフサイクルイベントの [Succeed] (成功) ステータスを確認します。これは、動画で説明されているよ
うに個々のアカウントの更新を開始するためのトリガーとして使用します。ライフサイクルイベントは一
連のアクティビティの完了を示すため、このイベントが発生するとランディングゾーンの更新が完了した
ことを意味します。アカウントの更新を開始する前に、ランディングゾーンの更新が完了している必要が
あります。ライフサイクルイベントの操作の詳細については、「ライフサイクルイベント」を参照してく
ださい。

以下も参照してください。

• AWS CloudShell を使用した AWS Control Tower の操作 (p. 49).
• AWS Control Tower でのタスクの自動化  (p. 48).
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AWS Control Tower でのタスクの自
動化

多くのユーザーは、アカウントのプロビジョニング、コントロールの割り当て、監査など、AWS Control 
Tower のタスクを自動化することを好みます。これらの自動アクションは、次のコールを使って設定でき
ます。

• AWS Service Catalog API
• AWS Organizations API
• AWS Control Tower API
• AWS CLI

関連情報 (p. 1093)ページには、AWS Control Tower でタスクを自動化するのに役立つ多くの優れた技術
ブログ記事へのリンクが含まれています。次のセクションでは、タスクの自動化を支援する、この「AWS 
Control Tower ユーザーガイド」の領域へのリンクを示します。

コントロールタスクの自動化

AWS Control Tower API を使用して、コントロール (ガードレールとも呼ばれます) の適用や削除に関する
タスクを自動化できます。詳細については、AWS Control Tower API リファレンスを参照してください。

AWS Control Tower API を使用してオペレーションを実行する方法の詳細については、ブログ記事「AWS 
Control Tower releases API, pre-defined controls to your organizational units」(API Control Tower が、組織
単位向けの事前定義されたコントロールである API をリリース) を参照してください。

アカウントの自動解約

AWS Control Tower のメンバーアカウントの解約は、AWS Organizations API を使用して自動化できま
す。詳細については、「AWS Control Tower のメンバーアカウントを AWS Organizations から解約す
る (p. 148)」を参照してください。

アカウントのプロビジョニングと更新の自動化

AWS Control Tower の Account Factory Customization (AFC) では、ブループリントと呼ばれるカスタマ
イズされた AWS CloudFormation テンプレートを使用して、AWS Control Tower コンソールからアカウン
トを作成できます。このプロセスは、1 つのブループリントを設定した後はパイプラインを維持しなくて
も、新しいアカウントを作成したり、アカウントを繰り返し更新したりできるという意味では、自動化さ
れています。

AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) は、GitOps モデルに従い、AWS Control Tower 
でのアカウントプロビジョニングとアカウント更新のプロセスを自動化します。詳細については、「 AWS 
Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) によるアカウントのプロビジョニング  (p. 160)」を
参照してください。

AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) により、AWS Control Tower のランディングゾーンをカ
スタマイズし、AWS のベストプラクティスに準拠し続けることができます。カスタマイズは、AWS 
CloudFormation テンプレートとサービスコントロールポリシー (SCP) で実装されます。詳細について
は、「 AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) の概要  (p. 62)」を参照してください。
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自動アカウントプロビジョニングの詳細と動画については、「チュートリアル: AWS Control Tower を使
用した自動アカウントプロビジョニング」および「IAM ロールを使用した自動アカウントプロビジョニン
グ」を参照してください。

スクリプトによるアカウントの更新も参照してください。

プログラムによるアカウントの監査

プログラムによるアカウントの監査の詳細については、「Programmatic roles and trust relationships for 
the AWS Control Tower audit account」(AWS Control Tower 監査アカウントのプログラムによるロールと
信頼関係) を参照してください。

その他のタスクの自動化

自動リクエストという方法で特定の AWS Control Tower Service Quotas を増やす方法については、
「Automate Service Limit Increases」 (サービス制限引き上げの自動化) というビデオをご覧ください。

オートメーションと統合のユースケースについて説明している技術的なブログについては、「Automation 
and integration」(オートメーションと統合) を参照してください。

GitHub では 2 つのオープンソースのサンプルが用意されており、セキュリティに関連する特定のオート
メーションタスクに役立ちます。

• aws-control-tower-org-setup-sample というサンプルでは、セキュリティ関連サービスの委任管理者とし
て監査アカウントの設定を自動化する方法について説明しています。

• aws-control-tower-account-setup-using-step-functions というサンプルでは、新規アカウントのプロビ
ジョニングおよび設定時に、ステップ関数を使用してセキュリティのベストプラクティスを自動化する
方法について説明しています。このサンプルには、組織で共有された AWS Service Catalog ポートフォ
リオへのプリンシパルの追加、および新規アカウントへの組織全体の AWS IAM Identity Center グルー
プの自動関連付けが含まれます。また、各リージョンのデフォルトの VPC を削除する方法についても説
明します。

「AWS セキュリティリファレンスアーキテクチャ」には、AWS Control Tower に関連するタスクを自動
化するためのコード例が含まれています。詳細については、「AWS 規範的ガイダンス」のページと関連付
けられた GitHub リポジトリを参照してください。

AWS CLI での作業を容易にする AWS のサービス、AWS CloudShell で AWS Control Tower を使用する方
法については、「AWS CloudShell and the AWS CLI」(AWS CloudShell と AWS CLI) を参照してくださ
い。

AWS Control Tower は AWS Organizations のオーケストレーションレイヤーなので、API と AWS CLI を
使用して他の多くの AWS のサービスを利用できます。詳細については、「AWS の関連サービス」を参照
してください。

AWS CloudShell を使用した AWS Control Tower の
操作

AWS CloudShell は AWS CLI での作業を容易にする AWS のサービスであり、AWS Management Console 
から直接起動できるブラウザベースの事前認証済みシェルです。コマンドラインツールをダウンロードま
たはインストールする必要はありません。好きなシェル (Bash、PowerShell、または Z シェル) から AWS 
Control Tower およびその他の AWS サービスの AWS CLI コマンドを実行できます。

AWS CloudShell から AWS Management Console を起動すると、コンソールへのサインインに使用した 
AWS 認証情報を新しいシェルセッションで使用できるようになります。AWS Control Tower およびその
他の AWS サービスを操作する際は、設定中の認証情報の入力をスキップできます。また、ユーザーが使
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用する AWS CLI バージョン 2 は、シェルのコンピューティング環境にプリインストールされています。
ユーザーは AWS CloudShell を使用して事前認証済みです。

AWS CloudShell の IAM アクセス許可の取得
AWS Identity and Access Management は、アクセス管理リソースを提供し、管理者が IAM ユーザーと 
IAM Identity Center ユーザーに AWS CloudShell へのアクセス許可を付与できるようにします。

管理者がユーザーにアクセス権を付与する最も簡単な方法は、AWS マネージドポリシーを介した方法で
す。AWS マネージドポリシーは、AWS が作成および管理するスタンドアロンポリシーです。CloudShell 
用に次の AWS マネージドポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。

• AWSCloudShellFullAccess: すべての機能へのフルアクセス権のある AWS CloudShell を使用するた
めのアクセス許可を付与します。

IAM ユーザーまたは IAM Identity Center ユーザーが AWS CloudShell を使用して実行できるアクションの
範囲を制限する場合、テンプレートとして AWSCloudShellFullAccess マネージドポリシーを使用する
カスタムポリシーを作成できます。CloudShell でユーザーが使用できるアクションを制限する方法の詳細
については、「AWS CloudShell ユーザーガイド」の「IAM ポリシーを使用して AWS CloudShell へのア
クセスと使用を管理する」を参照してください。

Note

IAM アイデンティティには、AWS Control Tower への呼び出しを行うアクセス許可を付与するポ
リシーも必要です。詳細については、「AWS Control Tower コンソールを使用するために必要な
アクセス許可」を参照してください。

AWS CloudShell を使用した AWS Control Tower の操
作
AWS Management Console から AWS CloudShell を起動すると、コマンドラインインターフェイスからす
ぐに AWS Control Tower の操作を開始できます。AWS CLI コマンドは、CloudShell の標準的な方法で動
作します。

Note

AWS CloudShell で AWS CLI を使用する場合、追加のリソースをダウンロードまたはインストー
ルする必要はありません。ユーザーはシェル内で既に認証されているので、呼び出しを行う前に
認証情報を設定する必要はありません。

AWS CloudShell を起動する

• AWS Management Console から、ナビゲーションバーに表示される次のオプションを選択することで 
CloudShell を起動できます。

• CloudShell アイコンを選択します。
• 検索ボックスに「cloudshell」を入力し始めてから [CloudShell] オプションを選択します。

CloudShell が起動したら、AWS Control Tower の操作に必要な任意の AWS CLI コマンドを入力でき
ます。例えば、AWS Config ステータスを確認できます。

AWS CloudShell を使用して AWS Control Tower のセットアップを支援する

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、ランディングゾーンのホームリージョンにあ
る AWS Management Consoleにサインインしている必要があり、ランディングゾーンを含む管理アカウン
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トの管理者権限を持つ IAM Identity Center ユーザーまたは IAM ユーザーとしてサインインしている必要が
あります。

1. 以下に、AWS CloudShell で AWS Config CLI コマンドを使用して、AWS Control Tower ランディング
ゾーンの設定を開始する前に、設定レコーダーと配信チャネルのステータスを判断する方法を示しま
す。

AWS Config ステータスを確認する

表示コマンド:

• aws configservice describe-delivery-channels

• aws configservice describe-delivery-channel-status

• aws configservice describe-configuration-recorders

• The normal response is something like "name": "default"

2. 既存の AWS Config レコーダーまたは配信チャネルがある場合は、AWS Control Tower ランディング
ゾーンをセットアップする前に削除する必要があります。ここでは、入力できるコマンドをいくつか
示します。

既存の AWS Config リソースを管理する

削除コマンド:

• aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-
name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-
FROM-DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-
name NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

Important

AWS Config の AWS Control Tower リソースは削除しないでください。これらのリソース
が失われると、AWS Control Tower が不整合状態になります。

詳細については、AWS Config のドキュメントを参照してください。

• 設定レコーダーの管理 (AWS CLI)
•

配信チャネルの管理
3. この例は、AWS Organizations の信頼されたアクセスを有効または無効にするために AWS 

CloudShell から入力する AWS CLI コマンドを示しています。AWS Control Tower では、AWS 
Organizations の信頼されたアクセスを有効または無効にする必要はありません。これは単なる例に過
ぎません。ただし、AWS Control Tower でアクションを自動化またはカスタマイズする場合は、他の 
AWS のサービスに対する信頼されたアクセスを有効または無効にする必要があります。

信頼されたサービスのアクセスの有効化または無効化

• aws organizations enable-aws-service-access

• aws organizations disable-aws-service-access

AWS CloudShell を使用して Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを作成します。

以下の例では、AWS CloudShell を使用して Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを作成し、次
に PutObject メソッドを使用して、コードファイルをオブジェクトとしてバケットに追加します。
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1. 指定した AWS リージョンでバケットを作成するには、CloudShell コマンドラインで以下のコマンド
を入力します。

aws s3api create-bucket --bucket insert-unique-bucket-name-here --region us-east-1

コールが成功すると、コマンドラインに次の出力に似たサービスからのレスポンスが表示されます。

{ 
    "Location": "/insert-unique-bucket-name-here"
}

Note

バケット名の命名規則に従わない (小文字しか使用しないなどの) 場合、以下のようなエラー
が表示されます: CreateBucket オペレーションの呼び出し時にエラー (InvalidBucketName) 
が発生しました。指定されたバケットは有効ではありません。

2. ファイルをアップロードし、作成したばかりのバケットにオブジェクトとして追加するに
は、PutObject メソッドを呼び出します。

aws s3api put-object --bucket insert-unique-bucket-name-here --key add_prog --body 
 add_prog.py

オブジェクトが Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに正常にアップロードされると、コマ
ンドラインに次の出力に似たサービスからのレスポンスが表示されます。

{ 
           "ETag": "\"ab123c1:w:wad4a567d8bfd9a1234ebeea56\""}

ETag は、格納されているオブジェクトのハッシュです。これを使用して、Simple Storage Service 
(Amazon S3) にアップロードされたオブジェクトの整合性を確認できます。

AWS CloudFormation での AWS Control Tower リ
ソースの作成

AWS Control Tower は、リソースとインフラストラクチャの作成と管理の所要時間を短縮できるように 
AWS リソースをモデル化して設定するためのサービスである AWS CloudFormation と統合されていま
す。AWS::ControlTower::EnabledControl (コントロールなど)、必要なすべての AWS リソースを記
述するテンプレートを作成します。AWS CloudFormation は、ユーザーに代わってこれらのリソースをプ
ロビジョニングおよび設定します。

AWS CloudFormation を使用すると、テンプレートを再利用して AWS Control Tower リソースを同じよう
に繰り返してセットアップできます。リソースを一度記述するだけで、同じリソースを複数の AWS アカ
ウント とリージョンで何度でもプロビジョニングできます。

AWS Control Tower テンプレートと AWS 
CloudFormation テンプレート
AWS Control Tower および関連サービスのリソースをプロビジョニングして設定するには、AWS 
CloudFormation テンプレートについて理解しておく必要があります。テンプレートは、JSONまたは
YAMLでフォーマットされたテキストファイルです。これらのテンプレートには、AWS CloudFormation 
スタックにプロビジョニングしたいリソースを記述します。JSONやYAMLに不慣れな方は、AWS 
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CloudFormation Designerを使えば、 AWS CloudFormation テンプレートを使いこなすことができます。詳
細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation Designer とは」を参
照してください。

AWS Control Tower は、AWS CloudFormation での AWS::ControlTower::EnabledControl (コント
ロールリソース) の作成をサポートしています。AWS::ControlTower::EnabledControl の JSON テ
ンプレートや YAML テンプレートの例などの詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの
「AWS Control Tower リソースタイプのリファレンス」を参照してください。

Note

AWS Control Tower の EnableControl と DisableControl の更新に対する制限は、10 回の
同時実行オペレーションです。

CLI とコンソール用の AWS Control Tower の数例については、「AWS CloudFormation でコントロールを
有効にする (p. 58)」を参照してください。

AWS CloudFormation の詳細はこちら
AWS CloudFormation の詳細については、以下のリソースを参照してください。

• AWS CloudFormation
• AWS CloudFormation ユーザーガイド
• AWS CloudFormation API リファレンス
• AWS CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイド

API とコントロールのリソース識別子
AWS Control Tower の各コントロールには、コントロール API で使用するための固有の識別子がありま
す。各コントロールの識別子は、AWS Control Tower コンソールの [コントロールの詳細] ページの [API 
controlIdentifier] (API コントロール識別子) フィールドに表示されます。この識別子は、コントロールの分
類システムである [ControlID] フィールドに表示される識別子とは異なります。

次の一覧には、AWS Control Tower によって所有される (従来の) 強く推奨されるコントロール、選択的コ
ントロール、予防的コントロール、検出コントロール (選択的データレジデンシーコントロールを含む) の
API controlIdentifier の指定が含まれています。必須コントロールをコントロール API で無効にす
ることはできません。

コントロール識別子を表示

プロアクティブコントロール (p. 246) に関するコントロールの識別子とその他の詳細を確認するに
は、AWS Control Tower コンソールの [Control details] (コントロールの詳細) ページに移動します。識別子
は [API controlIdentifier] (API コントロール識別子) フィールドに表示されます。

識別子の形式の例

AWS Control Tower コンソールに表示される識別子の例には次のようなものがあります。

• Security Hub の例 API API controlIdentifier:arn:aws:controltower:us-
east-1::control/OOTDCUSIKIZZ

• レガシーコントロールの例 API controlIdentifier:arn:aws:controltower:us-
east-1::control/AWS-GR_LOG_GROUP_POLICY

• プロアクティブコントロールの例 API controlIdentifier:arn:aws:controltower:us-
east-1::control/EHSOKSSMVFWF
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次のリストの各項目はリンクになっており、AWS Control Tower が所有するこれらの各 (レガシー) コント
ロールの詳細情報をAWS Control Tower コントロールライブラリ (p. 230)で参照できます。

選択的コントロールの指定

• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_AUDIT_BUCKET_ENCRYPTION_ENABLED
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_AUDIT_BUCKET_LOGGING_ENABLED
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_AUDIT_BUCKET_POLICY_CHANGES_PROHIBITED
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_AUDIT_BUCKET_RETENTION_POLICY
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_IAM_USER_MFA_ENABLED
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_MFA_ENABLED_FOR_IAM_CONSOLE_ACCESS
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_RESTRICT_S3_CROSS_REGION_REPLICATION
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_RESTRICT_S3_DELETE_WITHOUT_MFA
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_S3_VERSIONING_ENABLED

データ所在地コントロール (選択的) の指定

• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-

GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_DISALLOW_CROSS_REGION_NETWORKING
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_DISALLOW_VPC_INTERNET_ACCESS
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_DISALLOW_VPN_CONNECTIONS
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-

GR_LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_NO_UNRESTRICTED_ROUTE_TO_IGW
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-

GR_S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS_PERIODIC
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-

GR_SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_SSM_DOCUMENT_NOT_PUBLIC

強く推奨されるコントロールの指定

• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_ENCRYPTED_VOLUMES
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_EBS_OPTIMIZED_INSTANCE
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_EC2_VOLUME_INUSE_CHECK
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_RDS_SNAPSHOTS_PUBLIC_PROHIBITED
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_RDS_STORAGE_ENCRYPTED
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• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_RESTRICTED_COMMON_PORTS
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_RESTRICTED_SSH
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_RESTRICT_ROOT_USER
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_RESTRICT_ROOT_USER_ACCESS_KEYS
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_ROOT_ACCOUNT_MFA_ENABLED
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_S3_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-GR_S3_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED
• arn:aws:controltower:REGION::control/AWS-

GR_DETECT_CLOUDTRAIL_ENABLED_ON_MEMBER_ACCOUNTS

AWS Control Tower API で変更できないコントロール
以下のコントロールは、AWS Control Tower API を使用してアクティブ化または非アクティブ化すること
はできません。リージョン拒否コントロールを除き、これらのすべては必須コントロールです。通常、必
須コントロールは非アクティブ化できません。リージョン拒否コントロールはコンソールで変更する必要
があります。

• AWS-GR_REGION_DENY
• AWS-GR_AUDIT_BUCKET_DELETION_PROHIBITED
• AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_READ_PROHIBITED
• AWS-GR_AUDIT_BUCKET_PUBLIC_WRITE_PROHIBITED
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_CLOUDWATCH_LOGS_ENABLED
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_ENABLED
• AWS-GR_CLOUDTRAIL_VALIDATION_ENABLED
• AWS-GR_CLOUDWATCH_EVENTS_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_CONFIG_AGGREGATION_AUTHORIZATION_POLICY
• AWS-GR_CONFIG_AGGREGATION_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_CONFIG_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_CONFIG_ENABLED
• AWS-GR_CONFIG_RULE_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_ENCRYPTION_CHANGES_PROHIBITED
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_LIFECYCLE_CONFIGURATION_CHANGES_PROHIBITED
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_LOGGING_CONFIGURATION_CHANGES_PROHIBITED
• AWS-GR_CT_AUDIT_BUCKET_POLICY_CHANGES_PROHIBITED
• AWS-GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_LAMBDA_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_LOG_GROUP_POLICY
• AWS-GR_SNS_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_SNS_SUBSCRIPTION_CHANGE_PROHIBITED
• AWS-GR_ENSURE_CLOUDTRAIL_ENABLED_ON_SHARED_ACCOUNTS

OU の識別子を検索する
OU とそのリソースのリソース識別子を見つける方法の詳細については、「AWS Organizations で定義さ
れるリソースタイプ」を参照してください。
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OU から情報を取得する方法の詳細については、AWS Organizations API リファレンスを参照してくださ
い。

Note

コントロールの [State] (状態) とステータス情報は、コンソールでのみ確認できます。パブリック 
API からは確認できません。コントロールのステータスを確認するには、AWS Control Tower コ
ンソールの [Control details] (コントロールの詳細) ページに移動します。

コントロール API の例
AWS Control Tower の各コントロールには、コントロール API で使用するための固有の識別子がありま
す。各コントロールの識別子は、AWS Control Tower コンソールの [コントロールの詳細] ページの [API 
controlIdentifier] (API コントロール識別子) フィールドに表示されます。この識別子は、コントロールの分
類システムである [ControlID] フィールドに表示される識別子とは異なります。

Note

アカウントまたは OU で EnableControl を呼び出すと、有効化オペレーションが失
敗した場合でも、ListEnabledControls または GetEnabledControl によって
operationIdentifier 値が返されます。AWS Control Tower コンソールでは、アカウントま
たは OU でコントロールが有効になっていることを確認することで、EnableControl オペレー
ションが成功したかどうかを判断できます。次の例に示すように、GetControlOperation API 
コマンドに operationIdentifier の値を渡すことで、プログラム的に EnableControl オペ
レーションのステータスを追跡できます。

EnableControl の入力例:

この例では、有効にするコントロールを指定し、特定したターゲット OU に対してそのコントロールをア
クティブ化する方法を示します。

{ 
        controlIdentifier: "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED", 
        targetIdentifier: "arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-kg8aXXXXXX/ou-prlj-
a5kXXXXX" 
        }

EnableControl の出力例:

この出力パラメータの使用方法の例としては、operationIdentifier パラメータを GetControlOperation API 
への入力として渡すことで、EnableControl タスクのステータスを追跡できます。

{ 
    "operationIdentifier":"e2bXXXXX-6cab-XXXX-bde7-XX0c6fXXXXXX"  
} 

CLI コマンドの例:

aws controltower enable-control \
--control-identifier arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_AUDIT_BUCKET_POLICY_CHANGES_PROHIBITED \
--target-identifier arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-qnilXXXXXX/ou-vwxu-qqlXXXXX \
--region us-west-2

DisableControl の入力例:

{ 
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    controlIdentifier: "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED", 
    targetIdentifier: "arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-kg8aXXXXXX/ou-prlj-
a5kXXXXX"
}

DisableControl の出力例:

{  
    "operationIdentifier":"e2bXXXXX-8xai-XXXX-bde7-XX0c6fXXXXXX"  
}

GetControlOperation の入力例:

operationIdentifier を入力として渡し、ステータスメッセージを出力として受け取ります。

{ 
    operationIdentifier: "e2bXXXXX-6cab-XXXX-bde7-XX0c6fXXXXXX"
}

GetControlOperation の出力例:

{  
    "ControlOperationStatus":{ 
        "OperationType": "ENABLE_CONTROL",  
        "StartTime": "2022-02-02T20:52:08.034Z",  
        "Status": "IN_PROGRESS"  
    }  
}

GetControlOperation の出力例:

{ 
    "ControlOperationStatus": { 
        "EndTime": "2022-04-28T19:36:31Z", 
        "OperationType": "DISABLE_CONTROL", 
        "StartTime": "2022-04-28T19:35:00Z", 
        "Status": "SUCCEEDED" 
    }
}

{ 
    "ControlOperationStatus": { 
        "EndTime": "2022-04-28T19:36:31Z", 
        "OperationType": "DISABLE_CONTROL", 
        "StartTime": "2022-04-28T19:35:00Z", 
        "Status": "FAILED", 
        "StatusMessage": "AWS Control Tower cannot add the SCP because the IAM user or 
 role does not have permission to perform the requested operation in AWS Organizations. To 
 continue, update your access permissions for AWS Organizations. For more information, see 
 Access Management in the IAM User Guide." 
    }
}

ListEnabledControls の入力例:

この例は、ターゲット OU を入力として指定し、コントロールのリストを出力として受け取る方法を示し
ています。
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{ 
    targetIdentifier: "arn:aws:organizations::123456789123:ou/o-kg8aXXXXXX/ou-prlj-
a5kXXXXX", 
    nextToken: "bde7-XX0c6fXXXXXX", 
    maxResults: 2
}

ListEnabledControls の出力例:

{ 
    "enabledControls": [ 
        { 
            "controlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED" 
        }, 
        { 
            "controlIdentifier": "arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_RESTRICT_ROOT_USER" 
        } 
    ], 
    "nextToken": "e2bXXXXX-6cab-XXXX"
} 

AWS CloudFormation でコントロールを有効にする
AWS CloudFormation でコントロールを有効にするには、AWS CloudFormation コンソールまたは AWS 
CLI を使用できます。このセクションでは、各タイプの例を示します。

AWS Control Tower の各コントロールには、コントロール API で使用するための固有の識別子がありま
す。各コントロールの識別子は、AWS Control Tower コンソールの [コントロールの詳細] ページの [API 
controlIdentifier] (API コントロール識別子) フィールドに表示されます。この識別子は、コントロールの分
類システムである [ControlID] フィールドに表示される識別子とは異なります。

AWS CloudFormation でスタックを作成する
AWS CloudFormation を使用して、AWS Control Tower のコントロールを有効にすることができます。サ
ンプルのテンプレートを次に示します。

Resources: 
    TestControl: 
        Type: AWS::ControlTower::EnabledControl 
        Properties: 
            ControlIdentifier: arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-
GR_RESTRICT_ROOT_USER 
            TargetIdentifier: arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-ybfpt9XXXl/ou-XXXc-
nlqXXXXX

AWS CloudFormation コンソールでスタックを作成するには、選択したコントロールとターゲット
を含むようにテンプレートを編集し、そのテンプレートをファイル名 template.yaml で保存しま
す。AWS CloudFormation ウィザードに従ってください。ウィザードからテンプレートファイルを求
められたら、template.yaml として保存したファイルを入力します。詳細については、「Amazon 
CloudFormation コンソールでのスタックの作成」を参照してください。

Note

AWS Control Tower の EnableControl と DisableControl の更新に対する制限は、10 回の
同時実行オペレーションです。
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AWS CloudFormation と AWS CLI でスタックを作成する
CLI を使用してスタックを作成する例を次に示します。

aws cloudformation create-stack --region us-west-2 --stack-name testControlTower --
template-body "$(cat << TEMPLATE
Resources: 
  TestControl: 
    Type: AWS::ControlTower::EnabledControl 
    Properties: 
      ControlIdentifier: arn:aws:controltower:us-west-2::control/AWS-GR_RESTRICT_ROOT_USER 
      TargetIdentifier: arn:aws:organizations::123456789012:ou/o-ybfpt9XXXl/ou-XXXc-
nlqXXXXX
TEMPLATE)"

サンプルのテンプレートを template.yaml ファイルとして保存し、このファイルを Amazon S3 バケッ
トにアップロードすることもできます。後で、--template-url フラグを使用してバケットの URL を指
定できます。

ウィザードまたは CLI を使用してテンプレートを入力するときに、スタックが作成済みであれば、コント
ロールは有効になっています。

AWS CLI でスタックの進行状況を確認する:

aws cloudformation describe-stack-events --region us-west-2 --stack-name testControlTower

または

aws cloudformation describe-stacks --region us-west-2 --stack-name testControlTower

AWS CLI でスタックを削除する:

aws cloudformation delete-stack --region us-west-2 --stack-name testControlTower
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AWS Control Tower のランディング
ゾーンのカスタマイズ

AWS Control Tower のランディングゾーンでは、リージョンの選択やオプションのコントロールなどの特
定の要素をコンソールで設定することができます。その他の変更は、コンソールではなくオートメーショ
ンを通じて行うことができます。

例えば、AWS Control Tower のカスタマイズ機能、AWS CloudFormation テンプレートで動作する GitOps 
スタイルのカスタマイズフレームワーク、および AWS Control Tower のライフサイクルイベントにより、
より広範なカスタマイズを作成することができます。

AWS Control Tower コンソールからカスタマイズす
る

ランディングゾーンに対して以下のカスタマイズを行うには、AWS Control Tower コンソールで指定され
る手順に従います。

セットアップ時にカスタマイズした名前を選択する

• セットアップ時に最上位の OU 名を選択できます。OU の名前は、AWS Organizations コンソールを
使用していつでも変更できますが、AWS Organizations で OU に変更を加えると、修理可能なドリフ
ト (p. 191)の原因となる可能性があります。

• 共有の [Audit] (監査) および [Log Archive] (ログアーカイブ) アカウントの名前を選択できますが、セッ
トアップ後に名前を変更することはできません (これは 1 回限りの選択です)。

ヒント

AWS Organizations で OU の名前を変更しても、Account Factory 内の対応するプロビジョニング
された製品は更新されません。プロビジョニングされた製品を自動的に更新し、ドリフトを回避
するには、OU の作成、削除、再登録などの OU の操作を、AWS Control Tower から実行する必
要があります。

AWS リージョンの選択

• ガバナンス用の特定の AWS リージョンを選択して、ランディングゾーンをカスタマイズできま
す。AWS Control Tower コンソールの手順に従います。

• ランディングゾーンを更新する際に、ガバナンス用の AWS リージョンの選択および選択解除が可能で
す。

• リージョン拒否コントロールを [Enabled] (有効) または [Not enabled] (有効ではない) に設定して、管理
対象外の AWS リージョンにおけるほとんどの AWS サービスに対するユーザーアクセスを制御するこ
とができます。

オプションのコントロールを追加してカスタマイズする

• 強く推奨されるガードレールと選択的コントロ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、ランディングゾーンのエンフォースメントレベルをカスタマイズできま
す。オプションコントロール (p. 1000) はデフォルトで有効になっていません。
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• オプションの データレジデンシー保護を強化するコントロール (p. 981) では、データを保存し、アク
セスを許可するリージョンをカスタマイズできます。

• 統合された Security Hub スタンダードに含まれているオプションのコントロールにより、AWS Control 
Tower 環境をスキャンしてセキュリティリスクをチェックできます。

• オプションのプロアクティブコントロールを追加すると、プロビジョニング前に AWS CloudFormation 
リソースをチェックして、新しいリソースが環境のコントロールの目標に準拠していることを確認でき
ます。

AWS CloudTrail 証跡をカスタマイズする

• ランディングゾーンをバージョン 3.0 以降に更新する場合、AWS Control Tower によって管理される組
織レベルの CloudTrail 証跡をオプトインするかオプトアウトするかを選択できます。この選択は、ラン
ディングゾーンを更新するたびに変更できます。AWS Control Tower は管理アカウントに組織レベルの
証跡を作成し、その証跡のステータスはユーザーの選択に基づいてアクティブまたは非アクティブのど
ちらかになります。ランディングゾーン 3.0 は、アカウントレベルの CloudTrail 証跡をサポートしてい
ません。ただし、これらが必要な場合は、独自の証跡を設定および管理できます。証跡が重複すると、
追加料金が発生する場合があります。

コンソールでカスタマイズされたメンバーアカウントを作成する

• AWS Control Tower コンソールから、カスタマイズされた AWS Control Tower メンバーアカウントを
作成したり、既存のメンバーアカウントを更新してカスタム設定を追加したりできます。詳細について
は、「Account Factory Customization (AFC) を使用したアカウントのカスタマイズ (p. 150)」を参照し
てください。

AWS Control Tower コンソールの外部でカスタマイ
ズを自動化する

一部のカスタマイズは AWS Control Tower コンソールでは利用できませんが、他の方法で実装することが
できます。例:

• GitOps スタイルのワークフローで、Account Factory for Terraform (AFT) (p. 160) を使用してプロビ
ジョニング中にアカウントをカスタマイズできます。

AFT は、AFT リポジトリで使用可能な Terraform モジュールでデプロイされます。
• AWS Control Tower のランディングゾーンは、AWS CloudFormation テンプレートとサービスコント

ロールポリシー (SCP) に基づいて構築された機能パッケージである AWS Control Tower のカスタマイ
ズ (p. 62) (CfCT) を使用してカスタマイズできます。カスタムのテンプレートとポリシーを組織内の
個々のアカウントと組織単位 (OU) にデプロイできます。

CfCT のソースコードは GitHub リポジトリにあります。

AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) のメ
リット

AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) と呼ばれる機能パッケージを使用すると、AWS Control Tower 
コンソールで作成できるものよりも広範なカスタマイズをランディングゾーンのために作成することがで
きます。これは GitOps スタイルの自動化されたプロセスを提供します。ビジネス要件を満たすようにラ
ンディングゾーンを作り直すことができます。
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この Infrastructure-as-Code カスタマイズプロセスは、AWS CloudFormation テンプレートと AWS サー
ビスコントロールポリシー (SCP) および AWS Control Tower  ライフサイクルイベント (p. 1056)を統合
するため、リソースのデプロイがランディングゾーンと同期し続けるようになります。例えば、Account 
Factory を使用して新しいアカウントを作成すると、アカウントおよび OU にアタッチされたリソースを
自動的にデプロイできます。

Note

Account Factory および AFT とは異なり、CfCT は新しいアカウントの作成専用ではなく、指定し
たリソースをデプロイしてランディングゾーン内のアカウントと OU をカスタマイズすることを
目的としています。

利点

• カスタマイズされた安全な AWS 環境を拡張する — マルチアカウントの AWS Control Tower 環境をよ
り迅速に拡張し、AWS のベストプラクティスを反復可能なカスタマイズワークフローに組み込むことが
できます。

• 要件をインスタンス化する — ポリシーの意図を表現する AWS CloudFormation テンプレートとサービ
スコントロールポリシーを使用して、AWS Control Tower のランディングゾーンをビジネス要件に合わ
せてカスタマイズできます。

• AWS Control Tower のライフサイクルイベントで自動化を進める — ライフサイクルイベントを使用す
ると、以前の一連のイベントの完了に基づいてリソースをデプロイできます。ライフサイクルイベント
を使用して、アカウントや OU にリソースを自動的にデプロイできます。

• ネットワークアーキテクチャを拡張する - トランジットゲートウェイなど、接続性を向上させて保護す
るカスタマイズされたネットワークアーキテクチャをデプロイできます。

その他の CfCT の例
• AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) を使用したネットワークユースケースの一例が、AWS 

アーキテクチャのブログ記事「Deploy consistent DNS with Service Catalog and AWS Control Tower 
customizations」(Service Catalog および AWS Control Tower のカスタマイズによる一貫性のある DNS 
のデプロイ) に記載されています。

• CfCT と Amazon GuardDuty に関連する具体的な例については、aws-samples リポジトリの GitHub で
入手できます。

• CfCT に関するその他のコード例は、aws-samples リポジトリの AWS セキュリティリファレンスアー
キテクチャの一部として入手できます。これらの例の多くで、サンプルの manifest.yaml ファイルが
customizations_for_aws_control_tower という名前のディレクトリに含まれています。

AWS セキュリティリファレンスアーキテクチャの詳細については、「AWS 規範的ガイダンス」ページを
参照してください。

AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) の概要
AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) により、AWS Control Tower のランディングゾーンをカ
スタマイズし、AWS のベストプラクティスに準拠し続けることができます。カスタマイズは、AWS 
CloudFormation テンプレートとサービスコントロールポリシー (SCP) で実装されます。

この CfCT 機能は AWS Control Tower のライフサイクルイベントと統合されているため、リソースのデプ
ロイはランディングゾーンと同期したままになります。例えば、Account Factory を使用して新しいアカウ
ントを作成すると、アカウントにアタッチされたすべてのリソースが自動的にデプロイされます。カスタ
ムのテンプレートとポリシーを組織内の個々のアカウントと組織単位 (OU) にデプロイできます。

次のビデオでは、スケーラブルな CfCT パイプラインをデプロイするためのベストプラクティスと一般的
な CfCT カスタマイズについて説明しています。
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アーキテクチャ

次のセクションでは、AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) をデプロイするための、アーキテク
チャ上の考慮事項と設定手順について説明します。このセクションには、セキュリティと可用性に関する 
AWS CloudFormation のベストプラクティスに準拠した、必要な AWS サービスを起動、設定、実行する
AWS テンプレートへのリンクが含まれます。

このトピックは、IT インフラストラクチャアーキテクトと、AWS クラウドでアーキテクチャの設計の実
務経験を持つ開発者を対象としています。

AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) の最新の更新および変更については、GitHub リポジトリの
CHANGELOG.md ファイルを参照してください。

アーキテクチャの概要
CfCT をデプロイすると、次の環境が AWS クラウドに構築されます。

図 1: AWS Control Tower のカスタマイズに関するアーキテクチャ

CfCT には、AWS Control Tower の管理アカウントにデプロイする AWS CloudFormation テンプレートが
含まれます。このテンプレートはワークフローを構築するために必要なすべてのコンポーネントを起動す
るため、AWS Control Tower のランディングゾーンをカスタマイズできます。

注意

CfCT は AWS Control Tower のホームリージョンと AWS Control Tower 管理アカウントにデプロ
イする必要があります。これは、AWS Control Tower のランディングゾーンがデプロイされる場
所であるためです。AWS Control Tower のランディングゾーンの設定については、「使用開始方
法 (p. 17)」を参照してください。

CfCT をデプロイすると、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) によってカスタムリソースがパッ
ケージ化され、コードパイプラインソースにアップロードされます。アップロードプロセスは、サービス
コントロールポリシー (SCP) ステートマシンと AWS CloudFormation StackSets ステートマシンを自動的
に呼び出して、OU レベルで SCP をデプロイするか、OU レベルまたはアカウントレベルでスタックイン
スタンスをデプロイします。

注意

デフォルトでは、CfCT はパイプラインソースを格納するために Simple Storage Service (Amazon 
S3) バケットを作成しますが、この場所は AWS CodeCommit リポジトリに変更できます。詳
細については、「Set up Amazon S3 as the configuration source (p. 72) (p. 72)」(Simple 
Storage Service (Amazon S3) を設定ソースとしてセットアップする) を参照してください。

CfCT は次の 2 つのワークフローをデプロイします。

• AWS CodePipeline ワークフロー

63

http://aws.amazon.com/cloudformation
https://github.com/aws-solutions/aws-control-tower-customizations/blob/master/CHANGELOG.md
http://aws.amazon.com/s3/
https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/what-is-cfnstacksets.html
http://aws.amazon.com/codecommit/
http://aws.amazon.com/codepipeline/


AWS Control Tower ユーザーガイド
コスト

• AWS Control Tower ライフサイクルイベントワークフロー

AWS CodePipeline ワークフロー

AWS CodePipeline ワークフローは、AWS CodePipeline、AWS CodeBuild プロジェクト、および AWS 
Step Functions を設定し、組織内のAWS CloudFormation StackSets と SCP の管理をオーケストレートし
ます。

設定パッケージをアップロードすると、CfCT はコードパイプラインを呼び出して 3 つのステージを実行
します。

• 構築ステージ — AWS CodeBuild を使用して設定パッケージの内容を検証します。
• SCP ステージ — サービスコントロールポリシーステートマシンを呼び出し、AWS Organizations API 

を呼び出して SCP を作成します。
• AWS CloudFormation ステージ — スタックセットステートマシンを呼び出して、マニフェストファイ

ル (p. 76)で指定したアカウントまたは OU のリストで指定されたリソースをデプロイします。

各段階で、コードパイプラインはスタックセットおよび SCP ステップ関数を呼び出します。これにより、
カスタムスタックセットと SCP がターゲットとなる個々のアカウントまたは組織単位全体にデプロイされ
ます。

注意

設定パッケージのカスタマイズの詳細については、「CfCT カスタマイズガイド (p. 74)」を参
照してください。

AWS Control Tower ライフサイクルイベントワークフロー

AWS Control Tower で新しいアカウントが作成されると、ライフサイクルイベント (p. 1056)によって 
AWS CodePipeline ワークフローが呼び出されます。このワークフローを使用して、設定パッケージをカ
スタマイズできます。このパッケージは、Amazon EventBridge イベントルール、Amazon Simple Queue 
Service (Amazon SQS) 先入れ先出し (FIFO) キュー、および AWS Lambda 関数で構成されます。

Amazon EventBridge イベントルールが一致するライフサイクルイベントを検出すると、イベントが 
Amazon SQS FIFO キューに渡され、AWS Lambda 関数が実行され、コードパイプラインが呼び出され
て、スタックセットと SCP のダウンストリームデプロイメントを実行します。

コスト
CfCT の実行コストは、AWS CodePipeline の実行回数、AWS CodeBuild の実行期間、AWS Lambda 
関数の数と期間、および発行された Amazon EventBridge イベントの数によって異なります。例え
ば、build.general1.small を使用して 1 か月で 100 ビルドを実行し、各ビルドが 5 分間実行される場
合、CfCT の実行にかかるおおよそのコストは月額 3.00 ドルになります。詳細については、実行している 
AWS サービスそれぞれの価格を示した Web ページを参照してください。

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットと AWS CodeCommit Git ベースのリポジトリリ
ソースは、設定情報を保護するため、テンプレートを削除した後も保持されます。選択したオプションに
応じて、Amazon S3 バケットに格納されているデータの量と Git リクエストの数 (Amazon S3 リソースに
は適用されません) に基づいて課金されます。詳細については、「Simple Storage Service (Amazon S3)」
および「AWS CodeCommit」の価格設定を参照してください。

コンポーネントサービス
以下の AWS サービスは、AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT、Customizations for AWS Control 
Tower) のコンポーネントです。
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Amazon Simple Storage Service
CfCT をデプロイすると、次の形式の一意の名前を持つ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケットが作成されます。

custom-control-tower-configuration-accountID-region

このバケットには、次の名前のサンプル設定ファイルが格納されています。

_custom-control-tower-configuration.zip

ファイル名の先頭にアンダースコアがあることに注意してください。

この zip ファイルには、サンプルマニフェストと、必要なフォルダ構造が記述された関連するサンプルテ
ンプレートが用意されています。これらのサンプルは、AWS Control Tower のランディングゾーンをカス
タマイズするための設定パッケージの開発に役立ちます。サンプルマニフェストは、カスタマイズを実装
する際に必要となるスタックセットとサービスコントロールポリシー (SCP、Service Control Policies) に
必要な設定を示します。

このサンプル設定パッケージをモデルとして使用して、カスタムパッケージを開発およびアップロードで
きます。これにより、CfCT 設定パイプラインが自動的にトリガーされます。

設定ファイルのカスタマイズの詳細については、「CfCT カスタマイズガイド (p. 74)」を参照してくだ
さい。

AWS CodeCommit
AWS CloudFormation テンプレートへの入力に基づいて、CfCT は、「Amazon Simple Storage Service」
のセクションで説明されているのと同じサンプル設定を使用して AWS CodeCommit リポジトリを作成で
きます。

CfCT AWS CodeCommit リポジトリをローカルコンピュータにクローンするには、「AWS CodeCommit 
ユーザーガイド」で説明されているように、リポジトリへの一時的なアクセスを許可する認証情報を作成
する必要があります。バージョンの互換性については、「AWS CodeCommit のセットアップ」を参照し
てください。

Amazon Simple Queue Service
CfCT では、Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO キューを使用して、Amazon 
EventBridge からライフサイクルイベントをキャプチャします。これにより、AWS Lambda 関数がトリ
ガーされ、AWS CodePipeline が呼び出されて、AWS CloudFormation StackSets または SCP がデプロイ
されます。SCP の詳細については、「AWS Organizations」を参照してください。

AWS CodePipeline
デフォルトの Simple Storage Service (Amazon S3) バケットまたは AWS CodeCommit リポジトリに
作成される設定パッケージの更新に基づいて、AWS CodePipeline は変更を検証、テスト、および実装
します。設定ソースコントロールの AWS CodeCommit への変更の詳細については、「Using Amazon 
S3 as the Configuration Source (p. 72)」(Simple Storage Service (Amazon S3) を設定ソースとして
使用する) を参照してください。パイプラインには、設定ファイルおよびテンプレート、コアアカウン
ト、AWS Organizations サービスコントロールポリシー、AWS CloudFormation StackSets を検証および
管理するステージが含まれます。パイプラインのステージの詳細については、「CfCT カスタマイズガイ
ド (p. 74)」を参照してください。

AWS Key Management Service
CfCT では、AWS Key Management Service (AWS KMS) CustomControlTowerKMSKey 暗号化キーが作
成されます。このキーは、Simple Storage Service (Amazon S3) 設定バケット、Amazon SQS キュー、お
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よび AWS Systems Manager パラメータストアの機密パラメータ内のオブジェクトを暗号化するために使
用されます。デフォルトでは、CfCT によってプロビジョニングされたロールだけが、このキーを使用して
暗号化または復号化操作を実行する許可を持ちます。設定ファイル、FIFO キュー、またはパラメータスト
アの SecureString 値にアクセスする場合は、管理者を CustomControlTowerKMSKey ポリシーに追
加する必要があります。デフォルトで、自動キーローテーションが有効になっています。

AWS Lambda
CfCT は、AWS Lambda 関数を使用して、AWS Control Tower ライフサイクルイベント中の AWS 
CloudFormation StackSets または AWS Organizations SCP の初期インストールおよびデプロイ時にイン
ストールコンポーネントを呼び出します。

AWS Systems Manager パラメータストア
AWS Systems Manager Parameter Store は CfCT 設定パラメータを格納します。このパラメータを使
用すると、関連する設定テンプレートを統合できます。例えば、一元化された Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットに AWS CloudTrail データをログ記録するように各アカウントを設定できます。ま
た、Systems Manager パラメータストアは、管理者が CfCT の入力とパラメータを表示できる一元的な場
所を提供します。

Amazon Simple Notification Service
CfCT では、ワークフロー中に、パイプラインの承認などの通知を Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) のトピックに発行できます。Amazon SNS は、パイプラインの承認通知を受信することを
選択した場合にのみ起動されます。

デプロイに関する考慮事項
AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) は、AWS Control Tower のランディングゾーンがデプロイさ
れているものと同じアカウントとリージョンで起動してください。つまり、cfcT は AWS Control Tower の
ホームリージョンの AWS Control Tower 管理アカウントにデプロイする必要があります。デフォルトで
は、CfCT は、そのアカウントとリージョンに設定パイプラインを設定することで、ランディングゾーンの
設定パッケージを作成して実行します。

デプロイの準備
初回デプロイのための AWS CloudFormation テンプレートを準備する際にはいくつかの選択肢がありま
す。設定ソースを選択し、パイプラインのデプロイの手動承認を許可できます。次の 2 つのセクションで
は、これらのオプションについて詳しく説明します。

設定ソースを選択します。
デフォルトでは、テンプレートによって、サンプル設定パッケージを _custom-control-tower-
configuration.zip と呼ばれる .zip ファイルとして保存する Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットが作成されます。Amazon S3 バケットはバージョン管理されており、必要に応
じて設定パッケージを更新できます。設定パッケージの更新については、「Using Amazon S3 as the 
Configuration Source (p. 72)」(Simple Storage Service (Amazon S3) を設定ソースとして使用する) を
参照してください。

注意

設定パッケージのサンプルファイル名はアンダースコア (_) で始まるため、AWS CodePipeline は
自動的に開始されません。設定パッケージのカスタマイズが完了したら、AWS CodePipeline で
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デプロイを開始するようにするため、アンダースコア (_) を付けずに custom-control-tower-
configuration.zip をアップロードしてください。

AWS CloudFormation パラメータで AWS CodeCommit オプションを選択することで、設定パッケージの
ストレージの場所を S3 バケットから AWS CodeCommit Git リポジトリに変更できます。このオプション
を使用すると、バージョン管理が簡単なります。

注意

デフォルトの S3 バケットを使用する場合は、設定パッケージが .zip ファイルとして利用でき
ることを確認します。AWS CodeCommit リポジトリを使用している場合は、ファイルが圧縮され
ずに設定パッケージがリポジトリに配置されていることを確認してください。AWS CodeCommit 
での設定パッケージの作成と保存の詳細については、「CfCT カスタマイズガイド (p. 74)」を
参照してください。

サンプル設定パッケージを使用して、独自のカスタム設定ソースを作成できます。カスタム設定をデプ
ロイする準備ができたら、設定パッケージを Simple Storage Service (Amazon S3) バケットまたは AWS 
CodeCommit リポジトリに手動でアップロードします。設定ファイルをアップロードすると、パイプライ
ンが自動的に開始されます。

注意

AWS CodeCommit を使用して設定パッケージを保存する場合、パッケージを zip 化する必要はあ
りません。AWS CodeCommit での設定パッケージの作成と保存の詳細については、「CfCT カス
タマイズガイド (p. 74)」を参照してください。

パイプライン設定の承認パラメータの選択
AWS CloudFormation テンプレートには、設定変更のデプロイを手動で承認するオプションがあります。
デフォルトでは、手動承認は有効になっていません。詳細については、「ステップ 1 スタックを起動す
る (p. 68)」を参照してください。

手動承認が有効になっている場合、設定パイプラインは AWS Control Tower ファイルマニフェストとテ
ンプレートに対して行われたカスタマイズを検証し、手動承認が許可されるまでプロセスを一時停止しま
す。承認後、デプロイは必要に応じて残りのパイプラインステージの実行に移り、AWS Control Tower の
カスタマイズ (CfCT) 機能を実装します。

手動承認パラメータを使用して、パイプラインでの最初の実行を拒否することで、AWS Control Tower の
カスタマイズ設定が実行されないようにすることができます。このパラメータを使用すると、実装前の最
終確認として、AWS Control Tower のカスタマイズの設定変更を手動で検証することもできます。

AWS Control Tower のカスタマイズを更新するには
CfCT を以前にデプロイしている場合は、AWS CloudFormation スタックを更新して、CfCT フレームワー
クの最新バージョンを取得する必要があります。詳細については、「スタックの更新 (p. 71)」を参照し
てください。

テンプレートおよびソースコード
AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) は、AWS CloudFormation テンプレートを起動した後に管理
アカウントにデプロイされます。GitHub からテンプレートをダウンロードし、このテンプレートを AWS 
CloudFormation で起動してください。

customizations-for-aws-control-tower.template では以下をデプロイします。

• AWS CodeBuild プロジェクト
• AWS CodePipeline プロジェクト
• Amazon EventBridge ルール
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• AWS Lambda 関数
• Amazon Simple Queue Service キュー
• Amazon Simple Storage Service バケットとサンプル設定パッケージ
• AWS Step Functions

Note

テンプレートは特定の要件に基づいてカスタマイズできます。

ソースコードリポジトリ
GitHub リポジトリでは、CfCT のテンプレートとスクリプトをダウンロードし、ランディングゾーンのカ
スタマイズ内容を他のユーザーと共有できます。

自動デプロイ
自動デプロイを開始する前に、「考慮事項 (p. 66)」を確認してください。このセクションのステップバ
イステップの手順に従って、ソリューションを設定し、AWS Control Tower 管理アカウントにデプロイし
ます。

デプロイ時間: 約 15 分

前提条件
CfCT は、AWS Control Tower の管理アカウントと AWS Control Tower のホームリージョンにデプロイす
る必要があります。ランディングゾーンを設定していない場合は、「使用開始方法 (p. 17)」を参照してく
ださい。

デプロイ手順
CfCT をデプロイする手順は、2 つの主要なステップで構成されます。詳細な手順については、各ステップ
のリンクをクリックしてください。

ステップ 1. スタックを起動する (p. 68)

• AWS CloudFormation テンプレートを管理アカウントに起動します。
• テンプレートパラメータを確認して、必要に応じて調整します。

ステップ 2. カスタムパッケージを作成する (p. 71)

• カスタム設定パッケージを作成します。

Important

正しい AWS CloudFormation をダウンロードして CfCT を起動するには、このセクションに示し
ている GitHub リンクに従ってください。以前に指定した S3 バケットへの古いリンクは使用しな
いでください。

ステップ 1. スタックを起動する
このセクションの AWS CloudFormation テンプレートによって、AWS Control Tower のカスタマイズ 
(CfCT) がアカウントにデプロイされます。
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注意

CfCT の実行中に使用される AWS サービスのコストは、お客様の負担となります。詳細について
は、「コスト (p. 64)」を参照してください。

1. AWS Control Tower のカスタマイズを起動するには、GitHub からテンプレートをダウンロードし、こ
のテンプレートを AWS CloudFormation から起動します。

2. テンプレートはデフォルトで米国東部 (バージニア北部) リージョンで起動します。別の AWS リー
ジョンで CfCT を起動するには、コンソールナビゲーションバーのリージョンセレクターを使用しま
す。

Note

CfCT は、AWS Control Tower のランディングゾーン (ホームリージョン) をデプロイしたも
のと同じリージョンおよびアカウントで起動する必要があります。

3. [Create stack] (スタックの作成) ページで、正しいテンプレート URL が [URL] テキストボックスに表
示されていることを確認し、[Next] (次へ) を選択します。

4. [Specify stack details] (スタックの詳細を指定) ページで、CfCT スタックに名前を割り当てます。
5. [Parameters] (パラメータ) で、次のパラメータを確認し、必要に応じてテンプレート内で変更しま

す。

パイプラインの設定

[Pipeline Approval Stage] (パイ
プライン承認ステージ)

No パイプライン設定をデフォ
ルトの自動承認ステージか
ら手動承認ステージに変更す
るかどうかを選択します。詳
細については、「the section 
called “CfCT カスタマイズガイ
ド” (p. 74)」を参照してくだ
さい。

[Pipeline Approval Email 
Address] (パイプライン承認
メールアドレス)

<オプション入力> 承認通知用の電子メールアドレ
ス。このパラメータを使用する
には、[Pipeline Approval Stage]
(パイプライン承認ステージ) パ
ラメータを Yes に設定する必
要があります。

[AWS CodePipeline] Amazon S3 AWS CodePipeline のソース
は、CfCT のカスタマイズを保
存および設定する場所を選択す
るのに役立ちます。

AWS CodeCommit のセットアップ

[Existing CodeCommit 
Repository?] (既存の 
CodeCommit リポジトリを使用
しますか？)

No 既存の CodeCommit Git リポ
ジトリを使用するかどうかを
選択します。Yes を選択する
場合、[CodePipeline Source]
(CodePipeline ソース) パラメー
タを AWS CodeCommit に設定
する必要があります。

[CodeCommit Repository 
Name] (CodeCommit リポジト
リ名)

custom-control-tower-
configuration

Git リポジトリの名前。こ
のパラメータを使用する
には、[AWS CodePipeline 
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AWS CodeCommit のセットアップ
Source] (AWS CodePipeline 
ソース) パラメータを AWS 
CodeCommit に設定する必
要があります。この名前は
新しい Git リポジトリを作
成するために使用され、一
意である必要があります。
既存の Git リポジトリの名前
を指定する場合は、[Existing 
CodeCommit Repository?] (既
存の CodeCommit リポジトリ
を使用しますか？) パラメータ
を [Yes] (はい) に設定し、その
リポジトリの正確な名前を入力
します。

[CodeCommit Branch Name]
(CodeCommit ブランチ名)

main カスタマイズパッケージが格
納される Git ブランチ。Git 
リポジトリには多数のブラン
チがあります。これは Git リ
ポジトリのブランチに与えら
れるデフォルトの名前です。
このパラメータを使用する
には、[CodePipeline Source]
(CodePipeline ソース) パラメー
タを AWS CodeCommit に設定
する必要があります。

AWS CloudFormation StackSets の設定

[Region Concurrency Type]
(リージョンの同時実行タイプ)

PARALLEL リージョンで StackSets オペ
レーションをデプロイする同時
実行タイプを選択します。この
設定は、ワークフローの作成、
更新、削除に適用されます。そ
の他の許容値は SEQUENTIAL
です。

[Max Concurrent Percentage]
(最大コンカレントパーセン
テージ)

100 このオペレーションを一度に
実行するアカウントの最大の割
合。許容される最大値は 100 で
す。詳細については、「スタッ
クセットオペレーションのオプ
ション」を参照してください。

[Failure Tolerance Percentage]
(フォールトトラレーション
パーセンテージ)

10 AWS CloudFormation がリー
ジョンでのオペレーションを停
止するまでに、各リージョンで
このスタックオペレーションの
失敗を許容するアカウントの割
合 (%)。許容される最小値は 0 
で、最大値は 100 です。詳細に
ついては、「スタックセットオ
ペレーションのオプション」を
参照してください。

6. [Next] (次へ) を選択します。
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7. [Configure stack options] (スタックオプションの設定) ページで、[Next] (次へ) を選択します。
8. [Review] (確認) ページで、設定を確認して確定します。このテンプレートが AWS Identity and Access 

Management (IAM) リソースを作成することを確認するボックスに必ずチェックを入れてください。
9. [Create stack] (スタックの作成) を選択してスタックをデプロイします。

AWS CloudFormation コンソールの [Status] (ステータス) 欄でスタックのステータスを表示できま
す。約 15 分で CREATE_COMPLETE のステータスが表示されます。

ステップ 2. カスタムパッケージを作成する
スタックを起動したら、付属の設定パッケージをカスタマイズして、AWS Control Tower のランディング
ゾーンとサービスコントロールポリシー (SCP) をカスタマイズできます。カスタムパッケージを作成する
詳細な手順については、「CfCT カスタマイズガイド (p. 74)」を参照してください。

注意

パイプラインは、カスタム設定パッケージをアップロードしないと実行されません。

スタックを更新する
AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) を以前にデプロイしたことがある場合、手順に従って AWS 
CloudFormation スタックを CfCT フレームワークの最新バージョンに更新します。

Important

以下の手順を完了する前に、GitHub の最新のテンプレートを Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットにアップロードする必要があります。Amazon S3 の使用を開始する方法に
ついては、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「Amazon S3 の開始方法」を
参照してください。

1. AWS CloudFormation コンソールにサインインします。
2. 既存の AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) CloudFormation スタックを選択し、[更新] を選択

します。
3. [前提条件 – テンプレートの準備] で、[既存テンプレートを置き換える] を選択します。
4. [テンプレートの指定] ページで、以下を実行します。

a. [テンプレートソース] で、[既存テンプレートを置き換える] を選択します。
b. Amazon S3 URL で、以前に GitHub から Amazon S3 にアップロードしたテンプレートのテンプ

レート URL を入力し、[次へ] を選択します。
c. テンプレート URL が正しいことを確認します。[次へ] を選択し、もう一度 [次へ] を選択します。

5. [Parameters] (パラメータ) で、テンプレートのパラメータを確認し、必要に応じて変更します。パラ
メータの詳細については、「ステップ 1. スタックを起動する (p. 68)」を参照してください。

6. [Next] (次へ) を選択します。
7. [Configure stack options] (スタックオプションの設定) ページで、[Next] (次へ) を選択します。
8. [Review] (確認) ページで、設定を確認して確定します。このテンプレートが AWS Identity and Access 

Management (IAM) リソースを作成することを確認するボックスに必ずチェックを入れてください。
9. [View change set] (変更セットの表示) をクリックし、変更を確認します。
10. [Update stack] (スタックの更新) を選択してスタックをデプロイします。

AWS CloudFormation コンソールの [Status] (ステータス) 欄でスタックのステータスを表示できま
す。約 15 分で UPDATE_COMPLETE のステータスが表示されます。
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スタックの削除
マニフェストファイルでスタックセットの削除を有効にしている場合は、スタックセットを削除できま
す。デフォルトでは、enable_stack_set_deletion パラメータが false に設定されています。この
設定では、リソースが CfCT マニフェストファイルから削除されていると、関連するスタックセットを削
除するアクションは実行されません。

マニフェストファイルで enable_stack_set_deletion の値を true に変更すると、マニフェストファ
イルから関連するリソースを削除したときに、CfCT はスタックセットとそのすべてのリソースを削除しま
す。

この機能は、マニフェストファイルの v2 でサポートされています。
Important

最初に enable_stack_set_deletion の値を true に設定すると、次回 CfCT を呼び出した
ときに、プレフィックス CustomControlTower- で始まるすべてのリソースのうち、キータグ
Key:AWS_Solutions, Value: CustomControlTowerStackSet が関連付けられているリ
ソースと、マニフェストファイルに宣言されていないリソースは、削除対象としてステージング
されます。

このパラメータを manifest.yaml ファイルで設定する方法の例を次に示します。

version: 2021-03-15
region: us-east-1
enable_stack_set_deletion: true   #New opt-in functionality

resources:  
  - name: demo_resource_1 
    resource_file: s3://demo_bucket/resource.template 
    deployment_targets: 
      accounts: 
        - 012345678912 
    deploy_method: stack_set 
    ... 
    regions: 
    - us-east-1 
    - us-west-2 

  - name: demo_resource_2 
    resource_file: s3://demo_bucket/resource.template 
    deployment_targets: 
      accounts: 
        - 012345678912 
    deploy_method: stack_set 
    ... 
    regions:  
    - us-east-1 
    - eu-north-1 
                         
         

Simple Storage Service (Amazon S3) を設定ソース
としてセットアップする

AWS Control Tower のカスタマイズをセットアップすると、_custom-control-tower-
configuration.zip ファイルと呼ばれる初期設定ファイルが、custom-control-tower-
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configuration-account-ID-region ファイルという名前の Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットに格納されます。

注意

このファイルをダウンロードして変更する場合は、変更を圧縮し、custom-control-tower-
configuration.zip という名前を付けて新しいファイルとして保存してから、同じ Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットにアップロードします。
Simple Storage Service (Amazon S3) バケットは、パイプラインのデフォルトのソースです。デ
フォルト設定が指定されている場合、ファイル名にアンダースコアプレフィックスを含まない設
定 zip ファイルを S3 バケットにアップロードすると、パイプラインが自動的に開始されます。

zip ファイルは Server-Side Encryption (SSE) と AWS Key Management Service (AWS KMS)、および 
KMS キーの denial of use によって保護されています。zip ファイルにアクセスするには、KMS キーポリ
シーを更新して、アクセスを許可するロールを指定する必要があります。ロールは、管理者ロール、ユー
ザー、またはその両方とすることができます。次の手順に従ってください。

1. AWS Key Management Service コンソールに移動します。
2. [Customer Managed Keys] (カスタマーマネージドキー) で、CustomControlTowerKMSKey を選択しま

す。
3. [Key policy] (キーポリシー) タブを選択します。次に、[Edit] (編集) を選択します。
4. [Edit key policy] (キーポリシーの編集) ページで、コード内の [Allow Use of the key] (キーの使用を許可) 

セクションを開き、次のいずれかのアクセス許可を追加します。
• 管理者ロールを追加する場合:

arn:aws:iam::<account-ID>:role/<administrator-role>
• ユーザーを追加する場合:

arn:aws:iam::<account-ID>:user/<username>
5. [Save Changes] (変更を保存) をクリックします。
6. Simple Storage Service (Amazon S3) コンソールに移動し、設定 zip ファイルが含まれている S3 バ

ケットを探して、[download] (ダウンロード) を選択します。
7. マニフェストファイルとテンプレートファイルに対して必要な設定変更を行います。マニフェストファ

イルとテンプレートファイルのカスタマイズについては、「the section called “CfCT カスタマイズガイ
ド” (p. 74)」を参照してください。

8. 変更をアップロード:
a. 変更された設定ファイルを圧縮し、ファイルに custom-control-tower-configuration.zip

という名前を付けます。
b. SSE を AWS KMS master-key:CustomControlTowerKMSKey と一緒に使用して Simple Storage 

Service (Amazon S3) にファイルをアップロードします。

運用メトリクスの収集
AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) には、匿名の運用メトリクスを AWS に送信するオプションが
含まれています。AWS ではこのデータを使用して、お客様が CfCT をどのように使用しているか、および
関連するサービスや製品を把握します。データ収集が有効になっていると、次の情報が AWS に送信され
ます。

• ソリューション ID: AWS ソリューション識別子
• 一意の ID (UUID): デプロイごとにランダムに生成された一意の識別子
• タイムスタンプ: データ収集タイムスタンプ
• ステートマシンの実行回数: このステートマシンが実行された回数を増分カウントします。
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• マニフェストのバージョン: 設定で使用されるマニフェストバージョン

Note

AWS は収集したデータを所有します。データ収集には、AWS プライバシーポリシーが適用され
ます。

匿名の運用メトリクスを AWS に送信しないようにするには、次のいずれかのタスクを実行します。

• AWS CloudFormation テンプレートマッピングセクションを次のように更新します。

from

AnonymousData: 
     SendAnonymousData: 
        Data: Yes

～

AnonymousData: 
     SendAnonymousData: 
        Data: No

• CfCT をデプロイしたら、パラメータストアコンソールで /org/primary/metrics_flag SSM パラ
メータキーを見つけ、値を No に更新します。

CfCT カスタマイズガイド
AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) ガイドは、AWS Control Tower 環境を会社または顧客向けに
カスタマイズおよび拡張することを希望する管理者、DevOps プロフェッショナル、独立系ソフトウェア
ベンダー、IT インフラストラクチャアーキテクト、システムインテグレーターを対象としています。この
ガイドでは、CfCT カスタマイズパッケージを使用して AWS Control Tower 環境をカスタマイズおよび拡
張する際に役立つ情報を提供します。

Note

CfCT をデプロイして設定するには、AWS CodePipeline を通じて設定パッケージをデプロイして
処理します。以下のセクションではこのプロセスを詳しく説明します。

コードパイプラインの概要
設定パッケージには Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) と AWS CodePipeline が必要です。設
定パッケージには、次の項目が含まれています。

• マニフェストファイル
• 付随するテンプレートのセット
• AWS Control Tower 環境のカスタマイズを記述および実装するためのその他の JSON ファイル

デフォルトでは、_custom-control-tower-configuration.zip 設定パッケージは、次の命名規則
に従って Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにロードされます。

custom-control-tower-configuration-accountID-region.
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Note

デフォルトでは、CfCT はパイプラインソースを格納するために Simple Storage Service (Amazon 
S3) バケットを作成しますが、ソースの場所は AWS CodeCommit リポジトリに変更できます。
詳細については、「AWS CodePipeline ユーザーガイド」の「CodePipeline でパイプラインを編
集する」を参照してください。

マニフェストファイルは、ランディングゾーンをカスタマイズするためにデプロイできる AWS リソース
について記述するテキストファイルです。CodePipeline は次のタスクを実行します。

• マニフェストファイル、それに付随するテンプレートのセット、およびその他の JSON ファイルを抽出
する

• マニフェストとテンプレートの検証を実行する
• マニフェストファイル内のセクションを呼び出して特定の  パイプラインステージ (p. 75)を実行す

る。

マニフェストファイルをカスタマイズし、設定パッケージのファイル名からアンダースコア (_) を削除し
て設定パッケージを更新すると、AWS CodePipeline が自動的に開始されます。

Note

設定パッケージのサンプルファイル名はアンダースコア (_) で始まるため、AWS CodePipeline 
は自動的に開始されません。設定パッケージのカスタマイズが完了したら、AWS CodePipeline 
でデプロイをトリガーするため、アンダースコア (_) を付けずにファイル custom-control-
tower-configuration.zip をアップロードします。

AWS CodePipeline ステージ
CfCT パイプラインには、AWS Control Tower 環境を実装および更新するためのいくつかの AWS 
CodePipeline ステージが必要です。

1. ソースステージ

ソースステージは最初のステージです。カスタマイズされた設定パッケージによって、このパイプライ
ンステージが開始されます。AWS CodePipeline のソースは、設定パッケージをホストできる Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットまたは AWS CodeCommit リポジトリのいずれかとなります。

2. ビルドステージ

ビルドステージには、設定パッケージの内容を検証するための AWS CodeBuild が必要です。これらの
チェックには、manifest.yaml ファイル構文とスキーマのテストに加えて、AWS CloudFormation
validate-template および cfn_nag を使用してリモートでホストされている、またはパッケージに
含まれるすべての AWS CloudFormation テンプレートのテストが含まれます。マニフェストファイルと 
AWS CloudFormation テンプレートがテストに合格すると、パイプラインは次のステージに進みます。
テストに不合格だった場合は、CodeBuild ログを確認して問題を特定し、必要に応じて設定ソースファ
イルを編集できます。

3. 手動承認ステージ (オプション)

手動承認ステージはオプションです。このステージを有効にすると、設定パイプラインをさらに制御で
きます。承認が得られるまで、デプロイ中のパイプラインは一時停止します。手動承認をオプトインす
るには、スタックを起動したときに、[Pipeline Approval Stage] (パイプライン承認ステージ) パラメー
タを [Yes] (はい) に変更します。

4. サービスコントロールポリシーステージ

サービスコントロールポリシーステージは、サービスコントロールポリシーステートマシンを起動し
て、サービスコントロールポリシー (SCP) を作成する AWS Organizations API を呼び出します。

5. AWS CloudFormation リソースステージ
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AWS CloudFormation リソースステージは、スタックセットステートマシンを起動して、マニフェス
トファイルで指定したアカウントまたは組織単位 (OU) のリストで指定されたリソースをデプロイしま
す。ステートマシンは、AWS CloudFormation リソースの依存関係が指定されていない限り、マニフェ
ストファイルで指定された順序でリソースを作成します。

カスタム設定の定義
マニフェストファイル、付随するテンプレートのセット、およびその他の JSON ファイルを使用して、カ
スタム AWS Control Tower 設定を定義します。これらのファイルをフォルダ構造にパッケージ化し、次の
コード例に示すように、Simple Storage Service (Amazon S3) バケット内に .zip ファイルとして配置し
ます。

カスタム設定フォルダ構造

- manifest.yaml
- policies/                                                [optional] 
   - service control policies files (*.json)
- templates/                                               [optional] 
   - template files for AWS CloudFormation Resources (*.template)

前の例は、カスタム設定フォルダの構造を示しています。ソースストレージの場所として Simple Storage 
Service (Amazon S3) と AWS CodeCommit リポジトリのどちらを選択しても、フォルダ構造は同じまま
です。Simple Storage Service (Amazon S3) をソースストレージとして選択した場合は、すべてのフォ
ルダとファイルを custom-control-tower-configuration.zip ファイルをアップロードし、.zip
ファイルのみを指定された Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアップロードします。

Note

AWS CodeCommit を使用している場合、ファイルを圧縮せずにリポジトリにファイルを配置しま
す。

マニフェストファイル
manifest.yaml ファイルは、AWS リソースについて記述するテキストファイルです。次の例は、マニ
フェストファイルの構造を示しています。

---
region: String
version: 2021-03-15

resources: 
  #set of CloudFormation resources or SCP policies
...

前のコード例で示したように、マニフェストファイルの最初の 2 行は、region と version キーワードの値
を指定します。これらのキーワードの定義は次のとおりです。

region — AWS Control Tower のデフォルトリージョンのテキスト文字列。この値は有効な AWS リージョ
ン名でなければなりません (us-east-1、eu-west-1、または ap-southeast-1 など)。AWS Control 
Tower のホームリージョンは、よりリソース固有のリージョンが指定されていない限り、カスタム AWS 
Control Tower リソース (AWS CloudFormation StackSets など) を作成するときのデフォルトになります。

region:your-home-region

version — マニフェストスキーマのバージョン番号。サポートされている最新バージョンは 2021-03-15 で
す。
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version: 2021-03-15

Note

最新バージョンの使用をお勧めします。マニフェストプロパティを最新バージョンに更新するに
は、「マニフェストのバージョンのアップグレード (p. 87)」を参照してください。

前の例で示した次のキーワードは、resource キーワードです。マニフェストファイルの [resources] (リ
ソース) セクションは高度に構造化されています。AWS リソースの詳細なリストが含まれており、これら
のリソースは CfCT パイプラインによって自動的にデプロイされます。次のセクションで、リソースとそ
の使用可能なパラメータについて説明します。

マニフェストファイルの [resource] (リソース) セクション
このトピックでは、マニフェストファイルの [resource] (リソース) セクションのエントリについて詳しく
説明します。このセクションでは、カスタマイズに必要なリソースを定義します。

マニフェストファイルのこのセクションは、キーワード resouce から始まり、ファイルの末尾まで続きま
す。

マニフェストファイルの [resource] (リソース) セクションでは、AWS CloudFormation StackSets また
は AWS Organizations SCP (CfCT がコードパイプラインを使用して自動的にデプロイする) を指定しま
す。OU とアカウント、およびオプションでスタックインスタンスをデプロイするリージョンをリスト
アップできます。

スタックインスタンスは OU レベルではなくアカウントレベルでデプロイされます。SCP は OU レベルで
デプロイされます。詳細については、「Build Your Own Customizations (p. 82)」(独自のカスタマイズ
を構築する) を参照してください。

次のコード例は、疑似テンプレートです。このテンプレートには、マニフェストファイルの [resource] (リ
ソース) セクションで利用可能なエントリがまとめられています。

resources: # List of resources 
  - name: [String] 
    resource_file: [String] [Local File Path, S3 URL]  
    deployment_targets: # account and/or organizational unit names 
      accounts: # array of strings, [0-9]{12} 
        - 012345678912 
        - AccountName1 
      organizational_units: #array of strings 
        - OuName1 
        - OuName2  
    deploy_method: scp | stack_set 
    parameters: # List of parameters [SSM, Alfred, Values] 
      - parameter_key: [String] 
        parameter_value: [String]   
    export_outputs: # list of ssm parameters to store output values 
      - name: /org/member/test-ssm/app-id 
        value: $[output_ApplicationId]     
    regions: #list of strings 
    - [String]

このトピックの残りの部分では、前のコード例で示したキーワードの詳しい定義について説明します。

name — AWS CloudFormation StackSets に関連付けられた名前。指定する文字列は、スタックセットに
対してよりわかりやすい名前を割り当てます。

• タイプ: 文字列
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• 必須: はい
• 有効な値: a～z、A～Z、0～9、アンダースコア (_)。その他の文字は、自動的にアンダースコア (_) に置

き換えられます。

説明: リソースの説明。

• タイプ: 文字列
• 必須: いいえ

resource_file - このファイルは、(1) マニフェストファイルへの相対的な場所、(2) それぞれ AWS 
CloudFormation リソースまたは SCP を作成するための AWS CloudFormation テンプレートまたは JSON 
のAWS Organizations サービスコントロールポリシーを指す Simple Storage Service (Amazon S3) URL と
して指定できます。

• タイプ: 文字列
• 必須: はい

1. 次の例で示している resource_file は、設定パッケージ内のリソースファイルへの相対的な場所とし
て指定されます。

resources: 
  - name: SecurityRoles 
    resource_file: templates/custom-security.template

2. 次の例は、Simple Storage Service (Amazon S3) URL として指定されているリソースファイルを示して
います。

resources: 
  - name: SecurityRoles 
    resource_file: s3://my-bucket/[key-name]

3. 次の例は、Simple Storage Service (Amazon S3) HTTPS URL として指定されているリソースファイル
を示しています。

resources: 
  - name: SecurityRoles 
    resource_file: https://bucket-name.s3.Region.amazonaws.com/key-name

Note

Simple Storage Service (Amazon S3) URL を指定する場合は、バケットポリシーで、CfCT の
デプロイ元となる AWS Control Tower 管理アカウントの読み取りアクセスが許可されているこ
とを確認します。Simple Storage Service (Amazon S3) HTTPS URL を指定する場合は、パス
がドット表記を使用していることを確認します。例えば、S3.us-west-1 です。CfCT は、S3 
とリージョンの間にダッシュを含むエンドポイントをサポートしていません (S3‐us-west-2
など)。

4. 次の例は、リソースを保存する Simple Storage Service (Amazon S3) バケットポリシーと ARN を示し
ています。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
       { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::AccountId:root"}, 
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        "Action": "s3:GetObject", 
        "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket/*” 
       } 
   ]
}

例に示した AccountId 変数を、CfCT をデプロイしている管理アカウントの AWS アカウント ID に置
き換えます。その他の例については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「バケッ
トポリシーの例」を参照してください。

parameters — AWS CloudFormation パラメータの名前と値を指定します。

• タイプ: MapList
• 必須: いいえ

[parameters] (パラメータ) セクションには、キー/値パラメータのペアが含まれます。次の疑似テンプレー
トは、[parameters] (パラメータ) セクションの概要を示します。

parameters: 
  - parameter_key: [String] 
    parameter_value: [String]

• parameter_key — パラメータに関連付けられたキー。
• タイプ: 文字列
• 必須: はい (パラメータプロパティの下)
• 有効な値: a～z、A～Z、0～9

• parameter_value - パラメータに関連付けられた入力値。
• タイプ: 文字列
• 必須: はい (パラメータプロパティの下)

deploy_method — アカウントにリソースをデプロイするためのデプロイ方法。現在、deploy_method
は、AWS CloudFormation StackSets を通じたリソースのデプロイのための stack_set オプション、あ
るいは SCP をデプロイしている場合は scp オプションを使用したリソースのデプロイをサポートしてい
ます。

• タイプ: 文字列
• 有効な値: stack_set | scp
• 必須: はい

deployment_targets — CfCT が AWS CloudFormation リソースをデプロイするアカウントまたは組織単位 
(OU) のリスト。accounts または organizational_units として指定されます。

Note

SCP をデプロイする場合、ターゲットはアカウントではなく OU である必要があります。

• タイプ: このリソースが特定のアカウントリストにデプロイされることを示す文字列 account name ま
たは account number、あるいはこのリソースが指定された OU リストにデプロイされることを示す
OU names のリスト。

• 必須: accounts または organizational_units のうち少なくとも 1 つ
• accounts:
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タイプ: このリソースが特定のアカウントリストにデプロイされることを示す文字列 account name
または account number のリスト。

• organizational_units:

タイプ: このリソースが特定の OU リストにデプロイされることを示す文字列 OU names のリスト。
アカウントを含まない OU を指定し、accounts プロパティを追加していない場合、CfCT はスタック
セットのみを作成します。

Note

組織の管理アカウント ID が許可されている値ではありません。CfCT は、組織の管理アカウ
ントへのスタックインスタンスのデプロイをサポートしていません。

export_outps — SSM パラメータキーを表す名前/値のペアのリスト。これらの SSM パラメータキーを使
用すると、テンプレート出力を SSM パラメータストアに格納できます。出力は、先にマニフェストファ
イルで定義済みの他のリソースから参照されることになります。

export_outputs: # List of SSM parameters 
  - name: [String] 
    value: [String]

• タイプ: name および value キーペアのリスト。name には SSM パラメータストアキーの name 文字列
が含まれ、value にはパラメータの value 文字列が含まれています。

• 有効な値: 任意の文字列、または CfnOutput-Logical-ID がテンプレート出力変数に対応する
$[output_CfnOutput-Logical-ID] 変数。AWS CloudFormation テンプレートの [Outputs] (出力) 
セクションの詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「出力」を参照してくださ
い。

• 必須: いいえ

例えば、次のコードスニペットは、/org/member/audit/vpc_id という名前の SSM パラメータキーに
テンプレート VPCID の出力変数を保存します。

export_outputs: # List of SSM parameters 
  - name: /org/member/audit/VPC-ID 
    value: $[output_VPCID]

Note

export_outps キー名には、output 以外の値を含めることができます。例えば、name が /org/
environment-name の場合、value は production とすることができます。

regions — CfCT が AWS CloudFormation スタックインスタンスをデプロイするリージョンのリスト。

• タイプ: AWS 商用リージョン名の任意のリスト。このリソースが特定のリージョンリストにデプロイ
されることを示します。このキーワードがマニフェストファイルに存在しない場合、リソースはホーム
リージョンにのみデプロイされます。

• 必須: いいえ

ルート OU
マニフェスト V2 バージョン (2021-03-15) では、CfCT は organizational_units の組織単位 (OU) の
値としてのルートをサポートしています。
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• scp のデプロイ方法を選択した場合、organizational_units でルートを追加すると、AWS Control 
Tower はルートの下にあるすべての OU にポリシーを適用します。stack_set のデプロイ方法を選択
した場合、organizational_units でルートを追加すると、CfCT は、管理アカウントを除き、AWS 
Control Tower に登録されているルートの下にあるすべてのアカウントにスタックセットをデプロイしま
す。

• AWS Control Tower のベストプラクティスに従って、管理アカウントはメンバーアカウントの管理と請
求のみを目的としています。AWS Control Tower 管理アカウントで本番ワークロードを実行しないでく
ださい。

ベストプラクティスのガイダンスに従って、AWS Control Tower のデプロイでは、管理アカウントは
ルート OU の下に置かれています。これにより、フルアクセス権を付与しながら、管理アカウントが追
加のリソースを実行しないようにします。この理由のため、AWSControlTowerExecution ロールは管理
アカウントにデプロイされません。

• 管理アカウントについては、次のベストプラクティスに従うことをお勧めします。特定のユースケース
で、管理アカウントにスタックセットをデプロイする必要がある場合は、accounts をデプロイターゲッ
トとして含め、管理アカウントを指定します。それ以外の場合は、accounts をデプロイターゲットとし
て含めないでください。必要な IAM ロールなど、不足しているリソースを管理アカウントで作成する必
要があります。

管理アカウントにスタックセットをデプロイするには、accounts をデプロイターゲットとして含め、管
理アカウントを指定します。それ以外の場合は、accounts をデプロイターゲットとして含めないでくださ
い。

---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources: 

  …truncated… 

    deployment_targets: 
      organizational_units: 
        - Root

Note

ルート OU 機能は、V2 バージョンのマニフェストファイル (2021-03-15) でのみサポートされま
す。organizational_units の OU として [Root] (ルート) を追加する場合、他の OU は追加し
ないでください。

ネストされた OU
CfCT では、1 つ以上のネストされた OU をマニフェスト V2 バージョン (2021-03-15) の
organizational_units キーワードでリストすることができます。

OU 間の区切り文字としてコロンを使用した、ネストされた OU の完全なパス (ルートを除く) が必要で
す。デプロイ方法 scp では、AWS Control Tower は、ネストされた OU パスの最後の OU に SCP をデ
プロイします。デプロイ方法 stack_set では、AWS Control Tower は、ネストされた OU パスの最後の 
OU のすべてのアカウントに、スタックセットをデプロイします。

例えば、パス OUName1:OUName2:OUName3 について考えてみましょう。パス内の最後の OU は
OUName3 です。CfCT は SCP を OUName3 にデプロイし、スタックセットを OUName3 の直下にあるすべ
てのアカウントにデプロイします。

---
region: your-home-region
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version: 2021-03-15

resources: 

  …truncated… 

    deployment_targets: 
      organizational_units: 
        - OuName1:OUName2:OUName3

Note

ネストされた OU 機能は、V2 バージョンのマニフェストファイル (2021-03-15) でのみサポート
されます。

独自のカスタマイズを構築する
独自のカスタマイズを構築するには、サービスコントロールポリシー (SCP) および AWS CloudFormation 
リソースを追加または更新して、manifest.yaml ファイルを変更することができます。デプロイ
する必要があるリソースについては、アカウントと OU を追加または削除できます。パッケージフォ
ルダ内のテンプレートを追加または変更したり、独自のフォルダを作成したり、テンプレートまたは
manifest.yaml ファイル内のフォルダを参照したりできます。

このセクションでは、独自のカスタマイズを構築する際の 2 つの主要部分について説明します。

• サービスコントロールポリシー用に独自の設定パッケージをセットアップする方法
• AWS CloudFormation スタックセット用に独自の設定パッケージをセットアップする方法

サービスコントロールポリシー用に設定パッケージをセットアッ
プする
このセクションでは、サービスコントロールポリシー (SCP) 用の設定パッケージを作成する方法について
説明します。このプロセスの 2 つの主要部分は、(1) マニフェストファイルの準備、(2) フォルダ構造の準
備です。

ステップ 1: manifest.yaml ファイルを編集する

サンプル manifest.yaml ファイルを出発点として使用します。必要な設定をすべて入力しま
す。resource_file および deployment_targets の詳細を追加します。

次のスニペットは、デフォルトマニフェストファイルを示しています。

---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources: []

region の値は、デプロイ時に自動的に追加されます。これは CfCT をデプロイしたリージョンと一致す
る必要があります。このリージョンは AWS Control Tower リージョンと同じものにする必要があります。

Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに格納されている zip パッケージ内の example-
configuration フォルダにカスタム SCP を追加するには、example-manifest.yaml ファイルを開
き、編集を開始します。

---
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region: your-home-region
version: 2021-03-15

resources: 
  - name: test-preventive-controls 
    description: To prevent from deleting or disabling resources in member accounts 
    resource_file: policies/preventive-controls.json 
    deploy_method: scp 
    #Apply to the following OU(s) 
    deployment_targets: 
      organizational_units: #array of strings 
        - OUName1 
        - OUName2  

…truncated…

次のスニペットは、カスタマイズされたマニフェストファイルの例を示しています。1 回の変更で複数の
ポリシーを追加できます。

---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources: 
  - name: block-s3-public-access 
    description: To S3 buckets to have public access 
    resource_file: policies/block-s3-public.json 
    deploy_method: scp 
    #Apply to the following OU(s) 
    deployment_targets: 
      organizational_units: #array of strings 
        - OUName1 
        - OUName2 

ステップ 2: フォルダ構造を作成する
リソースファイルに Simple Storage Service (Amazon S3) URL を使用していて、キーと値のペアの
parameters を使用している場合、このステップを省略できます。

マニフェストファイルは JSON ファイルを参照するため、マニフェストをサポートするには、SCP ポリ
シーを JSON 形式で含める必要があります。マニフェストファイルに指定されたパス情報とファイルパス
が一致していることを確認します。

• policy JSON ファイルには、OU にデプロイされる SCP が含まれています。

次のスニペットは、サンプルマニフェストファイルのフォルダ構造を示しています。

- manifest.yaml
- policies/ 
   - block-s3-public.json

以下のスニペットは、block-s3-public.json ポリシーファイルの一例です。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"GuardPutAccountPublicAccessBlock", 
         "Effect":"Deny", 
         "Action":"s3:PutAccountPublicAccessBlock", 
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         "Resource":"arn:aws:s3:::*" 
      } 
   ]
}

AWS CloudFormation StackSets の設定パッケージをセットアッ
プする
このセクションでは、AWS CloudFormation StackSets の設定パッケージをセットアップする方法につい
て説明します。このプロセスの 2 つの主要部分は、(1) マニフェストファイルの準備、(2) フォルダ構造の
更新です。

ステップ 1: 既存のマニフェストファイルを編集する

新しい AWS CloudFormation StackSets 情報を、以前に編集したマニフェストファイルに追加します。

次のスニペットには、確認のため、SCP 用の設定パッケージをセットアップするために前述したものと同
じカスタマイズされたマニフェストファイルが含まれています。このファイルをさらに編集して、リソー
スの詳細を含めることができるようになりました。

---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources: 
   
  - name: block-s3-public-access 
    description: To S3 buckets to have public access 
    resource_file: policies/block-s3-public.json 
    deploy_method: scp 
    #Apply to the following OU(s) 
    deployment_targets: 
    organizational_units: #array of strings 
    - OUName1 
    - OUName2 

次のスニペットは、resources の詳細を含む編集済みのサンプルマニフェストファイルを示しま
す。resources の順序は、resources の依存関係を作成するための実行順序を決定します。次のサンプ
ルマニフェストファイルをビジネス要件に応じて編集できます。

---
region: your-home-region
version: 2021-03-15

…truncated…

resources: 
  - name: stackset-1 
    resource_file: templates/create-ssm-parameter-keys-1.template 
    parameters: 
      - parameter_key: parameter-1 
        parameter_value: value-1 
    deploy_method: stack_set 
    deployment_targets: 
      accounts: # array of strings, [0-9]{12} 
        - account number or account name 
        - 123456789123 
      organizational_units: #array of strings, ou ids, ou-xxxx 
        - OuName1 
        - OUName2  
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    export_outputs: 
      - name: /org/member/test-ssm/app-id 
        value: $[output_ApplicationId] 
    regions: 
      - region-name

  - name: stackset-2 
    resource_file: s3://bucket-name/key-name 
    parameters: 
      - parameter_key: parameter-1 
        parameter_value: value-1 
    deploy_method: stack_set 
    deployment_targets: 
      accounts: # array of strings, [0-9]{12} 
        - account number or account name 
        - 123456789123 
      organizational_units: #array of strings 
        - OuName1 
        - OUName2  
regions: 
  - region-name

次の例は、マニフェストファイルに複数の AWS CloudFormation リソースを追加できることを示していま
す。

---
region: us-east-1
version: 2021-03-15

resources: 
  - name: block-s3-public-access 
    description: To S3 buckets to have public access 
    resource_file: policies/block-s3-public.json 
    deploy_method: scp 
    #Apply to the following OU(s) 
    deployment_targets: 
      organizational_units: #array of strings 
        - Custom 
        - Sandbox 

  - name: transit-network 
    resource_file: templates/transit-gateway.template 
    parameter_file: parameters/transit-gateway.json 
    deploy_method: stack_set 
    deployment_targets: 
      accounts: # array of strings, [0-9]{12} 
        - Prod 
        - 123456789123 #Network 
      organizational_units: #array of strings 
        - Custom 
    export_outputs: 
      - name: /org/network/transit-gateway-id 
        value: $[output_TransitGatewayID] 
    regions: 
      - us-east-1

ステップ 2: フォルダ構造を更新する
フォルダ構造を更新すると、すべてのサポートされる AWS CloudFormation テンプレートファイルとマニ
フェストファイルにある SCP ポリシーファイルを含めることができます。ファイルパスがマニフェスト
ファイルで指定したものと一致していることを確認します。

• template ファイルには、OU およびアカウントにデプロイされる AWS リソースが含まれます。
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• policy ファイルには、テンプレートファイルで使用される入力パラメータが含まれます。

次の例は、ステップ 1 (p. 84) で作成したサンプルマニフェストファイルのフォルダ構造を示していま
す。

- manifest.yaml
- policies/ 
   - block-s3-public.json
- templates/ 
   - transit-gateway.template

「alfred」ヘルパーと AWS CloudFormation パラメータファイル
CfCT には、AWS CloudFormation テンプレートで定義されている SSM パラメータストアキーの値を
取得するための alfred ヘルパーと呼ばれるメカニズムが用意されています。alfred ヘルパーを使用する
と、AWS CloudFormation テンプレートを更新しなくても、SSM パラメータストアに保存されている値を
使用できます。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「AWS CloudFormation テンプ
レートとは」を参照してください。

Important

alfred ヘルパーには 2 つの制限があります。パラメータは、AWS Control Tower 管理アカウント
のホームリージョンでのみ使用できます。ベストプラクティスとして、スタックインスタンスご
とに変わらない値を使用することを検討してください。「alfred」ヘルパーがパラメーターを取得
すると、変数をエクスポートするスタックセットからランダムなスタックインスタンスを選択し
ます。

例
2 つの AWS CloudFormation スタックセットがあるとします。スタックセット 1 には 1 つのスタック
インスタンスがあり、1 つのリージョンの 1 つのアカウントにデプロイされます。アベイラビリティー
ゾーンに Amazon VPC とサブネットが作成されます。VPC ID と subnet ID をパラメータ値とし
てスタックセット 2 に渡す必要があります。VPC ID と subnet ID をスタックセット 2 に渡す前
に、AWS:::SSM::Parameter を使用して VPC ID と subnet ID をスタックセット 1 に保存する必要が
あります。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの AWS:::SSM::Parameter をご参照
ください。

AWS CloudFormation スタックセット 1:

次のスニペットでは、alfred ヘルパーは、パラメータストアから VPC ID と subnet ID の値を取得し、
それらの値を StackSet ステートマシンに入力として渡すことができます。

VpcIdParameter: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Name: '/stack_1/vpc/id' 
      Description: Contains the VPC id 
      Type: String 
      Value: !Ref MyVpc

SubnetIdParameter: 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties: 
      Name: '/stack_1/subnet/id' 
      Description: Contains the subnet id 
      Type: String 
      Value: !Ref MySubnet

AWS CloudFormation スタックセット 2:
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このスニペットは、AWS CloudFormation スタック 2manifest.yaml ファイルで指定されているパラ
メータを表示します。

parameters: 
      - parameter_key: VpcId 
        parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/vpc/id] 
      - parameter_key: SubnetId 
        parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/subnet/id]

AWS CloudFormation スタックセット 2.1:

このスニペットは、ユーザーが CommaDelimitedList 型のパラメータをサポートする alfred_ssm プロ
パティを一覧表示できることを示しています。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの
Parameters をご参照ください。

parameters: 
      - parameter_key: VpcId # Type: String 
        parameter_value: $[alfred_ssm_/stack_1/vpc/id'] 
      - parameter_key: SubnetId # Type: String 
        parameter_value: $[ alfred_ssm_/stack_1/subnet/id'] 
      - parameter_key: AvailablityZones # Type: CommaDelimitedList 
        parameter_value: 
  - "$[alfred_ssm_/availability_zone_1]" 
 - "$[alfred_ssm_/availability_zone_2]"

カスタマイズパッケージの JSON スキーマ

CfCT のカスタマイズパッケージの JSON スキーマは、GitHub のソースコードリポジトリにあり
ます。このスキーマはほとんどの開発ツールで使用でき、独自の manifest.yaml ファイルを構
築する際のエラーを減らすのに役立ちます。

マニフェストのバージョンのアップグレード
AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) の最新バージョンについては、GitHub リポジトリの
CHANGELOG.md ファイルを参照してください。

Warning

バージョン 2.2.0 の AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) では、関連する AWS のサービス 
API に合わせてマニフェストスキーマ (バージョン 2021-03-15) を導入しました。マニフェストス
キーマにより、分離された DevOps ワークフローを通じて、サポートされているリソース (AWS 
CloudFormation テンプレートと SCP) を単一の manifest.yaml ファイルで管理できます。
マニフェストスキーマのバージョン 2020-01-01 を、バージョン 2021-03-15 以降に更新すること
を強くお勧めします。
CfCT は、引き続き manifest.yaml ファイルのバージョン 2021-03-15 および 2020-01-01 を
サポートします。既存の設定を変更する必要はありません。ただし、バージョン 2020-01-01
はサポート終了になります。バージョン 2020-01-01 に更新プログラムを提供したり、拡張機能
を追加したりすることはありません。ルート OU およびネストされた OU 機能は、バージョン
2020-01-01 ではサポートされていません。

マニフェストバージョン 2021-03-15 で廃止されたプロパティ:

organization_policies
policy_file
apply_to_accounts_in_ou

cloudformation_resources
template_file
deploy_to_account
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deploy_to_ou
ssm_parameters

必須のアップグレードステップ
マニフェストのスキーマバージョンを 2021-03-15 にアップグレードするときに、ファイルを更新するた
めに必要な変更は次のとおりです。次のセクションでは、移行時の必須の推奨および推奨される変更につ
いて概説します。

組織ポリシー

1. SCP を新しいプロパティ resources の下にある organization_policies に移動します。
2. policy_file プロパティを新しいプロパティ resource_file に変更します。
3. apply_to_accounts_in_ou を新しいプロパティ deployment_targets に変更します。OU リストは、サブ

プロパティ [organizational_units] で定義する必要があります。accounts サブプロパティは、組織ポリ
シーではサポートされていません。

4. 新しいプロパティ deploy_method を、値 scp を指定して追加します。

AWS CloudFormation リソース

1. CloudFormation リソースを新しいプロパティ resources の下にある cloudformation_resources に移動し
ます。

2. template_file プロパティを新しいプロパティ resource_file に変更します。
3. deploy_to_ou を新しいプロパティ deployment_targets に変更します。OU リストは、サブプロパティ

[organizational_units] で定義する必要があります。
4. deploy_to_accounts を新しいプロパティ deployment_targets に変更します。アカウントリストは、サブ

プロパティ accounts で定義する必要があります。
5. ssm_parameters プロパティを新しいプロパティ export_outputs に変更します。

強く推奨されるアップグレードステップ
AWS CloudFormation パラメータ

1. parameter_file プロパティを新しいプロパティ parameters に変更します。
2. parameter_file プロパティの値にあるファイルパスを削除します。
3. 既存のパラメータ JSON ファイルのパラメータキーとパラメータ値を、parameters プロパティの新し

いフォーマットにコピーします。この操作により、マニフェストファイルでこれらの値を管理すること
ができます。

Note

parameter_file プロパティはマニフェストバージョン 2021-03-15 でサポートされています。
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AWS Control Tower のネットワーク
AWS Control Tower は、VPC を介したネットワークの基本的なサポートを提供します。

AWS Control Tower VPC のデフォルト設定または機能がニーズを満たしていない場合は、他の AWS の
サービスを使用して VPC を設定できます。VPC と AWS Control Tower の使用方法の詳細については、
「Building a Scalable and Secure Multi-VPC AWS Network Infrastructure」(スケーラブルでセキュアなマ
ルチ VPC の AWS ネットワークインフラストラクチャを構築する) を参照してください。

関連トピック

• 既存の VPC があるアカウントを登録する場合の AWS Control Tower の動作の詳細については、「VPC 
を使用した既存のアカウントの登録 (p. 129)」を参照してください。

• Account Factory では、AWS Control Tower VPC を含むアカウントをプロビジョニングしたり、VPC な
しでアカウントをプロビジョニングしたりできます。AWS Control Tower VPC を削除する方法、または 
VPC なしで AWS Control Tower アカウントを設定する方法については、「チュートリアル: VPC を使用
せずに AWS Control Tower を設定する (p. 1071)」を参照してください。

• VPC の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。

• AWS Control Tower のネットワークと VPC を使用する方法の詳細については、このユーザーガイドの
関連情報ページで「ネットワーク」のセクションを参照してください。

AWS Control Tower での VPC および AWS リー
ジョン

アカウント作成の標準的な部分として、AWS は AWS Control Tower で管理していないリージョンであっ
ても、すべてのリージョンで AWS-デフォルトの VPC を作成します。このデフォルトの VPC は、AWS 
Control Tower がプロビジョニングされたアカウント用に作成する VPC と同じではありませんが、管理対
象外のリージョンの AWS デフォルト VPC は、IAM ユーザーがアクセスできる場合があります。

管理者は、リージョン拒否コントロールを有効にして、エンドユーザーが AWS Control Tower がサポート
するリージョンの VPC に接続する権限を持たないようにできます。ただし、管理対象外のリージョンで
す。リージョン拒否コントロールを設定するには、[Landing zone settings] (ランディングゾーン設定) ペー
ジに移動し、[Modify settings] (設定を変更する) を選択します。

リージョン拒否コントロールは、管理対象外リージョンのほとんどのサービスへの API コールをブロック
します。詳細については、「リクエストされた AWS リージョンに基づいて AWS へのアクセスを拒否す
る (p. 982)」を参照してください。

Note

リージョン拒否コントロールでは、AWS Control Tower がサポートされていないリージョンで 
IAM ユーザーが AWS のデフォルト VPC に接続することを妨げない場合があります。

オプションで、管理対象外リージョンの AWS デフォルトの VPC を削除できます。リージョンのデフォル
ト VPC をリストするには、次の例と同様の CLI コマンドを使用できます。

aws ec2 --region us-west-1 describe-vpcs --filter Name=isDefault,Values=true
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AWS Control Tower と VPC の概要
AWS Control Tower VPC に関する重要な事実を以下に示します。

• Account Factory でアカウントをプロビジョニングするときに AWS Control Tower によって作成される 
VPC は、AWS のデフォルト VPC とは異なります。

• サポートされている AWS リージョンに AWS Control Tower が新しいアカウントを設定すると、AWS 
Control Tower はデフォルトの AWS VPC を自動的に削除し、AWS Control Tower によって設定された
新しい VPC を設定します。

• 各 AWS Control Tower アカウントには、AWS Control Tower で作成された 1 つの VPC が許可されま
す。アカウントには、アカウントの制限内で追加の AWS VPC を含めることができます。

• すべての AWS Control Tower VPC には、米国西部 (北カリフォルニア) リージョン、us-west-1、us-
west-1 の 2 つのアベイラビリティーゾーンを除くすべてのリージョンに 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、各アベイラビリティーゾーンに 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割り当てられます。したがって、米国西部 (北カリフォルニア) 以外の
リージョンの場合、各 AWS Control Tower VPC には、デフォルトで 9 つのサブネットが含まれ、3 つ
のアベイラビリティーゾーンに分かれています。米国西部 (北カリフォルニア) では、6 つのサブネット
が 2 つのアベイラビリティーゾーンで分割されます。

• AWS Control Tower VPC 内のサブネットのそれぞれに、同サイズの一意の IP アドレス範囲が割り当て
られます。

• VPC 内のサブネットの数は設定可能です。VPC のサブネット設定の変更方法の詳細については、
「Account Factory トピック」を参照してください。

• IP アドレスが重複しないため、AWS Control Tower VPC 内の 6 または 9 つのサブネットは無制限に相
互通信できます。

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。

Notes (メモ)

VPC コストを管理する

新しいアカウントをプロビジョニングするときにパブリックサブネットが有効になるように 
Account Factory の VPC 設定を定義すると、Account Factory によって VPC が設定されて、NAT 
ゲートウェイが作成されます。料金は Amazon VPC による使用量に対して請求されます。

VPC とコントロールの設定

VPC インターネットアクセス設定を有効にして Account Factory アカウントをプロビジョニ
ングすると、その Account Factory 設定によってコントロール (Disallow internet access for an 
Amazon VPC instance managed by a customer (顧客が管理する Amazon VPC インスタンスのイ
ンターネットアクセスを許可しない) (p. 984)) が上書きされます。新しくプロビジョニングさ
れたアカウントのインターネットアクセスを有効にしないようにするには、Account Factory で
設定を変更する必要があります。詳細については、「チュートリアル: VPC を使用せずに AWS 
Control Tower を設定する (p. 1071)」を参照してください。

VPC と AWS Control Tower の CIDR とピア接続
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。

VPC の CIDR 範囲を選択すると、AWS Control Tower は RFC 1918 仕様に従って IP アドレス範囲を検証
します。Account Factory は、以下の範囲で最大 /16 の CIDR ブロックを許可します。
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• 10.0.0.0/8
• 172.16.0.0/12
• 192.168.0.0/16
• 100.64.0.0/10 (インターネットプロバイダーがこの範囲の使用を許可している場合のみ)

/16 区切り記号を使用すると、最大 65,536 個の IP アドレスを指定できます。

以下の範囲から有効な IP アドレスを割り当てることができます。

• 10.0.x.x to 10.255.x.x
• 172.16.x.x – 172.31.x.x
• 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (192.168 範囲外の IP はありません)

指定した範囲がこれら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。

デフォルトの CIDR 範囲は 172.31.0.0/16 です。

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、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。IP アドレスのデフォルト
オーバーラップのため、この実装では、OU 内のいずれかの AWS Control Tower VPC 間のピア接続が最初
は許可されません。

サブネット

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 (6 
つのサブネットがある米国西部 (北カリフォルニア)。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 VPC 内におい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ません。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。AWS Control Tower でのセキュリティグループとファイア
ウォールの設定の詳細については、「チュートリアル: AWS Firewall Manager を使用した AWS Control 
Tower のセキュリティグループの設定 (p. 1073)」を参照してください。

ピア接続

AWS Control Tower は、複数の VPC 間で通信するための VPC と VPC 間のピア接続を制限しません。た
だし、デフォルトでは、すべての AWS Control Tower VPC のデフォルトの CIDR 範囲は同じです。ピア
接続をサポートするために、IP アドレスが重複しないように Account Factory の設定で CIDR 範囲を変更
できます。

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。例えば、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。
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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

一般に、ロールは AWS における Identity and Access Management (IAM) の一部です。AWS での IAM と
ロールの一般的な情報については、AWS IAM ユーザーガイドのIAM ロールのトピックを参照してくださ
い。

AWS Control Tower コンソールを使用するために必要なロールの詳細については、「AWS Control Tower 
コンソールを使用するために必要なアクセス許可 (p. 1039)」を参照してください。

ロールとアカウントの作成
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、このアカウントを作成する際に、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。ロールの
名前は AWSControlTowerExecution です。

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 ロールを引き継ぎます。このロールを使用して、AWS Control Tower 
は、アカウントにベースライニングを行い、必須の (およびその他有効な) コントロールを適用します。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とは、そのリソースを設定することです (Account Factory テンプ
レートを含む)。これはブループリントまたはコントロールと呼ばれることもあります。ベース
ライニングのプロセスでは、テンプレート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 ベースライン
は、登録されているすべてのアカウントに適用するロールに含まれています。

アカウントとリソースの詳細については、「AWS Control Tower の AWS アカウントについて (p. 125)」
を参照してください。

AWSControlTowerExecution ロールについての説明

AWSControlTowerExecution ロールは、登録されたすべてのアカウントに存在する必要があります。
これにより AWS Control Tower が個々のアカウントを管理し、それらのアカウントに関する情報を監査ア
カウントおよびログアーカイブアカウントに報告できるようにするものです。

AWSControlTowerExecution ロールは、次のように、いくつかの方法でアカウントに追加できます。

• セキュリティ OU のアカウント (コアアカウントと呼ばれることもあります) の場合、AWS Control 
Tower は、AWS Control Tower の初期セットアップ時にロールを作成します。

• AWS Control Tower コンソールで作成された Account Factory アカウントの場合、AWS Control Tower 
は、アカウント作成時にこのロールを作成します。

• アカウント登録が 1 つの場合は、ロールを手動で作成し、AWS Control Tower にアカウントを登録する
ようお客様に依頼します。
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• ガバナンスを OU に拡張する場合、AWS Control Tower は、StackSet-AWSControlTowerExecutionRole
を使用して、その OU 内のすべてのアカウントにロールを作成します。

AWSControlTowerExecution ロールの目的:

• AWSControlTowerExecution では、スクリプトと Lambda 関数を使用して、アカウントを自動的に
作成および登録できます。

• AWSControlTowerExecution では、各アカウントのすべてのログがロギングアカウントに送信され
るよう、組織のロギングを設定できます。

• AWSControlTowerExecution では、AWS Control Tower に個別のアカウントを登録できます。最
初に、そのアカウントに AWSControlTowerExecution ロールを追加する必要があります。ロール
の追加手順については、「必要な IAM ロールを既存の AWS アカウントに手動で追加し、登録しま
す。 (p. 134)」を参照してください。

AWSControlTowerExecution ロールと OU の連携方法:

AWSControlTowerExecution ロールは、選択した AWS Control Tower コントロールが自動的に、組織
内の各 OU の個々のアカウントに適用され、AWS Control Tower で作成したすべての新規アカウントにも
適用されるようにします。結果として、以下のようになります。

• AWS Control Tower コントロールによって具体化される監査機能とロギング機能に基づいて、コンプラ
イアンスレポートとセキュリティレポートをより簡単に提供できます。

• セキュリティチームとコンプライアンスチームは、すべての要件が満たされていること、組織ドリフト
が発生していないことを確認できます。

ドリフトの詳細については、「Detect and resolve drift in AWS Control Tower」(AWS Control Tower でド
リフトを検出して解決する) を参照してください。

つまり、AWSControlTowerExecution ロールとその関連ポリシーを使って、組織全体のセキュリティ
とコンプライアンスを柔軟に管理できるということです。したがって、セキュリティまたはプロトコルの
違反が発生する可能性が低くなります。

ロールの信頼関係のオプションの条件
AWS Control Tower の特定のロールとやり取りするアカウントとリソースを制限するために、ロールの信
頼ポリシーに条件を課すことができます。AWSControlTowerAdmin ロールは幅広いアクセスを許可する
ため、このロールへのアクセスを制限することを強くお勧めします。

攻撃者がリソースにアクセスできないようにするには、AWS Control Tower の信頼ポリシーを手動で編集
して、ポリシーステートメントに aws:SourceArn 条件または aws:SourceAccount 条件を少なくとも 
1 つ追加します。セキュリティのベストプラクティスとして、aws:SourceArn 条件を追加することを強
くお勧めします。これは aws:SourceAccount より具体的であり、特定のアカウントと特定のリソース
へのアクセスを制限するためです。

リソースの完全な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合は、aws:SourceArn
条件を使用し、ARN の未知の部分にワイルドカード (*) を使用できます。例え
ば、arn:aws:controltower:*:123456789012:* は、リージョンを指定しない場合に機能します。

以下の例では、IAM ロールの信頼ポリシーと共に aws:SourceArn IAM 条件を使用していま
す。AWSControlTowerAdmin ロールの信頼関係に条件を追加します。これは、AWS Control Tower サービ
スプリンシパルがこのロールとやり取りするためです。

例に示すように、ソース ARN の形式は次のとおりで
す。arn:aws:controltower:${HOME_REGION}:${CUSTOMER_AWSACCOUNT_id}:*
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文字列 ${HOME_REGION} および ${CUSTOMER_AWSACCOUNT_id} を、自身のホームリージョンと呼び出
しアカウントのアカウント ID で置き換えます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "controltower.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "ArnEquals": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

この例では、arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:* と指定されているソー
ス ARN が、sts:AssumeRole アクションの実行を許可される唯一の ARN となります。つま
り、us-west-2 リージョンで、アカウント ID 012345678901 にサインインできるユーザーのみ
が、controltower.amazonaws.com と指定された AWS Control Tower サービスのこの特定のロールと
信頼関係を必要とするアクションの実行を許可されます。

次の例は、ロールの信頼ポリシーに適用される aws:SourceAccount 条件と aws:SourceArn 条件を示
しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "controltower.amazonaws.com" 
        ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:SourceAccount": "012345678901" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "aws:SourceArn": "arn:aws:controltower:us-west-2:012345678901:*" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

この例は、aws:SourceAccount 条件ステートメントが追加された、aws:SourceArn 条件ステートメン
トを示しています。詳細については、「クロスサービス偽装の防止 (p. 1038)」を参照してください。

AWS Control Tower のアクセス許可ポリシーの一般的な情報については、「リソースへのアクセスの管
理 (p. 1032)」を参照してください。

推奨事項:
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AWS Control Tower が作成するロールに条件を追加することをお勧めします。このロールは他の 
AWS のサービスによって直接引き受けられるためです。詳細については、このセクションで前に
示した AWSControlTowerAdmin の例を参照してください。AWS Config レコーダーロールについて
は、aws:SourceArn 条件を追加し、許可されたソース ARN として Config レコーダー ARN を指定する
ことをお勧めします。

AWSControlTowerExecution などのロール、またはすべての管理されたアカウントの AWS Control Tower 
監査アカウントで引き受け可能なロール (p. 114)については、 でこれらのロールの信頼ポリシーに
aws:PrincipalOrgID 条件を追加することをお勧めします。これにより、リソースにアクセスするプリ
ンシパルが正しい 組織のアカウントに属していることを検証します。aws:SourceArn 条件ステートメン
トは期待どおりに機能しないため、追加しないでください。

Note

ドリフトの場合は、特定の状況で AWS Control Tower ロールがリセットされる可能性がありま
す。ロールをカスタマイズしている場合は、ロールを定期的に再確認することをお勧めします。

AWS Control Tower ConfigRecorderRole
AWS Control Tower は、ログアーカイブアカウント、監査アカウント、および Account Factory によって
作成された各アカウントにリソースとしてこのロールをデプロイします。このロールは、本セクションの
後半の、ロールの信頼関係のアーティファクトに示されているように、AWS Config で引き受けることが
できます。このロールは 1000 行を超えています。これは、数多くの AWS のサービス サービスによる複
数のアクションを許可するためです。このロールは、設定を記録し、配信チャネルに配信する許可を AWS 
Config に付与します。

Note

この IAM ロールを作成する場合は、このロールの許可ポリシーで定義されている AWS Config リ
ソースを管理する許可を AWS Control Tower に付与します。AWS Control Tower がこのロールを
初めて使用するとき、AWS Config は、新しいサービスにリンクされたロールをアカウントに作
成する場合があります。このロールは、元の AWS Control Tower リクエストを完了するために必
要な他の AWS リソースへのアクセス権を AWS Config に付与します。
AWS Config または他のサービスで、サービスにリンクされたロールを作成して使用する方法に
ついては、「IAM と連携する AWS サービス」を参照してください。サービスにリンクされた
ロールの使用をサポートしていることを示す、サービスリンクロール列にはいがあるサービスを
探します。サービスリンクロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、はいリンク
を選択します。
AWS のサービスにリンクされたロールの定義については、「AWS サービスにリンクされたロー
ル」を参照してください。

ロール名: aws-controltower-ConfigRecorderRole

次のアカウントにデプロイ: ログアーカイブアカウント、監査アカウント、Account Factory アカウント

引き受け先: AWS Config

AWS マネージドポリシー:

• ReadOnlyAccess
• AWS_ConfigRole

次の JSON アーティファクトは、このロールを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "a4b:Get*", 
                "a4b:List*", 
                "a4b:Search*", 
                "access-analyzer:GetAccessPreview", 
                "access-analyzer:GetAnalyzedResource", 
                "access-analyzer:GetAnalyzer", 
                "access-analyzer:GetArchiveRule", 
                "access-analyzer:GetFinding", 
                "access-analyzer:GetGeneratedPolicy", 
                "access-analyzer:ListAccessPreviewFindings", 
                "access-analyzer:ListAccessPreviews", 
                "access-analyzer:ListAnalyzedResources", 
                "access-analyzer:ListAnalyzers", 
                "access-analyzer:ListArchiveRules", 
                "access-analyzer:ListFindings", 
                "access-analyzer:ListPolicyGenerations", 
                "access-analyzer:ListTagsForResource", 
                "access-analyzer:ValidatePolicy", 
                "acm-pca:Describe*", 
                "acm-pca:Get*", 
                "acm-pca:List*", 
                "acm:Describe*", 
                "acm:Get*", 
                "acm:List*", 
                "airflow:ListEnvironments", 
                "airflow:ListTagsForResource", 
                "amplify:GetApp", 
                "amplify:GetBranch", 
                "amplify:GetDomainAssociation", 
                "amplify:GetJob", 
                "amplify:ListApps", 
                "amplify:ListBranches", 
                "amplify:ListDomainAssociations", 
                "amplify:ListJobs", 
                "apigateway:GET", 
                "appconfig:GetApplication", 
                "appconfig:GetConfiguration", 
                "appconfig:GetConfigurationProfile", 
                "appconfig:GetDeployment", 
                "appconfig:GetDeploymentStrategy", 
                "appconfig:GetEnvironment", 
                "appconfig:GetHostedConfigurationVersion", 
                "appconfig:ListApplications", 
                "appconfig:ListConfigurationProfiles", 
                "appconfig:ListDeployments", 
                "appconfig:ListDeploymentStrategies", 
                "appconfig:ListEnvironments", 
                "appconfig:ListHostedConfigurationVersions", 
                "appconfig:ListTagsForResource", 
                "application-autoscaling:Describe*", 
                "applicationinsights:Describe*", 
                "applicationinsights:List*", 
                "appmesh:Describe*", 
                "appmesh:List*", 
                "appstream:Describe*", 
                "appstream:List*", 
                "appsync:Get*", 
                "appsync:List*", 
                "aps:DescribeAlertManagerDefinition", 
                "aps:DescribeRuleGroupsNamespace", 
                "aps:DescribeWorkspace", 
                "aps:GetAlertManagerSilence", 
                "aps:GetAlertManagerStatus", 
                "aps:GetLabels", 
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                "aps:GetMetricMetadata", 
                "aps:GetSeries", 
                "aps:ListAlerts", 
                "aps:ListAlertManagerAlerts", 
                "aps:ListAlertManagerAlertGroups", 
                "aps:ListAlertManagerReceivers", 
                "aps:ListAlertManagerSilences", 
                "aps:ListRules", 
                "aps:ListRuleGroupsNamespaces", 
                "aps:ListTagsForResource", 
                "aps:ListWorkspaces", 
                "aps:QueryMetrics", 
                "athena:Batch*", 
                "athena:Get*", 
                "athena:List*", 
                "auditmanager:GetAccountStatus", 
                "auditmanager:GetAssessment", 
                "auditmanager:GetAssessmentFramework", 
                "auditmanager:GetAssessmentReportUrl", 
                "auditmanager:GetChangeLogs", 
                "auditmanager:GetControl", 
                "auditmanager:GetDelegations", 
                "auditmanager:GetEvidence", 
                "auditmanager:GetEvidenceByEvidenceFolder", 
                "auditmanager:GetEvidenceFolder", 
                "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessment", 
                "auditmanager:GetEvidenceFoldersByAssessmentControl", 
                "auditmanager:GetOrganizationAdminAccount", 
                "auditmanager:GetServicesInScope", 
                "auditmanager:GetSettings", 
                "auditmanager:ListAssessmentFrameworks", 
                "auditmanager:ListAssessmentReports", 
                "auditmanager:ListAssessments", 
                "auditmanager:ListControls", 
                "auditmanager:ListKeywordsForDataSource", 
                "auditmanager:ListNotifications", 
                "auditmanager:ListTagsForResource", 
                "auditmanager:ValidateAssessmentReportIntegrity", 
                "autoscaling-plans:Describe*", 
                "autoscaling-plans:GetScalingPlanResourceForecastData", 
                "autoscaling:Describe*", 
                "aws-portal:View*", 
                "backup:Describe*", 
                "backup:Get*", 
                "backup:List*", 
                "batch:Describe*", 
                "batch:List*", 
                "braket:GetDevice", 
                "braket:GetQuantumTask", 
                "braket:SearchDevices", 
                "braket:SearchQuantumTasks", 
                "budgets:Describe*", 
                "budgets:View*", 
                "cassandra:Select", 
                "ce:DescribeCostCategoryDefinition", 
                "ce:DescribeNotificationSubscription", 
                "ce:DescribeReport", 
                "ce:GetAnomalies", 
                "ce:GetAnomalyMonitors", 
                "ce:GetAnomalySubscriptions", 
                "ce:GetCostAndUsage", 
                "ce:GetCostAndUsageWithResources", 
                "ce:GetCostCategories", 
                "ce:GetCostForecast", 
                "ce:GetDimensionValues", 
                "ce:GetPreferences", 
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                "ce:GetReservationCoverage", 
                "ce:GetReservationPurchaseRecommendation", 
                "ce:GetReservationUtilization", 
                "ce:GetRightsizingRecommendation", 
                "ce:GetSavingsPlansCoverage", 
                "ce:GetSavingsPlansPurchaseRecommendation", 
                "ce:GetSavingsPlansUtilization", 
                "ce:GetSavingsPlansUtilizationDetails", 
                "ce:GetTags", 
                "ce:GetUsageForecast", 
                "ce:ListCostCategoryDefinitions", 
                "chatbot:Describe*", 
                "chatbot:Get*", 
                "chime:Get*", 
                "chime:List*", 
                "chime:Retrieve*", 
                "chime:Search*", 
                "chime:Validate*", 
                "cloud9:Describe*", 
                "cloud9:List*", 
                "clouddirectory:BatchRead", 
                "clouddirectory:Get*", 
                "clouddirectory:List*", 
                "clouddirectory:LookupPolicy", 
                "cloudformation:Describe*", 
                "cloudformation:Detect*", 
                "cloudformation:Estimate*", 
                "cloudformation:Get*", 
                "cloudformation:List*", 
                "cloudfront:DescribeFunction", 
                "cloudfront:Get*", 
                "cloudfront:List*", 
                "cloudhsm:Describe*", 
                "cloudhsm:Get*", 
                "cloudhsm:List*", 
                "cloudsearch:Describe*", 
                "cloudsearch:List*", 
                "cloudtrail:Describe*", 
                "cloudtrail:Get*", 
                "cloudtrail:List*", 
                "cloudtrail:LookupEvents", 
                "cloudwatch:Describe*", 
                "cloudwatch:Get*", 
                "cloudwatch:List*", 
                "codeartifact:DescribeDomain", 
                "codeartifact:DescribePackageVersion", 
                "codeartifact:DescribeRepository", 
                "codeartifact:GetAuthorizationToken", 
                "codeartifact:GetDomainPermissionsPolicy", 
                "codeartifact:GetPackageVersionAsset", 
                "codeartifact:GetPackageVersionReadme", 
                "codeartifact:GetRepositoryEndpoint", 
                "codeartifact:GetRepositoryPermissionsPolicy", 
                "codeartifact:ListDomains", 
                "codeartifact:ListPackages", 
                "codeartifact:ListPackageVersionAssets", 
                "codeartifact:ListPackageVersionDependencies", 
                "codeartifact:ListPackageVersions", 
                "codeartifact:ListRepositories", 
                "codeartifact:ListRepositoriesInDomain", 
                "codeartifact:ListTagsForResource", 
                "codeartifact:ReadFromRepository", 
                "codebuild:BatchGet*", 
                "codebuild:DescribeCodeCoverages", 
                "codebuild:DescribeTestCases", 
                "codebuild:List*", 
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                "codecommit:BatchGet*", 
                "codecommit:Describe*", 
                "codecommit:Get*", 
                "codecommit:GitPull", 
                "codecommit:List*", 
                "codedeploy:BatchGet*", 
                "codedeploy:Get*", 
                "codedeploy:List*", 
                "codeguru-profiler:Describe*", 
                "codeguru-profiler:Get*", 
                "codeguru-profiler:List*", 
                "codeguru-reviewer:Describe*", 
                "codeguru-reviewer:Get*", 
                "codeguru-reviewer:List*", 
                "codepipeline:Get*", 
                "codepipeline:List*", 
                "codestar-connections:GetConnection", 
                "codestar-connections:GetHost", 
                "codestar-connections:ListConnections", 
                "codestar-connections:ListHosts", 
                "codestar-connections:ListTagsForResource", 
                "codestar-notifications:describeNotificationRule", 
                "codestar-notifications:listEventTypes", 
                "codestar-notifications:listNotificationRules", 
                "codestar-notifications:listTagsForResource", 
                "codestar-notifications:ListTargets", 
                "codestar:Describe*", 
                "codestar:Get*", 
                "codestar:List*", 
                "codestar:Verify*", 
                "cognito-identity:Describe*", 
                "cognito-identity:GetCredentialsForIdentity", 
                "cognito-identity:GetIdentityPoolRoles", 
                "cognito-identity:GetOpenIdToken", 
                "cognito-identity:GetOpenIdTokenForDeveloperIdentity", 
                "cognito-identity:List*", 
                "cognito-identity:Lookup*", 
                "cognito-idp:AdminGet*", 
                "cognito-idp:AdminList*", 
                "cognito-idp:Describe*", 
                "cognito-idp:Get*", 
                "cognito-idp:List*", 
                "cognito-sync:Describe*", 
                "cognito-sync:Get*", 
                "cognito-sync:List*", 
                "cognito-sync:QueryRecords", 
                "compute-optimizer:DescribeRecommendationExportJobs", 
                "compute-optimizer:GetAutoScalingGroupRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetEBSVolumeRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetEC2InstanceRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetEC2RecommendationProjectedMetrics", 
                "compute-optimizer:GetEnrollmentStatus", 
                "compute-optimizer:GetEnrollmentStatusesForOrganization", 
                "compute-optimizer:GetLambdaFunctionRecommendations", 
                "compute-optimizer:GetRecommendationSummaries", 
                "config:BatchGetAggregateResourceConfig", 
                "config:BatchGetResourceConfig", 
                "config:Deliver*", 
                "config:Describe*", 
                "config:Get*", 
                "config:List*", 
                "config:SelectAggregateResourceConfig", 
                "config:SelectResourceConfig", 
                "connect:Describe*", 
                "connect:GetFederationToken", 
                "connect:List*", 
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                "dataexchange:Get*", 
                "dataexchange:List*", 
                "datapipeline:Describe*", 
                "datapipeline:EvaluateExpression", 
                "datapipeline:Get*", 
                "datapipeline:List*", 
                "datapipeline:QueryObjects", 
                "datapipeline:Validate*", 
                "datasync:Describe*", 
                "datasync:List*", 
                "dax:BatchGetItem", 
                "dax:Describe*", 
                "dax:GetItem", 
                "dax:ListTags", 
                "dax:Query", 
                "dax:Scan", 
                "deepcomposer:GetComposition", 
                "deepcomposer:GetModel", 
                "deepcomposer:GetSampleModel", 
                "deepcomposer:ListCompositions", 
                "deepcomposer:ListModels", 
                "deepcomposer:ListSampleModels", 
                "deepcomposer:ListTrainingTopics", 
                "detective:Get*", 
                "detective:List*", 
                "detective:SearchGraph", 
                "devicefarm:Get*", 
                "devicefarm:List*", 
                "devops-guru:DescribeAccountHealth", 
                "devops-guru:DescribeAccountOverview", 
                "devops-guru:DescribeAnomaly", 
                "devops-guru:DescribeFeedback", 
                "devops-guru:DescribeInsight", 
                "devops-guru:DescribeResourceCollectionHealth", 
                "devops-guru:DescribeServiceIntegration", 
                "devops-guru:GetCostEstimation", 
                "devops-guru:GetResourceCollection", 
                "devops-guru:ListAnomaliesForInsight", 
                "devops-guru:ListEvents", 
                "devops-guru:ListInsights", 
                "devops-guru:ListNotificationChannels", 
                "devops-guru:ListRecommendations", 
                "devops-guru:SearchInsights", 
                "devops-guru:StartCostEstimation", 
                "directconnect:Describe*", 
                "discovery:Describe*", 
                "discovery:Get*", 
                "discovery:List*", 
                "dlm:Get*", 
                "dms:Describe*", 
                "dms:List*", 
                "dms:Test*", 
                "ds:Check*", 
                "ds:Describe*", 
                "ds:Get*", 
                "ds:List*", 
                "ds:Verify*", 
                "dynamodb:BatchGet*", 
                "dynamodb:Describe*", 
                "dynamodb:Get*", 
                "dynamodb:List*", 
                "dynamodb:Query", 
                "dynamodb:Scan", 
                "ec2:Describe*", 
                "ec2:Get*", 
                "ec2:SearchTransitGatewayRoutes", 
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                "ec2messages:Get*", 
                "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability", 
                "ecr-public:DescribeImages", 
                "ecr-public:DescribeImageTags", 
                "ecr-public:DescribeRegistries", 
                "ecr-public:DescribeRepositories", 
                "ecr-public:GetAuthorizationToken", 
                "ecr-public:GetRegistryCatalogData", 
                "ecr-public:GetRepositoryCatalogData", 
                "ecr-public:GetRepositoryPolicy", 
                "ecr-public:ListTagsForResource", 
                "ecr:BatchCheck*", 
                "ecr:BatchGet*", 
                "ecr:Describe*", 
                "ecr:Get*", 
                "ecr:List*", 
                "ecs:Describe*", 
                "ecs:List*", 
                "eks:Describe*", 
                "eks:List*", 
                "elasticache:Describe*", 
                "elasticache:List*", 
                "elasticbeanstalk:Check*", 
                "elasticbeanstalk:Describe*", 
                "elasticbeanstalk:List*", 
                "elasticbeanstalk:Request*", 
                "elasticbeanstalk:Retrieve*", 
                "elasticbeanstalk:Validate*", 
                "elasticfilesystem:Describe*", 
                "elasticloadbalancing:Describe*", 
                "elasticmapreduce:Describe*", 
                "elasticmapreduce:GetBlockPublicAccessConfiguration", 
                "elasticmapreduce:List*", 
                "elasticmapreduce:View*", 
                "elastictranscoder:List*", 
                "elastictranscoder:Read*", 
                "elemental-appliances-software:Get*", 
                "elemental-appliances-software:List*", 
                "es:Describe*", 
                "es:ESHttpGet", 
                "es:ESHttpHead", 
                "es:Get*", 
                "es:List*", 
                "events:Describe*", 
                "events:List*", 
                "events:Test*", 
                "firehose:Describe*", 
                "firehose:List*", 
                "fis:GetAction", 
                "fis:GetExperiment", 
                "fis:GetExperimentTemplate", 
                "fis:ListActions", 
                "fis:ListExperiments", 
                "fis:ListExperimentTemplates", 
                "fis:ListTagsForResource", 
                "fms:GetAdminAccount", 
                "fms:GetAppsList", 
                "fms:GetComplianceDetail", 
                "fms:GetNotificationChannel", 
                "fms:GetPolicy", 
                "fms:GetProtectionStatus", 
                "fms:GetProtocolsList", 
                "fms:GetViolationDetails", 
                "fms:ListAppsLists", 
                "fms:ListComplianceStatus", 
                "fms:ListMemberAccounts", 
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                "fms:ListPolicies", 
                "fms:ListProtocolsLists", 
                "fms:ListTagsForResource", 
                "forecast:DescribeDataset", 
                "forecast:DescribeDatasetGroup", 
                "forecast:DescribeDatasetImportJob", 
                "forecast:DescribeForecast", 
                "forecast:DescribeForecastExportJob", 
                "forecast:DescribePredictor", 
                "forecast:DescribePredictorBacktestExportJob", 
                "forecast:GetAccuracyMetrics", 
                "forecast:ListDatasetGroups", 
                "forecast:ListDatasetImportJobs", 
                "forecast:ListDatasets", 
                "forecast:ListForecastExportJobs", 
                "forecast:ListForecasts", 
                "forecast:ListPredictorBacktestExportJobs", 
                "forecast:ListPredictors", 
                "forecast:QueryForecast", 
                "freertos:Describe*", 
                "freertos:List*", 
                "fsx:Describe*", 
                "fsx:List*", 
                "gamelift:Describe*", 
                "gamelift:Get*", 
                "gamelift:List*", 
                "gamelift:ResolveAlias", 
                "gamelift:Search*", 
                "glacier:Describe*", 
                "glacier:Get*", 
                "glacier:List*", 
                "globalaccelerator:Describe*", 
                "globalaccelerator:List*", 
                "glue:BatchGetDevEndpoints", 
                "glue:BatchGetJobs", 
                "glue:BatchGetPartition", 
                "glue:BatchGetTriggers", 
                "glue:BatchGetWorkflows", 
                "glue:CheckSchemaVersionValidity", 
                "glue:GetCatalogImportStatus", 
                "glue:GetClassifier", 
                "glue:GetClassifiers", 
                "glue:GetCrawler", 
                "glue:GetCrawlerMetrics", 
                "glue:GetCrawlers", 
                "glue:GetDatabase", 
                "glue:GetDatabases", 
                "glue:GetDataCatalogEncryptionSettings", 
                "glue:GetDataflowGraph", 
                "glue:GetDevEndpoint", 
                "glue:GetDevEndpoints", 
                "glue:GetJob", 
                "glue:GetJobBookmark", 
                "glue:GetJobRun", 
                "glue:GetJobRuns", 
                "glue:GetJobs", 
                "glue:GetMapping", 
                "glue:GetMLTaskRun", 
                "glue:GetMLTaskRuns", 
                "glue:GetMLTransform", 
                "glue:GetMLTransforms", 
                "glue:GetPartition", 
                "glue:GetPartitions", 
                "glue:GetPlan", 
                "glue:GetRegistry", 
                "glue:GetResourcePolicy", 
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                "glue:GetSchema", 
                "glue:GetSchemaByDefinition", 
                "glue:GetSchemaVersion", 
                "glue:GetSchemaVersionsDiff", 
                "glue:GetSecurityConfiguration", 
                "glue:GetSecurityConfigurations", 
                "glue:GetTable", 
                "glue:GetTables", 
                "glue:GetTableVersion", 
                "glue:GetTableVersions", 
                "glue:GetTags", 
                "glue:GetTrigger", 
                "glue:GetTriggers", 
                "glue:GetUserDefinedFunction", 
                "glue:GetUserDefinedFunctions", 
                "glue:GetWorkflow", 
                "glue:GetWorkflowRun", 
                "glue:GetWorkflowRunProperties", 
                "glue:GetWorkflowRuns", 
                "glue:ListCrawlers", 
                "glue:ListDevEndpoints", 
                "glue:ListJobs", 
                "glue:ListMLTransforms", 
                "glue:ListRegistries", 
                "glue:ListSchemas", 
                "glue:ListSchemaVersions", 
                "glue:ListTriggers", 
                "glue:ListWorkflows", 
                "glue:QuerySchemaVersionMetadata", 
                "greengrass:DescribeComponent", 
                "greengrass:Get*", 
                "greengrass:List*", 
                "groundstation:DescribeContact", 
                "groundstation:GetConfig", 
                "groundstation:GetDataflowEndpointGroup", 
                "groundstation:GetMinuteUsage", 
                "groundstation:GetMissionProfile", 
                "groundstation:GetSatellite", 
                "groundstation:ListConfigs", 
                "groundstation:ListContacts", 
                "groundstation:ListDataflowEndpointGroups", 
                "groundstation:ListGroundStations", 
                "groundstation:ListMissionProfiles", 
                "groundstation:ListSatellites", 
                "groundstation:ListTagsForResource", 
                "guardduty:DescribeOrganizationConfiguration", 
                "guardduty:DescribePublishingDestination", 
                "guardduty:Get*", 
                "guardduty:List*", 
                "health:Describe*", 
                "iam:Generate*", 
                "iam:Get*", 
                "iam:List*", 
                "iam:Simulate*", 
                "imagebuilder:Get*", 
                "imagebuilder:List*", 
                "importexport:Get*", 
                "importexport:List*", 
                "inspector:Describe*", 
                "inspector:Get*", 
                "inspector:List*", 
                "inspector:Preview*", 
                "iot:Describe*", 
                "iot:Get*", 
                "iot:List*", 
                "iot1click:DescribeDevice", 
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                "iot1click:DescribePlacement", 
                "iot1click:DescribeProject", 
                "iot1click:GetDeviceMethods", 
                "iot1click:GetDevicesInPlacement", 
                "iot1click:ListDeviceEvents", 
                "iot1click:ListDevices", 
                "iot1click:ListPlacements", 
                "iot1click:ListProjects", 
                "iot1click:ListTagsForResource", 
                "iotanalytics:Describe*", 
                "iotanalytics:Get*", 
                "iotanalytics:List*", 
                "iotanalytics:SampleChannelData", 
                "iotevents:DescribeAlarm", 
                "iotevents:DescribeAlarmModel", 
                "iotevents:DescribeDetector", 
                "iotevents:DescribeDetectorModel", 
                "iotevents:DescribeInput", 
                "iotevents:DescribeLoggingOptions", 
                "iotevents:ListAlarmModels", 
                "iotevents:ListAlarmModelVersions", 
                "iotevents:ListAlarms", 
                "iotevents:ListDetectorModels", 
                "iotevents:ListDetectorModelVersions", 
                "iotevents:ListDetectors", 
                "iotevents:ListInputs", 
                "iotevents:ListTagsForResource", 
                "iotfleethub:DescribeApplication", 
                "iotfleethub:ListApplications", 
                "iotsitewise:Describe*", 
                "iotsitewise:Get*", 
                "iotsitewise:List*", 
                "iotwireless:GetDestination", 
                "iotwireless:GetDeviceProfile", 
                "iotwireless:GetPartnerAccount", 
                "iotwireless:GetServiceEndpoint", 
                "iotwireless:GetServiceProfile", 
                "iotwireless:GetWirelessDevice", 
                "iotwireless:GetWirelessDeviceStatistics", 
                "iotwireless:GetWirelessGateway", 
                "iotwireless:GetWirelessGatewayCertificate", 
                "iotwireless:GetWirelessGatewayFirmwareInformation", 
                "iotwireless:GetWirelessGatewayStatistics", 
                "iotwireless:GetWirelessGatewayTask", 
                "iotwireless:GetWirelessGatewayTaskDefinition", 
                "iotwireless:ListDestinations", 
                "iotwireless:ListDeviceProfiles", 
                "iotwireless:ListPartnerAccounts", 
                "iotwireless:ListServiceProfiles", 
                "iotwireless:ListTagsForResource", 
                "iotwireless:ListWirelessDevices", 
                "iotwireless:ListWirelessGateways", 
                "iotwireless:ListWirelessGatewayTaskDefinitions", 
                "ivs:BatchGetChannel", 
                "ivs:GetChannel", 
                "ivs:GetPlaybackKeyPair", 
                "ivs:GetRecordingConfiguration", 
                "ivs:ListChannels", 
                "ivs:ListPlaybackKeyPairs", 
                "ivs:ListRecordingConfigurations", 
                "ivs:ListStreams", 
                "ivs:ListTagsForResource", 
                "kafka:Describe*", 
                "kafka:Get*", 
                "kafka:List*", 
                "kendra:DescribeDataSource", 
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                "kendra:DescribeFaq", 
                "kendra:DescribeIndex", 
                "kendra:DescribeQuerySuggestionsBlockList", 
                "kendra:DescribeQuerySuggestionsConfig", 
                "kendra:DescribeThesaurus", 
                "kendra:GetQuerySuggestions", 
                "kendra:ListDataSources", 
                "kendra:ListDataSourceSyncJobs", 
                "kendra:ListFaqs", 
                "kendra:ListIndices", 
                "kendra:ListQuerySuggestionsBlockLists", 
                "kendra:ListTagsForResource", 
                "kendra:ListThesauri", 
                "kendra:Query", 
                "kinesis:Describe*", 
                "kinesis:Get*", 
                "kinesis:List*", 
                "kinesisanalytics:Describe*", 
                "kinesisanalytics:Discover*", 
                "kinesisanalytics:Get*", 
                "kinesisanalytics:List*", 
                "kinesisvideo:Describe*", 
                "kinesisvideo:Get*", 
                "kinesisvideo:List*", 
                "kms:Describe*", 
                "kms:Get*", 
                "kms:List*", 
                "lambda:Get*", 
                "lambda:List*", 
                "lex:DescribeBot", 
                "lex:DescribeBotAlias", 
                "lex:DescribeBotChannel", 
                "lex:DescribeBotLocale", 
                "lex:DescribeBotVersion", 
                "lex:DescribeExport", 
                "lex:DescribeImport", 
                "lex:DescribeIntent", 
                "lex:DescribeResourcePolicy", 
                "lex:DescribeSlot", 
                "lex:DescribeSlotType", 
                "lex:Get*", 
                "lex:ListBotAliases", 
                "lex:ListBotChannels", 
                "lex:ListBotLocales", 
                "lex:ListBots", 
                "lex:ListBotVersions", 
                "lex:ListBuiltInIntents", 
                "lex:ListBuiltInSlotTypes", 
                "lex:ListExports", 
                "lex:ListImports", 
                "lex:ListIntents", 
                "lex:ListSlots", 
                "lex:ListSlotTypes", 
                "lex:ListTagsForResource", 
                "license-manager:Get*", 
                "license-manager:List*", 
                "lightsail:GetActiveNames", 
                "lightsail:GetAlarms", 
                "lightsail:GetAutoSnapshots", 
                "lightsail:GetBlueprints", 
                "lightsail:GetBucketAccessKeys", 
                "lightsail:GetBucketBundles", 
                "lightsail:GetBucketMetricData", 
                "lightsail:GetBuckets", 
                "lightsail:GetBundles", 
                "lightsail:GetCertificates", 
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                "lightsail:GetCloudFormationStackRecords", 
                "lightsail:GetContainerAPIMetadata", 
                "lightsail:GetContainerImages", 
                "lightsail:GetContainerServiceDeployments", 
                "lightsail:GetContainerServiceMetricData", 
                "lightsail:GetContainerServicePowers", 
                "lightsail:GetContainerServices", 
                "lightsail:GetDisk", 
                "lightsail:GetDisks", 
                "lightsail:GetDiskSnapshot", 
                "lightsail:GetDiskSnapshots", 
                "lightsail:GetDistributionBundles", 
                "lightsail:GetDistributionLatestCacheReset", 
                "lightsail:GetDistributionMetricData", 
                "lightsail:GetDistributions", 
                "lightsail:GetDomain", 
                "lightsail:GetDomains", 
                "lightsail:GetExportSnapshotRecords", 
                "lightsail:GetInstance", 
                "lightsail:GetInstanceMetricData", 
                "lightsail:GetInstancePortStates", 
                "lightsail:GetInstances", 
                "lightsail:GetInstanceSnapshot", 
                "lightsail:GetInstanceSnapshots", 
                "lightsail:GetInstanceState", 
                "lightsail:GetKeyPair", 
                "lightsail:GetKeyPairs", 
                "lightsail:GetLoadBalancer", 
                "lightsail:GetLoadBalancerMetricData", 
                "lightsail:GetLoadBalancers", 
                "lightsail:GetLoadBalancerTlsCertificates", 
                "lightsail:GetOperation", 
                "lightsail:GetOperations", 
                "lightsail:GetOperationsForResource", 
                "lightsail:GetRegions", 
                "lightsail:GetRelationalDatabase", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseBlueprints", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseBundles", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseEvents", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseLogEvents", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseLogStreams", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseMetricData", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseParameters", 
                "lightsail:GetRelationalDatabases", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshot", 
                "lightsail:GetRelationalDatabaseSnapshots", 
                "lightsail:GetStaticIp", 
                "lightsail:GetStaticIps", 
                "lightsail:Is*", 
                "logs:Describe*", 
                "logs:FilterLogEvents", 
                "logs:Get*", 
                "logs:ListTagsLogGroup", 
                "logs:StartQuery", 
                "logs:StopQuery", 
                "logs:TestMetricFilter", 
                "lookoutvision:DescribeDataset", 
                "lookoutvision:DescribeModel", 
                "lookoutvision:DescribeProject", 
                "lookoutvision:ListDatasetEntries", 
                "lookoutvision:ListModels", 
                "lookoutvision:ListProjects", 
                "lookoutvision:ListTagsForResource", 
                "machinelearning:Describe*", 
                "machinelearning:Get*", 
                "macie:ListMemberAccounts", 
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                "macie:ListS3Resources", 
                "macie2:BatchGetCustomDataIdentifiers", 
                "macie2:DescribeBuckets", 
                "macie2:DescribeClassificationJob", 
                "macie2:DescribeOrganizationConfiguration", 
                "macie2:GetAdministratorAccount", 
                "macie2:GetBucketStatistics", 
                "macie2:GetClassificationExportConfiguration", 
                "macie2:GetCustomDataIdentifier", 
                "macie2:GetFindings", 
                "macie2:GetFindingsFilter", 
                "macie2:GetFindingsPublicationConfiguration", 
                "macie2:GetFindingStatistics", 
                "macie2:GetInvitationsCount", 
                "macie2:GetMacieSession", 
                "macie2:GetMember", 
                "macie2:GetUsageStatistics", 
                "macie2:GetUsageTotals", 
                "macie2:ListClassificationJobs", 
                "macie2:ListCustomDataIdentifiers", 
                "macie2:ListFindings", 
                "macie2:ListFindingsFilters", 
                "macie2:ListInvitations", 
                "macie2:ListMembers", 
                "macie2:ListOrganizationAdminAccounts", 
                "macie2:ListTagsForResource", 
                "macie2:SearchResources", 
                "managedblockchain:GetNetwork", 
                "managedblockchain:GetProposal", 
                "managedblockchain:GetMember", 
                "managedblockchain:GetNode", 
                "managedblockchain:ListNetworks", 
                "managedblockchain:ListProposals", 
                "managedblockchain:ListProposalVotes", 
                "managedblockchain:ListInvitations", 
                "managedblockchain:ListMembers", 
                "managedblockchain:ListNodes", 
                "managedblockchain:ListTagsForResource", 
                "mediaconnect:DescribeFlow", 
                "mediaconnect:DescribeOffering", 
                "mediaconnect:DescribeReservation", 
                "mediaconnect:ListFlows", 
                "mediaconvert:DescribeEndpoints", 
                "mediaconvert:Get*", 
                "mediaconvert:List*", 
                "mediapackage:Describe*", 
                "mediapackage:List*", 
                "mediastore:DescribeContainer", 
                "mediastore:DescribeObject", 
                "mediastore:GetContainerPolicy", 
                "mediastore:GetCorsPolicy", 
                "mediastore:GetLifecyclePolicy", 
                "mediastore:GetMetricPolicy", 
                "mediastore:GetObject", 
                "mediastore:ListContainers", 
                "mediastore:ListItems", 
                "mediastore:ListTagsForResource", 
                "mgh:Describe*", 
                "mgh:GetHomeRegion", 
                "mgh:List*", 
                "mgn:DescribeJobLogItems", 
                "mgn:DescribeJobs", 
                "mgn:DescribeReplicationConfigurationTemplates", 
                "mgn:DescribeSourceServers", 
                "mgn:GetLaunchConfiguration", 
                "mgn:GetReplicationConfiguration", 
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                "mobileanalytics:Get*", 
                "mobilehub:Describe*", 
                "mobilehub:Export*", 
                "mobilehub:Generate*", 
                "mobilehub:Get*", 
                "mobilehub:List*", 
                "mobilehub:Validate*", 
                "mobilehub:Verify*", 
                "mobiletargeting:Get*", 
                "mobiletargeting:List*", 
                "monitron:GetProject", 
                "monitron:GetProjectAdminUser", 
                "monitron:ListProjects", 
                "monitron:ListTagsForResource", 
                "mq:Describe*", 
                "mq:List*", 
                "network-firewall:DescribeFirewall", 
                "network-firewall:DescribeFirewallPolicy", 
                "network-firewall:DescribeLoggingConfiguration", 
                "network-firewall:DescribeResourcePolicy", 
                "network-firewall:DescribeRuleGroup", 
                "network-firewall:ListFirewallPolicies", 
                "network-firewall:ListFirewalls", 
                "network-firewall:ListRuleGroups", 
                "network-firewall:ListTagsForResource", 
                "networkmanager:DescribeGlobalNetworks", 
                "networkmanager:GetConnections", 
                "networkmanager:GetCustomerGatewayAssociations", 
                "networkmanager:GetDevices", 
                "networkmanager:GetLinkAssociations", 
                "networkmanager:GetLinks", 
                "networkmanager:GetSites", 
                "networkmanager:GetTransitGatewayConnectPeerassociations", 
                "networkmanager:GetTransitGatewayRegistrations", 
                "opsworks-cm:Describe*", 
                "opsworks-cm:List*", 
                "opsworks:Describe*", 
                "opsworks:Get*", 
                "organizations:Describe*", 
                "organizations:List*", 
                "outposts:Get*", 
                "outposts:List*", 
                "personalize:Describe*", 
                "personalize:Get*", 
                "personalize:List*", 
                "pi:DescribeDimensionKeys", 
                "pi:GetDimensionKeyDetails", 
                "pi:GetResourceMetrics", 
                "polly:Describe*", 
                "polly:Get*", 
                "polly:List*", 
                "polly:SynthesizeSpeech", 
                "proton:GetEnvironment", 
                "proton:GetEnvironmentTemplate", 
                "proton:GetEnvironmentTemplateVersion", 
                "proton:GetService", 
                "proton:GetServiceInstance", 
                "proton:GetServiceTemplate", 
                "proton:GetServiceTemplateVersion", 
                "proton:ListEnvironmentAccountConnections", 
                "proton:ListEnvironments", 
                "proton:ListEnvironmentTemplates", 
                "proton:ListServiceInstances", 
                "proton:ListServices", 
                "proton:ListServiceTemplates", 
                "proton:ListTagsForResource", 
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                "qldb:DescribeJournalS3Export", 
                "qldb:DescribeLedger", 
                "qldb:GetBlock", 
                "qldb:GetDigest", 
                "qldb:GetRevision", 
                "qldb:ListJournalS3Exports", 
                "qldb:ListJournalS3ExportsForLedger", 
                "qldb:ListLedgers", 
                "qldb:ListTagsForResource", 
                "ram:Get*", 
                "ram:List*", 
                "rds:Describe*", 
                "rds:Download*", 
                "rds:List*", 
                "redshift:Describe*", 
                "redshift:GetReservedNodeExchangeOfferings", 
                "redshift:View*", 
                "rekognition:CompareFaces", 
                "rekognition:Detect*", 
                "rekognition:List*", 
                "rekognition:Search*", 
                "resource-groups:Get*", 
                "resource-groups:List*", 
                "resource-groups:Search*", 
                "robomaker:BatchDescribe*", 
                "robomaker:Describe*", 
                "robomaker:Get*", 
                "robomaker:List*", 
                "route53-recovery-cluster:Get*", 
                "route53-recovery-control-config:Describe*", 
                "route53-recovery-control-config:List*", 
                "route53-recovery-readiness:Get*", 
                "route53-recovery-readiness:List*", 
                "route53:Get*", 
                "route53:List*", 
                "route53:Test*", 
                "route53domains:Check*", 
                "route53domains:Get*", 
                "route53domains:List*", 
                "route53domains:View*", 
                "route53resolver:Get*", 
                "route53resolver:List*", 
                "s3-object-lambda:GetObject", 
                "s3-object-lambda:GetObjectAcl", 
                "s3-object-lambda:GetObjectLegalHold", 
                "s3-object-lambda:GetObjectRetention", 
                "s3-object-lambda:GetObjectTagging", 
                "s3-object-lambda:GetObjectVersion", 
                "s3-object-lambda:GetObjectVersionAcl", 
                "s3-object-lambda:GetObjectVersionTagging", 
                "s3-object-lambda:ListBucket", 
                "s3-object-lambda:ListBucketMultipartUploads", 
                "s3-object-lambda:ListBucketVersions", 
                "s3-object-lambda:ListMultipartUploadParts", 
                "s3:DescribeJob", 
                "s3:Get*", 
                "s3:List*", 
                "sagemaker:Describe*", 
                "sagemaker:GetSearchSuggestions", 
                "sagemaker:List*", 
                "sagemaker:Search", 
                "savingsplans:DescribeSavingsPlanRates", 
                "savingsplans:DescribeSavingsPlans", 
                "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferingRates", 
                "savingsplans:DescribeSavingsPlansOfferings", 
                "savingsplans:ListTagsForResource", 
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                "schemas:Describe*", 
                "schemas:Get*", 
                "schemas:List*", 
                "schemas:Search*", 
                "sdb:Get*", 
                "sdb:List*", 
                "sdb:Select*", 
                "secretsmanager:Describe*", 
                "secretsmanager:GetResourcePolicy", 
                "secretsmanager:List*", 
                "securityhub:Describe*", 
                "securityhub:Get*", 
                "securityhub:List*", 
                "serverlessrepo:Get*", 
                "serverlessrepo:List*", 
                "serverlessrepo:SearchApplications", 
                "servicecatalog:Describe*", 
                "servicecatalog:GetApplication", 
                "servicecatalog:GetAttributeGroup", 
                "servicecatalog:List*", 
                "servicecatalog:Scan*", 
                "servicecatalog:Search*", 
                "servicediscovery:Get*", 
                "servicediscovery:List*", 
                "servicequotas:GetAssociationForServiceQuotaTemplate", 
                "servicequotas:GetAWSDefaultServiceQuota", 
                "servicequotas:GetRequestedServiceQuotaChange", 
                "servicequotas:GetServiceQuota", 
                "servicequotas:GetServiceQuotaIncreaseRequestFromTemplate", 
                "servicequotas:ListAWSDefaultServiceQuotas", 
                "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory", 
                "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistoryByQuota", 
                "servicequotas:ListServiceQuotaIncreaseRequestsInTemplate", 
                "servicequotas:ListServiceQuotas", 
                "servicequotas:ListServices", 
                "ses:Describe*", 
                "ses:Get*", 
                "ses:List*", 
                "shield:Describe*", 
                "shield:Get*", 
                "shield:List*", 
                "signer:DescribeSigningJob", 
                "signer:GetSigningPlatform", 
                "signer:GetSigningProfile", 
                "signer:ListProfilePermissions", 
                "signer:ListSigningJobs", 
                "signer:ListSigningPlatforms", 
                "signer:ListSigningProfiles", 
                "signer:ListTagsForResource", 
                "snowball:Describe*", 
                "snowball:Get*", 
                "snowball:List*", 
                "sns:Check*", 
                "sns:Get*", 
                "sns:List*", 
                "sqs:Get*", 
                "sqs:List*", 
                "sqs:Receive*", 
                "ssm-contacts:DescribeEngagement", 
                "ssm-contacts:DescribePage", 
                "ssm-contacts:GetContact", 
                "ssm-contacts:GetContactChannel", 
                "ssm-contacts:ListContactChannels", 
                "ssm-contacts:ListContacts", 
                "ssm-contacts:ListEngagements", 
                "ssm-contacts:ListPageReceipts", 
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                "ssm-contacts:ListPagesByContact", 
                "ssm-contacts:ListPagesByEngagement", 
                "ssm-incidents:GetIncidentRecord", 
                "ssm-incidents:GetReplicationSet", 
                "ssm-incidents:GetResourcePolicies", 
                "ssm-incidents:GetResponsePlan", 
                "ssm-incidents:GetTimelineEvent", 
                "ssm-incidents:ListIncidentRecords", 
                "ssm-incidents:ListRelatedItems", 
                "ssm-incidents:ListReplicationSets", 
                "ssm-incidents:ListResponsePlans", 
                "ssm-incidents:ListTagsForResource", 
                "ssm-incidents:ListTimelineEvents", 
                "ssm:Describe*", 
                "ssm:Get*", 
                "ssm:List*", 
                "sso-directory:Describe*", 
                "sso-directory:List*", 
                "sso-directory:Search*", 
                "sso:Describe*", 
                "sso:Get*", 
                "sso:List*", 
                "sso:Search*", 
                "states:Describe*", 
                "states:GetExecutionHistory", 
                "states:List*", 
                "storagegateway:Describe*", 
                "storagegateway:List*", 
                "sts:GetAccessKeyInfo", 
                "sts:GetCallerIdentity", 
                "sts:GetSessionToken", 
                "support:DescribeCases", 
                "swf:Count*", 
                "swf:Describe*", 
                "swf:Get*", 
                "swf:List*", 
                "synthetics:Describe*", 
                "synthetics:Get*", 
                "synthetics:List*", 
                "tag:Get*", 
                "timestream:DescribeDatabase", 
                "timestream:DescribeEndpoints", 
                "timestream:DescribeTable", 
                "timestream:ListDatabases", 
                "timestream:ListMeasures", 
                "timestream:ListTables", 
                "timestream:ListTagsForResource", 
                "transcribe:Get*", 
                "transcribe:List*", 
                "transfer:Describe*", 
                "transfer:List*", 
                "transfer:TestIdentityProvider", 
                "trustedadvisor:Describe*", 
                "waf-regional:Get*", 
                "waf-regional:List*", 
                "waf:Get*", 
                "waf:List*", 
                "wafv2:CheckCapacity", 
                "wafv2:Describe*", 
                "wafv2:Get*", 
                "wafv2:List*", 
                "workdocs:CheckAlias", 
                "workdocs:Describe*", 
                "workdocs:Get*", 
                "worklink:Describe*", 
                "worklink:List*", 
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                "workmail:Describe*", 
                "workmail:Get*", 
                "workmail:List*", 
                "workmail:Search*", 
                "workspaces:Describe*", 
                "xray:BatchGet*", 
                "xray:Get*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ロールの信頼関係

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

AWS Control Tower が管理対象外の OU とアカウ
ントで AWS Config ルールを集約する方法

AWS Control Tower 管理アカウントは、外部の AWS Config ルールの検出に役立つ組織レベルのアグリ
ゲータを作成します。これにより、AWS Control Tower が管理対象外のアカウントにアクセスする必要は
なくなります。AWS Control Tower コンソールには、指定のアカウントに対して外部に作成された AWS 
Config ルールの数が表示されます。また、AWS Config コンソールにリンクし、それらの外部ルールの詳
細を表示することができます。

アグリゲータを作成するために、AWS Control Tower は、組織について記述
し、そのアカウントを一覧表示するために必要な許可を持つロールを追加しま
す。AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations ロールに
は、AWSConfigRoleForOrganizations マネージドポリシーと、config.amazonaws.com との信頼
関係が必要です。

ロールにアタッチされた IAM ポリシー (JSON アーティファクト) は次のとおりです。

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

AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations の信頼関係は次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
      "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
        "Service": "config.amazonaws.com" 
        }, 
        "Action": "sts:AssumeRole" 
      } 
    ] 
  }
}

管理アカウントにこの機能をデプロイするために、AWS Config アグリゲータを作成
するときに AWSControlTowerAdmin ロールによって使用されるマネージドポリシー
AWSControlTowerServiceRolePolicy に次の許可が追加されます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
          "config:PutConfigurationAggregator", 
          "config:DeleteConfigurationAggregator", 
          "iam:PassRole" 
          ], 
        "Resource": [ 
          "arn:aws:iam:::role/service-role/
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations", 
          "arn:aws:config:::config-aggregator/" 
          ] 
        }, 
      { 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
        "Resource": "*" 
      } 
    ]
}

新しいリソース、AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations および aws-
controltower-ConfigAggregatorForOrganizations が作成されました。

準備ができたら、アカウントを個別に登録するか、OU を登録してグループとしてアカウントを登録す
ることができます。アカウントを登録すると、AWS Config でルールを作成するときに、AWS Control 
Tower は新しいルールを検出します。アグリゲータは外部ルールの数を表示し、アカウントの各外部ルー
ルの詳細を表示できる AWS Config コンソールへのリンクを提供します。AWS Config コンソールと AWS 
Control Tower コンソールの情報を使用して、アカウントで適切なコントロールが有効になっているかどう
かを判断します。

Note

AWS Control Tower コンソールから AWS Config ルールの集約リストに直接リンクするには、管
理アカウントのホームリージョンで Config レコーダーと配信チャネルを使用して AWS Config コ
ンソールを設定します。
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AWS Control Tower 監査アカウントのプログラムに
よるロールおよび信頼関係

監査アカウントにサインインし、他のアカウントをプログラムで確認するロールを引き受けることができ
ます。監査アカウントでは、他のアカウントに手動でログインすることはできません。

監査アカウントは、AWS Lambda 関数にのみ付与されるロールを使用して、他のアカウントにプログラム
によってアクセスできます。セキュリティ上の理由から、これらのロールには他のロールとの信頼関係が
あります。つまり、ロールを利用できる条件が厳密に定義されていることを意味します。

AWS Control Tower スタックセット StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES は、監査アカ
ウントに次のプログラム専用のクロスアカウントロールを作成します。

• aws-controltower-AdministratorExecutionRole
• aws-controltower-AuditAdministratorRole
• aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole
• aws-controltower-AuditReadOnlyRole

ReadOnlyExecutionRole: このロールは、監査アカウントが、組織全体の Amazon S3 バケット内
のオブジェクトを読み取ることを許可する点に注意してください (メタデータアクセスのみを許可する
SecurityAudit ポリシーとは対照的です)。

aws-controltower-AdministratorExecutionRole:

• 管理者権限があります
• コンソールから引き受けることはできません
• 監査アカウントのロール (aws-controltower-AuditAdministratorRole) でのみ引き受けること

ができます

次のアーティファクトは、aws-controltower-AdministratorExecutionRole の信頼関係を示して
います。プレースホルダー番号 012345678901 は、監査アカウントの Audit_acct_ID 番号に置き換え
られます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/aws-controltower-AuditAdministratorRole" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

aws-controltower-AuditAdministratorRole:

• AWS Lambda サービスでのみ引き受けることができます
• 文字列 log で始まる名前を持つ Simple Storage Service (Amazon S3) オブジェクトに対して読み取り 

(Get) 操作および書き込み (Put) 操作を実行する許可があります

アタッチされるポリシー:
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1. AWSLambdaExecute – AWS マネージドポリシー

2. AssumeRole-aws-controltower-AuditAdministratorRole – インラインポリシー – AWS Control Tower に
よって作成されます。アーティファクトは次のとおりです。

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

次のアーティファクトは、aws-controltower-AuditAdministratorRole の信頼関係を示していま
す。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "lambda.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole:

• コンソールから引き受けることはできません
• 監査アカウントの別のロール (AuditReadOnlyRole) でのみ引き受けることができます

次のアーティファクトは、aws-controltower-ReadOnlyExecutionRole の信頼関係を示していま
す。プレースホルダー番号 012345678901 は、監査アカウントの Audit_acct_ID 番号に置き換えられ
ます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/aws-controltower-AuditReadOnlyRole " 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}
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aws-controltower-AuditReadOnlyRole:

• AWS Lambda サービスでのみ引き受けることができます
• 文字列 log で始まる名前を持つ Simple Storage Service (Amazon S3) オブジェクトに対して読み取り 

(Get) 操作および書き込み (Put) 操作を実行する許可があります

アタッチされるポリシー:

1. AWSLambdaExecute – AWS マネージドポリシー

2. AssumeRole-aws-controltower-AuditReadOnlyRole – インラインポリシー – AWS Control Tower によっ
て作成されます。アーティファクトは次のとおりです。

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

次のアーティファクトは、aws-controltower-AuditAdministratorRole の信頼関係を示していま
す。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "lambda.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

IAM ロールを使用した自動アカウントプロビジョニ
ング

Account Factory アカウントの設定をさらに自動化するには、メンバーアカウントの
AWSControlTowerExecution ロールを引き受ける AWS Control Tower 管理アカウントで Lambda 関数を作
成します。次に、管理アカウントが、ロールを使用して、各メンバーアカウントで必要な設定手順を実行
します。

ただし、Lambda 関数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アイデン
ティティには AWSServiceCatalogEndUserFullAccess に加え、次の IAM アクセス許可ポリシーが必
要です。
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{ 
    "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", 
                "organizations:describeOrganization", 
                "sso:DescribeRegisteredRegions" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}    
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AWS Control Tower で AWS リー
ジョンを使用する方法

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)
• カナダ (中部)
• アジアパシフィック (シドニー)
• アジアパシフィック (シンガポール)
• 欧州 (フランクフルト)
• ヨーロッパ (アイルランド)
• 欧州 (ロンドン)
• 欧州 (ストックホルム)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (ソウル)
• アジアパシフィック (東京)
• 欧州 (パリ)
• 南米 (サンパウロ)
• 米国西部 (北カリフォルニア)
• アジアパシフィック (香港)
• アジアパシフィック (ジャカルタ)
• アジアパシフィック (大阪)
• ヨーロッパ (ミラノ)
• アフリカ (ケープタウン)
• 中東 (バーレーン)

ホームリージョンについて

ランディングゾーンを作成すると、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。

いったん選択したホームリージョンは変更できません。

コントロールとリージョン

現在、予防コントロールはすべてグローバルに使用できます。一方、検出コントロールは 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。新しいリージョンで AWS Control Tower 
を有効にした場合のコントロールの動作の詳細については、「AWS Control Tower リージョンの設
定 (p. 119)」を参照してください。
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AWS Control Tower リージョンの設定
このセクションでは、AWS Control Tower ランディングゾーンを新しい AWS リージョンに拡張するとき
やランディングゾーン設定からリージョンを削除するときに想定される動作について説明します。このア
クションは通常、AWS Control Tower コンソールの [Update] (更新) 機能を使用して実行します。

Note

ワークロードの実行を必要としない AWS リージョンに AWS Control Tower ランディングゾーン
を拡張しないでください。リージョンをオプトアウトしても、そのリージョンへのリソースのデ
プロイを阻止できませんが、デプロイしたリソースは AWS Control Tower によって管理されませ
ん。

新しいリージョンの設定時に、AWS Control Tower はランディングゾーンを更新します。つまり、ラン
ディングゾーンをベースラインとして次のことを行います。

• 新たに選択されたすべてのリージョンでアクティブに動作します。
• 選択解除されたリージョンのリソースの管理を停止します。

AWS Control Tower が管理する組織単位 (OU) 内の個々のアカウントは、このランディングゾーンの更新
プロセスの一環として更新されません。そのため、OU を再登録してアカウントを更新する必要がありま
す。

AWS Control Tower リージョンを設定するときは、次のレコメンデーションと制限事項に注意してくださ
い。

• AWS リソースまたはワークロードをホストするリージョンを選択します。
• リージョンをオプトアウトしても、そのリージョンへのリソースのデプロイを阻止できませんが、デプ

ロイしたリソースは AWS Control Tower によって管理されません。

新しいリージョンのランディングゾーンを設定するときに、AWS Control Tower 検出コントロールは次の
ルールに従います。

• 既存のものに変更はありません。検出ガードレールでも予防ガードレールでも、その動作は、既存の
リージョンの既存のアカウント、既存の OU のアカウントでは変わりません。

• 更新されていないアカウントが含まれている既存の OU に新しい検出コントロールを適用することは
できません。新しいリージョンに AWS Control Tower ランディングゾーンを設定したら (ランディング
ゾーンを更新することによって)、既存の OU および既存のアカウントで新しい検出コントロールを有効
にする前に、既存の OU で必ず既存のアカウントを更新してください。

• 既存の検出コントロールは、アカウントを更新するとすぐに新しく設定したリージョンで機能し始めま
す。AWS Control Tower ランディングゾーンを更新して新しいリージョンを設定し、アカウントを更新
すると、OU で既に有効になっている検出コントロールが、新しく設定したリージョン内のそのアカウ
ントで機能し始めます。

AWS Control Tower リージョンの設定

1. https://console.aws.amazon.com/controltower で AWS Control Tower コンソールにサインインしま
す。

2. 左ペインのナビゲーションメニューで、[Landing zone settings] (ランディングゾーン設定) を選択しま
す。

3. [Landing zone settings] (ランディングゾーン設定) ページの [Details] (詳細) セクションで、右上の
[Modify settings] (設定を変更する) ボタンを選択します。ランディングゾーン更新ワークフローに移動
します。新しいリージョンを管理したり、リージョンを管理対象から除外したりするには、最新のラ
ンディングゾーンバージョンに更新する必要があるためです。
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4. [Additional AWS Regions for governance] (追加で管理対象とする リージョン) で、管理対象とする (ま
たは管理を停止する) リージョンを検索します。[State] (状態) 列に、現在管理対象となっているリー
ジョンと管理対象になっていないリージョンが表示されます。

5. 追加で管理対象とする各リージョンのチェックボックスをオンにします。管理対象から除外する各
リージョンのチェックボックスをオフにします。

Note

リージョンを管理対象にしないことにした場合、引き続きそのリージョンにリソースをデプ
ロイできますが、そのリソースは AWS Control Tower の管理対象外になります。

6. 残りのワークフローを完了し、[Update landing zone] (ランディングゾーンの更新) を選択します。
7. ランディングゾーンのセットアップが完了したら、OU を再登録して新しいリージョンのアカウ

ントを更新します。詳細については、「AWS Control Tower の OU とアカウントを更新する場
合 (p. 215)」を参照してください。

新しいリージョンの設定後に個々のアカウントをプロビジョニングまたは更新するには、Service Catalog 
の API フレームワークと AWS CLI を使用してバッチ処理でアカウントを更新する方法もあります。詳細
については、「自動化によるアカウントのプロビジョニングと更新 (p. 47)」を参照してください。

AWS オプトインリージョンをアクティブ化する際
の注意事項

ほとんどのAWS リージョンはデフォルトでAWS アカウントに対してアクティブになっていますが、特定
のリージョンは手動で選択した場合にのみアクティブ化されます。このドキュメントでは、これらのリー
ジョンをオプトインリージョンと呼んでいます。これに対して、AWS アカウント 作成後すぐにデフォル
トでアクティブになるリージョンは、商用リージョン、または単にリージョンと呼ばれます。

オプトインという用語には歴史的な根拠があります。2019 年 3 月 20 日以降に導入された AWS リージョ
ン はすべてオプトインリージョンとみなされます。オプトインリージョンには、オプトインリージョンで
アクティブなアカウントを通じた IAM データの共有に関して、商用リージョンよりも高いセキュリティ要
件があります。ユーザー、グループ、ロール、ポリシー、ID プロバイダー、関連データ (X.509 署名証明
書やコンテキスト固有の認証情報など)、パスワードポリシーやアカウントエイリアスなどの他のアカウン
トレベルの設定を含む、IAM サービスを通じて管理されるすべてのデータは ID データと見なされます。

オプトインリージョンは、ランディングゾーン設定時に選択することで自動的にアクティブ化できます。
ランディングゾーンは、選択したすべてのリージョンで有効になります。

AWS Control Tower のホームリージョンとしてオプトインリージョンを選択する場合は、まずAWS マネ
ジメントコンソールにサインインしたときに、「リージョンを有効にする」の手順に従ってアクティブ化
してください。オプトインリージョンから既存のログアーカイブアカウントと監査アカウントを取得する
には、まずそのリージョンを手動でアクティブ化します。

AWS オプトインリージョンには、AWS Control Tower が利用可能なリージョンが 7 つ含まれています。

• 米国西部 (北カリフォルニア) リージョン、us-west-1
• アジアパシフィック (香港) リージョン、ap-east-1
• アジアパシフィック (ジャカルタ) リージョン、ap-southeast-3
• アジアパシフィック (大阪) リージョン、ap-northeast-3
• 欧州 (ミラノ) リージョン、eu-south-1
• アフリカ (ケープタウン) リージョン、af-south-1
• 中東 (バーレーン) リージョン、me-south-1
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AWS Control Tower には、オプトインリージョンと商用リージョンでは動作が異なるコントロールがいく
つかあります。詳細については、「コントロールの制限事項 (p. 29)」を参照してください。オプトイン
リージョンにワークロードをデプロイする際に留意すべき点をいくつか紹介します。

管理かアクティブ化か？

リージョンの管理は AWS Control Tower コンソールから選択できるアクションであるため、リー
ジョンにコントロールを適用できることを忘れないでください。オプトインリージョンをアク
ティブ化または非アクティブ化することは、AWS コンソールで選択できるもう 1 つのアクション
です。これにより、リージョンがアカウントで開かれ、そのリージョンにリソースとワークロー
ドをデプロイできるようになります。

動作に関する注意事項

• オプトインリージョンを管理する場合は、ワークロードの障害につながる可能性があるため、管理対象
のオプトインリージョンを非アクティブ化（オプトアウト）しないことをお勧めします。AWS Control 
Tower では、AWS Control Tower コンソール内から管理対象リージョンを非アクティブ化することはで
きませんが、AWS 請求コンソールまたは AWS SDK など、AWS Control Tower 外部のソースから管理
対象リージョンを非アクティブ化しないでください。

• AWS Control Tower がガバナンスをオプトインリージョンに拡張すると、すべてのメンバーアカウン
トでそのリージョンがアクティブ化 (オプトイン) されます。リージョンを管理から削除しても、AWS 
Control Tower はメンバーアカウントのリージョンを非アクティブ化 (オプトアウト) しません。

• リージョンの選択を解除する間、AWS Control Tower はオプトインリージョンからのリソースの削除を
スキップします。そのリージョンが、AWS請求コンソールやAWS SDK などの AWS Control Tower 外
部のソースからのアカウントに対して手動で非アクティブ化された場合です。非アクティブ化したリー
ジョンからはリソースを削除することをお勧めします。そうしないと、それらのリソースに対して予想
外の請求が発生する可能性があります。

• ランディングゾーンが廃止された場合、AWS Control Tower はオプトインリージョンを含むすべての管
理対象リージョンのリソースをクリーンアップします。ただし、AWS Control Tower では、オプトイ
ンリージョンが非アクティブ化されません。廃止後の追加手順として、オプトインリージョンを非アク
ティブ化できます。

• ホームリージョンがオプトインリージョンで、既存のアカウントをログアーカイブアカウントと監査ア
カウントとして登録する場合、オプトインリージョンをランディングゾーンのホームリージョンとして
選択する前に、オプトインリージョンを手動でアクティブ化する必要があります。リージョンを有効に
するを参照

• AWS Control Tower がホームリージョンとしてオプトインリージョンを設定していて、他の任意のリー
ジョンの AWS コンソールから AWS Control Tower サービスにアクセスしても、コンソールはユーザー
をホームリージョンに自動的にリダイレクトしません。

• 基盤となる API には容量制限があり、リージョンの数、アカウント数、サービスの負荷によっては、レ
イテンシーが数分から数時間に増加する可能性があります。ベストプラクティスとしては、ワークロー
ドを実行する AWS リージョン のみにオプトインし、一度に 1 つのリージョンをオプトインします。

管理とコントロールに関する重要な制限

• オプトインリージョンでサポートされていない AWS Control Tower コントロールを現在有効にし
ている場合、そのリージョンでコントロールがサポートされるまで、そのオプトインリージョンに 
AWS Control Tower 管理を拡張することはできません。詳細については、「コントロールの制限事
項 (p. 29)」を参照してください。

• 特定のコントロールがサポートされていないオプトインリージョンに AWS Control Tower 管理を拡張し
た場合、そのコントロールが AWS Control Tower で管理しているすべてのリージョンでサポートされる
まで、どのリージョンでもそのコントロールを有効にすることはできません。詳細については、「コン
トロールの制限事項 (p. 29)」を参照してください。

• AWS Control Tower が利用可能な 22 の商用リージョンすべて (オプトインリージョンを含む) がアク
ティブ化されると、管理を組織単位 (OU) に拡大する際の組織単位 (OU) あたりのアカウント数の上限が
引き下げられます。上限は 300 アカウントではなく 220 アカウントです。この減少は、StackSet の制
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限によるものです。アカウント数が 220 を超える OU にガバナンスを拡大する必要がある場合は、有効
になっているリージョンの数を減らしてください。

リージョン拒否コントロールの設定
リージョン拒否コントロールは独特のコントロールです。特定の OU ではなく、ランディングゾーン全体
に適用されるためです。リージョン拒否コントロールを設定するには、[Landing zone settings] (ランディ
ングゾーン設定) ページに移動し、[Modify settings] (設定を変更する) を選択します。

• この設定は後で変更できます。
• 有効にすると、このコントロールが登録済みのすべての OU に適用されます。
• このコントロールは個々の OU には設定できません。

Note

リージョン拒否コントロールを有効にする前に、適用するリージョンに既存のリソースがないこ
とを確認してください。コントロールを適用すると、以後そのリージョン内のリソースにアクセ
スできなくなるためです。このコントロールが有効になっている間は、拒否したリージョンにリ
ソースをデプロイできません。

リージョン拒否コントロールにより、AWS Control Tower リージョンの設定に基づいて、AWS サービス
にアクセスできなくなります。ステータスが [Not Governed] (管理対象外) である AWS リージョンへのア
クセスが拒否されます。リージョン拒否コントロールにより、AWS Control Tower が利用できないリー
ジョンへのアクセスも拒否されます。ホームリージョンへのアクセスを拒否することはできません。IAM 
や AWS Organizations などのグローバルな AWS サービスの中には、リージョン拒否コントロールの適用
から除外されているものもあります。詳細については、「リクエストされた AWS リージョンに基づいて 
AWS へのアクセスを拒否する (p. 982)」を参照してください。

リージョン拒否コントロールを有効にすると、このコントロールは階層の最上位にある登録済みのすべて
の OU に適用され、それが階層の下位にある OU に継承されます。コントロールを削除すると、登録済み
のすべての OU でコントロールが削除され、AWS Control Tower の管理対象でないすべてのリージョンが
[Not Governed] (管理対象外) ステータスのままになり、AWS Control Tower が利用できないリージョンに
リソースをデプロイできるようになります。

• コントロールのフルネーム: Deny access to AWS based on the requested AWS Region (リクエストされ
た AWS リージョンに基づいて AWS へのアクセスを拒否する)

• ガードレールの説明: 指定されたリージョンの外部にあるグローバルサービスおよびリージョンサービス
では、リストされていない操作へのアクセスを禁止します。

• これは、予防ガイダンスによる選択的コントロールです。

リージョン拒否コントロール SCP のテンプレートを表示するには、「AWS Control Tower ガードレー
ルのリファレンス」の「リクエストされた AWS リージョンに基づいて AWS へのアクセスを拒否す
る (p. 982)」を参照してください。AWS Control Tower の SCP は、AWS Organizations の SCP によく
似ていますが、まったく同じものではありません。

リージョンサービスページでリージョンサービスエンドポイントを設定できます。

122

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps_examples_general.html#example-scp-deny-region
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regional-product-services


AWS Control Tower ユーザーガイド
プロビジョニングの方法

AWS Control Tower でのアカウント
のプロビジョニングと管理

この章では、AWS Control Tower ランディングゾーンでメンバーアカウントをプロビジョニングおよび管
理するための概要と手順を示します。

また、AWS Control Tower で既存の AWS アカウントを登録するための概要と手順も示します。

AWS Control Tower のアカウントの詳細については、「AWS Control Tower の AWS アカウントについ
て (p. 125)」を参照してください。AWS Control Tower で複数のアカウントを登録する方法について
は、「AWS Control Tower への既存の組織単位の登録 (p. 211)」を参照してください。

Note

プロビジョニング、更新、登録など、最大 5 つのアカウント関連のオペレーションを同時に実行
できます。

プロビジョニングの方法
AWS Control Tower には、メンバーアカウントを作成および更新するための方法が複数用意されていま
す。一部の方法は主にコンソールベースで、一部の方法は主に自動化されています。

概要

メンバーアカウントを作成するための標準的な方法は、Account Factory を使用することです。Account 
Factory は、Service Catalog に含まれるコンソールベースの製品です。ランディングゾーンがドリフト状
態でない場合は、コンソールから新しいアカウントを追加する方法として [アカウントの作成] を使用した
り、既存の AWS アカウントを AWS Control Tower に登録する方法として [Enroll account] (アカウントの
登録) を使用したりできます。

Account Factory を使用すると、AWS Control Tower のデフォルト設定に基づいてベーシックアカウントを
プロビジョニングできます。また、特殊なユースケースの要件を満たすカスタマイズされたアカウントを
プロビジョニングすることもできます。

Account Factory Customization (AFC) は、カスタマイズされたアカウントを AWS Control Tower コンソー
ルからプロビジョニングする手段を提供し、アカウントのカスタマイズとデプロイを自動化します。1 回
限りのセットアップのためのいくつかのステップを実行すると、コンソールベースの自動プロビジョニ
ングを使用できるようになり、スクリプトの作成やパイプラインの設定は不要となります。詳細について
は、「Account Factory Customization (AFC) を使用したアカウントのカスタマイズ (p. 150)」を参照して
ください。

コンソールベースの方法:

• プロビジョニングするアカウントがベーシックアカウントの場合も、カスタマイズされたアカウントの
場合も、Service Catalog に含まれる Account Factory コンソールを使用できます。「Account Factory で
のアカウントのプロビジョニングと管理 (p. 142)」を参照してください。

• AWS Control Tower 内の [Enroll account] (アカウントの登録) 機能を使用します (ランディングゾーンが
ドリフト状態でない場合)。「既存のアカウントを登録する (p. 130)」を参照してください。
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• Account Factory では、同時に最大 5 つのアカウントを作成、更新、または登録できます。

自動化された方法:

• Lambda コード: AWS Control Tower ランディングゾーンの管理アカウントから、Lambda コードと適切
な IAM ロールを使用します。「IAM ロールを使用した自動アカウントプロビジョニング (p. 116)」を参
照してください。

• Terraform: AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) から、Account Factory と GitOps 
モデルを利用して、アカウントのプロビジョニングと更新のオートメーションが可能です。「 AWS 
Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) によるアカウントのプロビジョニング  (p. 160)」
を参照してください。

• AWS Control Tower コンソールの Account Factory Customization: セットアップのステップの実行後
は、カスタマイズされたアカウントの今後のプロビジョニングで、設定を追加したり、パイプラインを
維持したりする必要はありません。アカウントは AWS CloudFormation テンプレートによってプロビ
ジョニングされます。

AWS Control Tower がアカウントを作成した場合に
起きること

AWS Control Tower の新しいアカウントが作成されます。次に、AWS Control Tower、AWS 
Organizations、および Service Catalog の間でのやり取りにより、アカウントがプロビジョニングされま
す。AWS Control Tower コンソールを使用してアカウントを作成するステップについては、「既存のアカ
ウントを登録する (p. 130)」を参照してください。

アカウント作成の舞台裏

1. リクエストは、例えば、AWS Control Tower Account Factory ページから開始できるほか、Service 
Catalog コンソールから直接開始することも、Service Catalog の ProvisionProduct API を呼び出し
て開始することもできます。

2. Service Catalog は AWS Control Tower を呼び出します。
3. AWS Control Tower がワークフローを開始し、その最初のステップとして AWS Organizations

CreateAccount API を呼び出します。
4. AWS Organizations がアカウントを作成すると、AWS Control Tower がブループリントとコントロール

を適用してプロビジョニングプロセスを完了します。
5. Service Catalog が引き続き AWS Control Tower をポーリングして、プロビジョニングプロセスが完了

したことを確認します。
6. AWS Control Tower でのワークフローが完了すると、Service Catalog がアカウントの状態を確定し、

結果をユーザー (リクエスタ) に通知します。

必要な許可
プロビジョニングと更新の各方法に必要な許可については、それぞれのセクションで説明します。適切な
ユーザーグループの許可があれば、組織内のすべてのアカウントに対して標準化されたベースラインと
ネットワーク設定を指定できます。

AWS Control Tower で必要な許可の全般的な情報については、「AWS Control Tower でアイデンティティ
ベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用する (p. 1039)」を参照してください。AWS Control Tower の
ロールとアカウントについては、「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 (p. 92)」を参照してください。
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アカウントのセキュリティ

AWS Control Tower の管理アカウントおよびメンバーアカウントのセキュリティを保護するため
のベストプラクティスに関するガイダンスについては、AWS Organizations ドキュメントを参照
してください。

• 管理アカウントのベストプラクティス
• メンバーアカウントのベストプラクティス

AWS Control Tower の AWS アカウントについて
AWS アカウント は、ユーザーが所有するすべてのリソースのコンテナです。こうしたリソースとしてア
カウントで容認される AWS Identity and Access Management (IAM) アイデンティティがあり、これによっ
てそのアカウントにアクセスできるユーザーが決まります。IAM アイデンティティには、ユーザー、グ
ループ、ロールなどがあります。AWS Control Tower で IAM、ユーザー、ロール、およびポリシーを使用
する方法の詳細については、「AWS Control Tower の Identity and Access Management」を参照してくだ
さい。

リソースとアカウントの作成時間

AWS Control Tower は、アカウントを作成または登録すると、そのアカウントに最低限必要なリソース設
定をデプロイします。Account Factory テンプレート形式のリソースや、ランディングゾーン内のその他の
リソースなどです。このようなリソースとして、IAM ロール、AWS CloudTrail 証跡、Service Catalog で
プロビジョニングされた製品、IAM Identity Center ユーザーなどがあります。AWS Control Tower は、コ
ントロール設定に応じて、新しいアカウントがメンバーアカウントになることになっている組織単位 (OU) 
のリソースもデプロイします。

AWS Control Tower は、ユーザーに代わってこれらのリソースのデプロイをオーケストレートします。
デプロイを完了するにはリソースごとに数分かかる場合があるため、アカウントを作成または登録する前
に作業の合計時間を考慮してください。アカウントのリソースの管理の詳細については、「AWS Control 
Tower リソースの作成と変更に関するガイダンス (p. 40)」を参照してください。

アカウントの表示
[Organization] (組織) ページには、AWS Control Tower での OU や登録のステータスに関係なく、組織内の
すべての OU とアカウントが一覧表示されます。各アカウントが登録の前提条件を満たしていれば、AWS 
Control Tower でメンバーアカウントを個別または OU グループ別に表示および登録できます。

[Organization] (組織) ページで特定のアカウントを表示するには、右上のドロップダウンメニューから
[Accounts only] (アカウントのみ) を選択し、テーブルから目的のアカウントの名前を選択します。テーブ
ルから親 OU の名前を選択して、その OU の [Details] (詳細) ページで、その OU 内のすべてのアカウント
のリストを表示することもできます。

[Organization] (組織) ページと [Account details] (アカウントの詳細) ページで、アカウントの [State] (状態) 
を表示できます。これは、次のいずれかです。

• [Not enrolled] (未登録) - アカウントは親 OU のメンバーですが、AWS Control Tower によって完全には
管理されていません。親 OU が登録されている場合、アカウントはその登録済みの親 OU に設定された
予防コントロールによって管理されますが、OU の検出コントロールはこのアカウントに適用されませ
ん。親 OU が未登録の場合は、どのコントロールもこのアカウントに適用されません。

• Enrolling (登録中) - アカウントは、AWS Control Tower の管理対象になっています。親 OU のコント
ロール設定に適合するようにアカウントが調整されます。このプロセスには、アカウントリソースごと
に数分かかる場合があります。

• [Enrolled] (登録済み) - アカウントは、その親 OU 用に設定されたコントロールによって管理されていま
す。AWS Control Tower によって完全に管理されています。
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• Enrollment failed (登録に失敗しました) - アカウントを AWS Control Tower に登録できませんでした。
詳細については、「登録の失敗の一般的な原因 (p. 131)」を参照してください。

• Update available (更新が利用可能) – アカウントには利用可能な更新があります。この状態のアカウント
は登録済みですが、環境に加えられた最近の変更を反映するには、アカウントを更新する必要がありま
す。単一のアカウントを更新するには、アカウントの詳細ページに移動し、[Update account] (アカウン
トの更新) を選択します。

1 つの OU の下にこの状態のアカウントが複数ある場合は、OU を再登録することを選択し、これらの
アカウントをまとめて更新できます。

共有アカウントについて
AWS Control Tower には、3 つの特別な AWS アカウント (管理アカウント、監査アカウント、ログアーカ
イブアカウント) が関連付けられています。これらのアカウントは通常、共有アカウントと呼ばれ、場合
によってはコアアカウントと呼ばれることもあります。

• ランディングゾーンのセットアップ時に、監査アカウントとログアーカイブアカウントの名前をカスタ
マイズすることを選択できます。アカウント名の変更については、「AWS Control Tower の外部でのリ
ソース名の変更」を参照してください。

• ランディングゾーンの最初のセットアッププロセスでは、既存の AWS アカウントを AWS Control 
Tower のセキュリティまたはログアカウントとして指定することもできます。このオプションを使用す
ると、AWS Control Tower で新しい共有アカウントを作成する必要がなくなります (これは 1 回限りの
選択です)。

共有アカウントおよび関連リソースの詳細については、「共有アカウントとは (p. 4)」を参照してくださ
い。

既存のセキュリティアカウントまたはログアカウントを使用する
際の考慮事項
AWS アカウントをセキュリティアカウントまたはログアカウントとして受け入れる前に、AWS Control 
Tower は、AWS Control Tower の要件と競合するリソースがないかアカウントをチェックします。例え
ば、ロギングバケットの名前が AWS Control Tower が必要とする名前と同じである場合があります。ま
た、AWS Control Tower は、アカウントがリソースをプロビジョニングできることを検証します。例え
ば、AWS Security Token Service (AWS STS) が有効になっていること、アカウントが一時停止されていな
いこと、AWS Control Tower がアカウント内のリソースをプロビジョニングする許可を持っていることを
確認します。

AWS Control Tower は、お客様が指定したログアカウントやセキュリティアカウント内の既存のリソース
を削除しません。ただし、AWS リージョンの拒否機能を有効にすると、リージョン拒否コントロールによ
り、拒否されたリージョン内のリソースへのアクセスが禁止されます。

管理アカウント
この AWS アカウント が AWS Control Tower を起動します。デフォルトでは、このアカウントのルート
ユーザーおよびこのアカウントの IAM ユーザーまたは IAM 管理者ユーザーは、ランディングゾーン内の
すべてのリソースへのフルアクセス権を持っています。

Note

ベストプラクティスとして、AWS Control Tower コンソール内で管理機能を実行するときには、
このアカウントのルートユーザーまたは IAM 管理者ユーザーとしてサインインするのではな
く、管理者権限を持つ IAM Identity Center ユーザーとしてサインインすることをお勧めします。

管理アカウントで使用できるロールとリソースの詳細については、「管理アカウントとは (p. 4)」を参照し
てください。
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ログアーカイブアカウント
ログアーカイブ共有アカウントは、ランディングゾーンの作成時に自動的にセットアップされます。

このアカウントには、集約型の Amazon S3 バケットがあり、ランディングゾーンにある他のすべての
アカウントのすべての AWS CloudTrail ログファイルと AWS Config ログファイルのコピーが保存されま
す。ベストプラクティスとして、ログアーカイブアカウントへのアクセスを制限することをお勧めしま
す。コンプライアンスと調査を担当し、それに関連するセキュリティツールまたは監査ツールを使用する
チームに制限します。このアカウントは、自動セキュリティ監査に使用できるほか、Lambda 関数などの
カスタム AWS Config Rules をホストして修復アクションを実行する場合にも使用できます。

ログアーカイブアカウントで使用可能なロールとリソースの詳細については、「ログアーカイブアカウン
トとは (p. 6)」を参照してください。

Note

これらのログは変更できません。アカウントアクティビティに関連する監査とコンプライアンス
調査の目的で、すべてのログが保存されます。

監査アカウント
この共有アカウントは、ランディングゾーンの作成時に自動的にセットアップされます。

監査アカウントは、セキュリティとコンプライアンスのチームに制限することをお勧めします。チーム
は、ランディングゾーン内のすべてのアカウントに対して監査人 (読み取り専用) と管理者 (フルアクセス) 
というアカウント横断的なロールを持ちます。このようなロールは、セキュリティとコンプライアンスの
チームが次の目的で使用するためのものです。

• カスタム AWS Config ルール Lambda 関数のホストなど、AWS メカニズムを使用して監査を実行しま
す。

• 修復アクションなど、自動化されたセキュリティ操作を実行します。

また、監査アカウントは Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) サービスから通知を受け取り
ます。次の 3 つのカテゴリの通知を受け取ることができます。

• すべての設定イベント - このトピックでは、ランディングゾーン内のすべてのアカウントから受け取っ
たすべての CloudTrail 通知と AWS Config 通知が集約されます。

• セキュリティ通知の集約 — このトピックでは、特定の CloudWatch イベント、AWS Config Rules コン
プライアンスステータス変更イベント、および GuardDuty 検出結果から受け取ったすべてのセキュリ
ティ通知が集約されます。

• ドリフト通知 - このトピックでは、ランディングゾーン内のすべてのアカウント、ユーザー、OU、お
よび SCP で検出されたすべてのドリフト警告が集約されます。ドリフトの詳細については、「AWS 
Control Tower でドリフトを検出および解決する (p. 191)」を参照してください。

メンバーアカウント内でトリガーされる監査通知では、ローカルの Amazon SNS トピックにアラートを
送信することもできます。この機能により、アカウント管理者は個々のメンバーアカウントに固有の監査
通知をサブスクライブできます。そのため、管理者は個々のアカウントに影響する問題を解決しながら、
一元管理された監査アカウントにすべてのアカウント通知を集約できます。詳細については、「Amazon 
Simple Notification Service デベロッパーガイド」を参照してください。

監査アカウントで使用できるロールとリソースの詳細については、「監査アカウントとは (p. 8)」を参
照してください。また、「AWS Control Tower 監査アカウントのプログラムによるロールおよび信頼関
係 (p. 114)」も参照してください。

Important

監査アカウントに対して指定した E メールアドレス宛てに、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 通知 – サブスクリプションの確認」という件名の 
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E メールが届きます。監査アカウントでコンプライアンス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メール内の [Confirm subscription] (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。

メンバーアカウントについて
メンバーアカウントは、ユーザーが AWS ワークロードを実行する際に使用するアカウントです。これら
のメンバーアカウントは、Account Factory を使用して、Service Catalog コンソールで [Admin] (管理者) 
権限を持つ IAM Identity Center ユーザーが作成するか、自動化された方法で作成することができます。作
成されたメンバーアカウントは、AWS Control Tower コンソールで作成された OU または AWS Control 
Tower に登録された OU に存在します。詳細については、次の関連トピックを参照してください。

• Account Factory でのアカウントのプロビジョニングと管理 (p. 142)
• AWS Control Tower でのタスクの自動化  (p. 48)
• AWS Organizations ユーザーガイドの「AWS Organizations の用語と概念」

また、「 AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) によるアカウントのプロビジョニング
 (p. 160)」も参照してください。

アカウントとコントロール

メンバーアカウントは、AWS Control Tower で登録することも、未登録にしておくこともできま
す。登録済みのアカウントと未登録のアカウントには、それぞれ異なる方法でコントロールが適
用されます。また、ネストされた OU のアカウントには、継承に基づいてコントロールが適用さ
れることもあります。

既存の AWS アカウントの登録
AWS Control Tower ガバナンスを AWS Control Tower によって既に管理されている組織単位 (OU) に登
録すると、ガバナンスを個々の既存の AWS アカウントに拡張できます。AWS Control Tower OU と同じ 
AWS Organizations 組織の一部である未登録の OU に存在するアカウントが対象となります。

Note

ランディングゾーンの初期セットアップ時を除き、既存のアカウントを監査アカウントまたはロ
グアーカイブアカウントとして登録することはできません。

信頼されたアクセスを最初にセットアップする

既存の AWS アカウントを AWS Control Tower に登録する前に、アカウントを管理 (ガバナンス) す
る許可を AWS Control Tower に付与する必要があります。具体的には AWS Control Tower に、AWS 
CloudFormation と AWS Organizations との間に信頼されたアクセスを確立するアクセス許可が必要で
す。これにより、AWS CloudFormation は、選択された組織のアカウントにスタックを自動的にデプロイ
できるようになります。この信頼されたアクセスでは、AWSControlTowerExecution ロールは、各ア
カウントを管理するために必要なアクティビティを実行します。そのため、登録する前にこのロールを各
アカウントに追加する必要があります。

信頼されたアクセスが有効になっている場合、AWS CloudFormation は、1 回のオペレーションで、複数
のアカウントと AWS リージョンにまたがるスタックを作成、更新、または削除できます。AWS Control 
Tower はこの信頼機能を使用して既存のアカウントにロールとアクセス許可を適用します。その後、それ
らを登録済み組織単位に移動して、管理下に置くことができます。

信頼されたアクセスおよび AWS CloudFormation StackSets の詳細については、「AWS 
CloudFormationStackSets と AWS Organizations」を参照してください。
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アカウント登録中の処理
登録プロセス中に、AWS Control Tower は以下のアクションを実行します。

• アカウントのベースラインを作成します。これには、以下のスタックセットのデプロイが含まれます。
• AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL
• AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH
• AWSControlTowerBP-BASELINE-CONFIG
• AWSControlTowerBP-BASELINE-ROLES
• AWSControlTowerBP-BASELINE-SERVICE-ROLES
• AWSControlTowerBP-VPC-ACCOUNT-FACTORY-V1

これらのスタックセットのテンプレートで既存のポリシーとの競合がないことを確認することをお勧め
します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) または AWS Organizations を通じてアカ
ウントを識別します。

• 指定した OU にアカウントを配置します。現在の OU に適用されているすべての SCP を適用して、セ
キュリティ体制の整合性を保ってください。

• 選択した OU 全体に適用される SCP を使用して、必須のコントロールをアカウントに適用します。
• AWS Config を有効にし、アカウントのすべてのリソースを記録するように設定します。
• アカウントに AWS Control Tower の検出コントロールを適用する AWS Config ルールを追加します。

Note

AWS Control Tower にアカウントを登録すると、そのアカウントは新しい組織の AWS CloudTrail 
追跡によって管理されます。CloudTrail 追跡の既存のデプロイがある場合、AWS Control Tower 
にアカウントを登録する前にアカウントの既存の追跡を削除しない限り、料金が重複して発生す
る可能性があります。

VPC を使用した既存のアカウントの登録
AWS Control Tower は、Account Factory で新しいアカウントをプロビジョニングするときに、既存のアカ
ウントを登録するときとは異なる方法で VPC を処理します。

• 新しいアカウントを作成すると、AWS Control Tower は自動的に AWS のデフォルト VPC を削除し、そ
のアカウントの新しい VPC を作成します。

• 既存のアカウントを登録する場合、AWS Control Tower はそのアカウントの新しい VPC を作成しませ
ん。

• 既存のアカウントを登録すると、AWS Control Tower はそのアカウントに関連付けられている既存の 
VPC または AWS のデフォルト VPC を削除しません。

Tip

Account Factory を設定して新規アカウントに対するデフォルトの動作を変更でき、AWS Control 
Tower の組織内のアカウントに対して VPC がデフォルトで設定されないようにできます。詳細に
ついては、「AWS Control Tower で VPC なしのアカウントを作成する (p. 1072)」を参照してく
ださい。

登録の前提条件
AWS Control Tower にアカウントを登録するには、次の前提条件を満たす必要があります。
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1. 既存のアカウントを登録するには、登録するアカウントに AWSControlTowerExecution ロールが存
在する必要があります。

2. アカウントが AWS Config 設定レコーダーまたは配信チャネルを持たないようにすることをお勧めしま
す。アカウントを登録する前に、AWS CLI を使用してこれらを削除または変更できます。それ以外の場
合、既存のリソースを変更する方法については、「既存の AWS Config リソースを持つアカウントを登
録する」を参照してください。

3. 登録するアカウントは、AWS Control Tower 管理アカウントと同じ AWS Organizations 組織に存在する
必要があります。既存のアカウントは、AWS Control Tower 管理アカウントと同じ組織にのみ、AWS 
Control Tower に既に登録されている OU で登録できます。

4. 既存のアカウントを AWS Control Tower に登録する前に、アカウントに以下のロール、アクセス許可、
信頼関係が設定されている必要があります。それ以外の場合、登録は失敗します。

ロール名: AWSControlTowerExecution

ロールのアクセス許可: AdministratorAccess (AWS マネージドポリシー)

ロールの信頼関係:

{ 
        "Version": "2012-10-17", 
        "Statement": [ 
         { 
        "Effect": "Allow", 
        "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::Management Account ID:root" 
             }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": {} 
          } 
          ] 
         }

登録に関するその他の前提条件を確認するには、「AWS Control Tower の開始方法」を参照してくださ
い。

Note

AWS Control Tower にアカウントを登録すると、そのアカウントは AWS Control Tower 組織の 
AWS CloudTrail 追跡によって管理されます。CloudTrail 追跡の既存のデプロイがある場合、AWS 
Control Tower にアカウントを登録する前にアカウントの既存の追跡を削除しない限り、料金が重
複して発生する可能性があります。

既存のアカウントを登録する
AWS Control Tower によって管理されるように、既存の AWS アカウントを登録するために、AWS 
Control Tower コンソールで [Enroll account] (アカウントの登録) 機能を利用できます。詳細については、
「既存の AWS アカウントの登録」を参照してください。

[Enroll account] (アカウントの登録) 機能は、ランディングゾーンがドリフト状態でないときに使用できま
す。コンソールでこの機能を表示するには:

• AWS Control Tower の [Organization] (組織) ページに移動します。
• 登録するアカウントの名前を見つけます。見つけるには、アカウント名は、右上にあるドロップダウン

メニューから [Accounts only] (アカウントのみ) を選択し、フィルターされたテーブルで探してくださ
い。

• アカウントを登録する手順 (p. 131) セクションで示されているように、個々のアカウントを登録する
手順に従います。
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Note

既存の AWS アカウントを登録する場合は、既存の E メールアドレスを正しく入力してくださ
い。それ以外の場合は、新しいアカウントが作成されます。

特定のエラーが表示された場合、ページを更新してもう一度試す必要があります。ランディングゾーンが
ドリフト状態にある場合は、[Enroll account] (アカウントの登録) 機能を正常に使用できないことがありま
す。ランディングゾーンのドリフトが解決されるまで、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必要があります。

AWS Control Tower コンソールからアカウントを登録する場合は、AWS Control Tower コンソールを使用
する管理者権限と共に、AWSServiceCatalogEndUserFullAccess ポリシーが有効になっているユー
ザーでアカウントにサインインする必要があり、ルートユーザーとしてサインインすることはできませ
ん。

登録するアカウントは、他のアカウントを更新する場合と同様に、AWS Service Catalog および AWS 
Control Tower Account Factory を使用して更新できます。更新手順については、「AWS Control Tower ま
たは AWS Service Catalog で Account Factory アカウントを更新して移動する (p. 143)」セクションを参
照してください。

アカウントを登録する手順
[AdministratorAccess] アクセス許可 (ポリシー) が既存のアカウントに設定されたら、以下のステップに
従ってアカウントを登録します。

AWS Control Tower に個別のアカウントを登録するには

• AWS Control Tower の [Organization] (組織) ページに移動します。
• [Organization] (組織) ページで、登録できるアカウントでは、セクション上部の [Actions] ドロップダウ

ンメニューから [Enroll] を選択できます。これらのアカウントには、[Account details] (アカウントの詳
細) ページでも [Enroll account] (アカウントの登録) ボタンが表示されます。

• [Enroll account] (アカウントの登録) を選択した場合、[Enroll account] (アカウントの登録) ページが表示
され、AWSControlTowerExecution ロールをアカウントに追加するよう促されます。手順について
は、「必要な IAM ロールを既存の AWS アカウントに手動で追加し、登録します。 (p. 134)」を参照
してください。

• 次に、ドロップダウンの一覧から登録された OU を選択します。アカウントが既に登録済みの OU にあ
る場合、このリストには OU が表示されます。

• [Enroll account] (アカウントの登録) を選択します。
• AWSControlTowerExecution ロールを追加するためのモーダルリマインダーが表示されるので、ア

クションを確認します。
• [Enroll] (登録する) を選択します。
• AWS Control Tower は登録プロセスを開始し、[Account details] (アカウントの詳細) ページに戻りま

す。

登録の失敗の一般的な原因
• 既存のアカウントを登録するには、登録するアカウントに AWSControlTowerExecution ロールが存在す

る必要があります。
• IAM プリンシパルに、アカウントをプロビジョニングするアクセス許可がない可能性があります。
• AWS Security Token Service (AWS STS) がホームリージョンの AWS アカウントまたは AWS Control 

Tower でサポートされているいずれかのリージョンで無効になっています。
• AWS Service Catalog の Account Factory ポートフォリオに追加する必要があるアカウントにサイ

ンインしている場合があります。アカウントを AWS Control Tower で作成または登録できるよう
に、Account Factory にアクセスする前に、アカウントを追加する必要があります。適切なユーザーま
たはロールが Account Factory ポートフォリオに追加されていない場合、アカウントを追加しようとす
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るとエラーが発生します。AWS Service Catalog ポートフォリオへのアクセスを付与する方法について
は、「ユーザーへのアクセスの許可」を参照してください。

• root としてサインインしている可能性があります。
• 登録しようとしているアカウントに、AWS Config の設定が残っている可能性があります。特に、アカ

ウントに設定レコーダーや配信チャネルを持たないようにできます。アカウントを登録する前に、AWS 
CLI を使用してこれらを削除または変更する必要があります。詳細については、既存の AWS Config リ
ソースを持つアカウントを登録する (p. 136) および AWS CloudShell を使用した AWS Control Tower 
の操作 (p. 50) を参照してください。

• アカウントが別の AWS Control Tower OU を含む管理アカウントを持つ別の OU に属している場合、別
の OU に参加する前に、現在の OU のアカウントを終了する必要があります。元の OU で既存のリソー
スを削除する必要があります。それ以外の場合、登録は失敗します。

• 目的の OU の SCP で、そのアカウントに必要なすべてのリソースの作成が許可されていない場合、ア
カウントのプロビジョニングと登録は失敗します。例えば、目的の OU 内の SCP は、特定のタグのな
いリソースの作成をブロックする場合があります。この場合、AWS Control Tower はリソースのタグ付
けをサポートしていないため、アカウントのプロビジョニングまたは登録は失敗します。サポートにつ
いては、アカウント担当者または AWS Supportにお問い合わせください。

新しいアカウントを作成するとき、または既存のアカウントを登録するときに、AWS Control Tower で
ロールをどのように使用するかの詳細については、「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 (p. 92)」を参照してください。

Tip

既存の AWS アカウントが登録の前提条件を満たしていることを確認できない場合、[Enrollment 
OU] (登録 OU) を設定してその OU にアカウントを登録できます。登録が成功したら、アカウン
トを目的の OU に移動できます。登録に失敗しても、他のアカウントや OU は障害の影響を受け
ません。

既存のアカウントとその設定が AWS Control Tower に対応しているかどうか疑問がある場合は、次のセク
ションで推奨されるベストプラクティスに従うことができます。

推奨: アカウントの登録に 2 段階のアプローチを設定する

• まず、AWS Config コンフォーマスパックを使用して、いくつかの AWS Control Tower コントロールに
よるアカウントへの影響を評価します。AWS Control Tower への登録がアカウントに与える影響を判断
するには、「AWS Config 適合パックを使用して AWS Control Tower ガバナンスを拡張する」を参照し
てください。

• 次に、アカウントを登録できます。コンプライアンスの結果が満足のいくものであれば、予期しない結
果を招くことなくアカウントを登録できるため、移行パスが簡単になります。

• 評価が完了した後、AWS Control Tower ランディングゾーンを設定する場合は、評価用に作成され
た AWS Config 配信チャネルおよび設定レコーダーを削除する必要があるかもしれません。そうすれ
ば、AWS Control Tower を正常にセットアップできるようになります。

Note

コンフォーマンスパックは AWS Control Tower に登録済みの OU にアカウントがある状況でも機
能しますが、ワークロードは AWS Control Tower のサポートがない AWS リージョン内で実行さ
れます。適合パックを使用して、AWS Control Tower がデプロイされていないリージョンに存在
するアカウントのリソースを管理できます。

アカウントが前提条件を満たしていない場合
前提条件として、AWS Control Tower ガバナンスに登録できるアカウントは、同じ組織全体に属してい
る必要があります。アカウント登録の前提条件を満たすには、以下の準備のステップに従って、AWS 
Control Tower と同じ組織にアカウントを移動できます。
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AWS Control Tower と同じ組織にアカウントを移動するための準備のステップ

1. 既存の組織からアカウントを削除します このアプローチを使用する場合は、別の支払い方法を指定す
る必要があります。

2. アカウントを AWS Control Tower の組織に参加するように招待します。詳細については、「AWS 
Organizations ユーザーガイド」の「組織での AWS アカウントの招待」を参照してください。

3. 招待を受け入れます アカウントは組織のルートに表示されます。このステップでは、アカウントを 
AWS Control Tower と同じ組織に移動し、SCP および一括請求を確立します。

Tip

アカウントが古い組織から削除される前に、新しい組織への招待を送信できます。招待は、アカ
ウントが既存の組織から正式に削除されるのを待機します。

残りの前提条件を満たすステップ:

1. 必要な AWSControlTowerExecution ロールを作成します。
2. デフォルト VPC をクリアします (これはオプションです。AWS Control Tower は既存のデフォルト 

VPC を変更しません)。
3. AWS CLI または AWS CloudShell を通じて既存の AWS Config 設定レコーダーまたは配信チャネル

を削除または変更します。詳細については、「リソースステータスの AWS Config CLI コマンドの
例 (p. 133)」および「既存の AWS Config リソースを持つアカウントを登録する (p. 136)」を参照
してください。

これらの準備手順が完了したら、AWS Control Tower にアカウントを登録できます。詳細については、
「アカウントを登録する手順 (p. 131)」を参照してください。このステップにより、アカウントが AWS 
Control Tower の完全な管理下に入ります。

アカウントのプロビジョニングを解除して、アカウントを登録しスタックを維持できるようにす
るための任意のステップ

1. 適用された AWS CloudFormation スタックを保持するには、スタックセットからスタックインスタン
スを削除し、そのインスタンスに対して [Retain stacks] (スタックの保持) を選択します。

2. AWS Service Catalog Account Factory のアカウントでプロビジョニングされた製品を終了します。
(このステップでは、プロビジョニングされた製品が AWS Control Tower から削除されるだけです。
アカウントは削除されません。)

3. 必要に応じて、組織に属していないアカウントに必要な請求の詳細を使用してアカウントを設定しま
す。次に、組織からアカウントを削除します (これは、アカウントが AWS Organizations クォータの
合計に対してカウントされないようにするためです)。

4. リソースが残っている場合はアカウントをクリーンアップし、「アカウントの管理を解除す
る (p. 147)」のアカウント閉鎖のステップに従って、アカウントを閉鎖します。

5. コントロールが定義された [Suspended] (停止状態) の OU がある場合、ステップ 1 を実行する代わり
に、その OU にアカウントを移動できます。

リソースステータスの AWS Config CLI コマンドの例
以下に、設定レコーダーと配信チャネルのステータスを確認するために使用できる AWS Config CLI コマ
ンドの例を示します。

表示コマンド:

• aws configservice describe-delivery-channels
• aws configservice describe-delivery-channel-status
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• aws configservice describe-configuration-recorders

通常の応答は "name": "default" のようになります。

削除コマンド:

• aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-FROM-
DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

必要な IAM ロールを既存の AWS アカウントに手動で
追加し、登録します。
AWS Control Tower のランディングゾーンを既に設定している場合は、AWS Control Tower に登録されて
いる OU に組織のアカウントを登録できます。ランディングゾーンをまだ設定していない場合は、「AWS 
Control Tower ユーザーガイド」の「はじめに」のステップ 2 に記載されているステップに従います。ラ
ンディングゾーンの準備ができたら、次のステップを実行して、手動で既存のアカウントを AWS Control 
Tower による管理下に入れます。

この章で前述した 登録の前提条件 (p. 129) を必ず確認してください。

AWS Control Tower にアカウントを登録する前に、そのアカウントを管理するアクセス許可を AWS 
Control Tower に付与する必要があります。これを行うには、次のステップに示すように、アカウントへの
フルアクセス権を持つロールを追加します。これらのステップは、登録するアカウントごとに実行する必
要があります。

アカウントごとに次の手順を実行します。

ステップ 1: 登録するアカウントが現在含まれている組織の管理アカウントに、管理者アクセス権を使って
サインインします。

例えば、AWS Organizations からこのアカウントを作成し、クロスアカウント IAM ロールを使用してサイ
ンインする場合、次のステップを実行できます。

1. 組織の管理アカウントにサインインします。
2. AWS Organizations に移動します。
3. [Accounts] (アカウント) で、登録するアカウントを選択し、アカウント ID をコピーします。
4. 上部のナビゲーションバーのアカウントドロップダウンメニューを開き、[Switch Role] (ロールの切り

替え) を選択します。
5. [Switch Role] (ロールの切り替え) フォームで、次のフィールドに入力します。

• [Account] (アカウント) に、コピーしたアカウント ID を入力します。
• [Role] (ロール) に、このアカウントへのクロスアカウントアクセスを有効にする IAM 

ロールの名前を入力します。このロールの名前は、アカウントの作成時に定義されて
います。アカウントの作成時にロール名を指定していない場合は、デフォルトのロール
名、OrganizationAccountAccessRole を入力します。

6. [Switch Role] (ロールの切り替え) を選択します。
7. これで、AWS Management Consoleに子アカウントとしてサインインしたはずです。
8. 完了したら、次の手順を実行するために子アカウントにとどまります。
9. 管理アカウント ID は次のステップで入力する必要があるため、メモしておきます。
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必要な IAM ロールを既存の AWS アカ
ウントに手動で追加し、登録します。

ステップ 2: AWS Control Tower にアカウントを管理する許可を付与します。

1. [IAM] に移動します。
2. [Roles] (ロール) に移動します。
3. [Create role] (ロールの作成) を選択します。
4. ロールの対象となるサービスの選択を求められたら、[EC2] を選択し、[Next:Permissions] (次へ: アク

セス許可) を選択します。これは、後で「AWS Control Tower」に変更します。
5. ポリシーをアタッチするよう求められたら、[AdministratorAccess] を選択します。
6. [Next:Tags] (次へ: タグ) を選択します。
7. [Add tags] (タグを追加する) というタイトルのオプションの画面が表示されることがありま

す。[Next:Review] (次へ: レビュー) を選択して、この画面をスキップします。
8. [Review] (確認) 画面の [Role name] (ロール名) フィールドに、AWSControlTowerExecution と入

力します。
9. [Description] (説明) ボックスに、登録のためのフルアカウントアクセスを許可などの短い説明を入力

します。
10. [Create role] (ロールの作成) を選択します。
11. 作成したロールに移動します。左側の [Roles] (ロール) を選択しま

す。AWSControlTowerExecution を選択します。
12. [Trust relationships] (信頼関係) で、[Edit trust relationship] (信頼関係を編集) を選択します。
13. ここに示すコード例をコピーして、ポリシードキュメントに貼り付けます。文字列 Management 

Account ID を、管理アカウントの実際の管理アカウント ID に置き換えます。貼り付けるポリシー
は次のとおりです。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
      "Effect":"Allow", 
      "Principal":{ 
         "AWS": "arn:aws:iam::Management Account ID:root" 
         }, 
         "Action": "sts:AssumeRole", 
         "Condition": {}  
      } 
   ] 
  }

ステップ 3: 登録された OU に移動してアカウントを登録し、登録を確認します。

ロールを作成して必要なアクセス許可を設定したら、次のステップに従ってアカウントを登録し、登録を
確認します。

1. 管理者として再度サインインし、AWS Control Tower に移動します。
2. アカウントを登録します。

• AWS Control Tower の [Organization] (組織) ページでアカウントを選択し、右上にある [Actions] (ア
クション) ドロップダウンメニューから [Enroll] (登録) を選択します。

• アカウントを登録する手順 (p. 131) ページで示されているように、個々のアカウントを登録する
手順に従います。

3. 登録を確認します。

• AWS Control Tower から、左側のナビゲーションの [Organization] (組織) を選択します。
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AWS Organizations アカウントの自動登録

• 最近登録したアカウントを探します。初期状態では、[Enrolling] (登録中) のステータスが表示され
ます。

• 状態が [Enrolled] (登録済み) に変わったら、移動は成功です。

このプロセスを続行するには、AWS Control Tower に登録する組織内の各アカウントにサインインしま
す。各アカウントについて、前提条件のステップと登録のステップを繰り返します。

AWS Organizations アカウントの自動登録
「既存の AWS アカウントを AWS Control Tower に登録する」というブログ投稿で説明されている登録方
法を使用して、プログラム的なプロセスで AWS Organizations アカウントを AWS Control Tower に登録
できます。

次の YAML テンプレートを使用すると、アカウントに必要なロールを作成してプログラム的に登録できま
す。

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure the AWSControlTowerExecution role to enable use of your 
  account as a target account in AWS CloudFormation StackSets.
Parameters: 
  AdministratorAccountId: 
    Type: String 
    Description: AWS Account Id of the administrator account (the account in which 
      StackSets will be created). 
    MaxLength: 12 
    MinLength: 12
Resources: 
  ExecutionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      RoleName: AWSControlTowerExecution 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              AWS: 
                - !Ref AdministratorAccountId 
            Action: 
              - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      ManagedPolicyArns: 
        - !Sub arn:${AWS::Partition}:iam::aws:policy/AdministratorAccess

既存の AWS Config リソースを持つアカウントを登
録する

このトピックでは、既存の AWS Config リソースを持つアカウントを登録する方法をステップバイステッ
プのアプローチを使って説明します。既存のリソースを確認する方法の例については、「リソースステー
タスの AWS Config CLI コマンドの例 (p. 133)」を参照してください。

Note

既存の AWS アカウントを [Audit] (監査) および [Log archive] (ログアーカイブ) アカウントとして 
AWS Control Tower に取り込む予定で、それらのアカウントに既存の AWS Config リソースがあ
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既存の AWS Config リソースを持つアカウントを登録する

る場合は、AWS Control Tower にアカウントを登録する前に、既存の AWS Config リソースを削
除する必要があります。

AWS Config リソースの例

次に、アカウントで既に設定されている可能性がある AWS Config リソースのタイプをいくつか示しま
す。AWS Control Tower にアカウントを登録できるようにするには、これらのリソースの変更が必要にな
る場合があります。

• AWS Config レコーダー
• AWS Config 配信チャネル
• AWS Config 集約認証

前提

• アカウントがまだ AWS Control Tower に登録されていないこと。
• アカウントに、管理アカウントによって管理される少なくとも 1 つの AWS Control Tower リージョンの

既存の AWS Config リソースが少なくとも 1 つあること。
• お客様のアカウントは、AWS Control Tower 管理アカウントではありません。

既存の AWS Config リソースを持つアカウントを自動的に登録するアプローチについて、ブログで説明
しています。「Automate enrollment of accounts with existing AWS Config resources into AWS Control 
Tower」(既存の AWS Config リソースを持つアカウントの AWS Control Tower への登録の自動化) を参照
してください。次の「ステップ 1: チケットを使用してカスタマーサポートに連絡し、アカウントを AWS 
Control Tower の許可リストに追加する (p. 138)」の説明に従って、登録するすべてのアカウントに対し
て単一のサポートチケットを送信できます。

制約事項

• アカウントを登録するには、AWS Control Tower ワークフローを使用してガバナンスを拡張する以外の
方法はありません。

• リソースが変更され、アカウントにドリフトが生じても、AWS Control Tower はリソースを更新しませ
ん。

• AWS Control Tower によって管理されていない AWS Config リージョンのリソースは変更されません。

このプロセスには主に次の 5 つのステップがあります。

1. AWS Control Tower の許可リストにアカウントを追加します。
2. アカウントで新しい IAM ロールを作成します。
3. 既存の AWS Config リソースを変更します。
4. AWS リージョンに存在しない AWS Config リソースを作成します。
5. AWS Control Tower にアカウントを登録します。

先に進む前に、このプロセスに関する次の期待事項を考慮してください。

• AWS Control Tower は、このアカウントに AWS Config リソースを作成しません。
• 登録後、AWS Control Tower のコントロールは、新しい IAM ロールを含め、作成した AWS Config リ

ソースを自動的に保護します。
• 登録後に AWS Config リソースに変更が加えられた場合、アカウントを再登録する前に、これらのリ

ソースを AWS Control Tower の設定に合わせて更新する必要があります。
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ステップ 1: チケットを使用してカスタ

マーサポートに連絡し、アカウントを AWS 
Control Tower の許可リストに追加する

ステップ 1: チケットを使用してカスタマーサポート
に連絡し、アカウントを AWS Control Tower の許可
リストに追加する
チケットの件名には次の文章を使用してください。

既存の AWS Config リソースを持つアカウントを AWS Control Tower に登録する

チケットの本文に以下の詳細を記載してください。

• 管理アカウント番号
• 既存の AWS Config リソースを持つメンバーアカウントのアカウント番号
• AWS Control Tower のセットアップで選択したホームリージョン

ステップ 2: メンバーアカウントに新しい IAM ロール
を作成する
1. メンバーアカウントの AWS CloudFormation コンソールを開きます。
2. 次のテンプレートを使用して新しいスタックを作成します。

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config 
     
Resources: 
  CustomerCreatedConfigRecorderRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      RoleName: aws-controltower-ConfigRecorderRole-customer-created 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - config.amazonaws.com 
            Action: 
              - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      ManagedPolicyArns: 
        - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWS_ConfigRole 
        - arn:aws:iam::aws:policy/ReadOnlyAccess

3. スタックの名前を CustomerCreatedConfigRecorderRoleForControlTower とします。
4. スタックを作成します。

Note

作成する SCP は aws-controltower-ConfigRecorderRole* ロールを除外する必要があり
ます。AWS Config ルールによる評価の実行を制限する権限は変更しないでください。
Config の呼び出しから aws-controltower-ConfigRecorderRole* をブロックする SCP が
ある場合に AccessDeniedException を受信しないよう、次のガイドラインに従ってくださ
い。
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ステップ 3:既存のリソースがあ
る AWS リージョンを特定する 

ステップ 3:既存のリソースがある AWS リージョンを
特定する
(AWS Control Tower が管理する) アカウント内の管理対象リージョンごとに、前述の例のようなタイプの
既存 AWS Config リソースが少なくとも 1 つあるリージョンを特定し、メモします。

ステップ 4: AWS Config リソースがない AWS リー
ジョンを特定する
(AWS Control Tower が管理する) アカウント内の管理対象リージョンごとに、前述の例のようなタイプの 
AWS Config リソースがないリージョンを特定し、メモします。

ステップ 5: AWS リージョンごとの既存のリソースを
変更する
このステップでは、AWS Control Tower のセットアップに関する次の情報が必要です。

• LOGGING_ACCOUNT - ロギングアカウント ID
• AUDIT_ACCOUNT - 監査アカウント ID
• IAM_ROLE_ARN - ステップ 1 で作成された IAM ロールの ARN
• ORGANIZATION_ID - 管理アカウントの組織 ID
• MEMBER_ACCOUNT_NUMBER - 変更対象のメンバーアカウント
• HOME_REGION - AWS Control Tower のセットアップのホームリージョン

次のセクション 5a～5c の指示に従って、既存のリソースを変更します。

ステップ 5a。 AWS Config レコーダーリソース
AWS Config レコーダーは、AWS リージョンごとに 1 つだけ存在できます。それが存在する場合は、次の
ように設定を変更します。ホームリージョンでは項目 GLOBAL_RESOURCE_RECORDING を true に置き換
えます。AWS Config レコーダーが存在する他のリージョンでは、この項目を false に置き換えます。

• Name: 変更なし
• RoleARN: IAM_ROLE_ARN

• RecordingGroup:
• AllSupported: true
• IncludeGlobalResourceTypes: GLOBAL_RESOURCE_RECORDING
• ResourceTypes: 空欄

この変更は、次のコマンドを使用して AWS CLI から行えます。文字列 RECORDER_NAME を既存の AWS 
Config レコーダー名と置き換えます。

aws configservice put-configuration-recorder --configuration-recorder 
  name=RECORDER_NAME,roleARN=arn:aws:iam::MEMBER_ACCOUNT_NUMBER:role/
aws-controltower-ConfigRecorderRole-customer-created --recording-group 
 allSupported=true,includeGlobalResourceTypes=GLOBAL_RESOURCE_RECORDING --
region CURRENT_REGION
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ステップ 5b。AWS Config 配信チャネルリソースの変更 

ステップ 5b。AWS Config 配信チャネルリソースの変
更
AWS Config 配信チャネルは、リージョンごとに 1 つだけ存在できます。2 つ以上存在する場合は、次の
ように設定を変更します。

• Name: 変更なし
• ConfigSnapshotDeliveryProperties: TwentyFour_Hours
• S3BucketName: AWS Control Tower のログアカウントからのロギングバケット名

aws-controltower-logs-LOGGING_ACCOUNT-HOME_REGION
• S3KeyPrefix: ORGANIZATION_ID
• SnsTopicARN: 次の形式の、監査アカウントからの SNS トピック ARN。

arn:aws:sns:CURRENT_REGION:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltower-
AllConfigNotifications

この変更は、次のコマンドを使用して AWS CLI から行えます。文字列 DELIVERY_CHANNEL_NAME を既
存の AWS Config レコーダー名と置き換えます。

aws configservice put-delivery-channel --delivery-channel 
 name=DELIVERY_CHANNEL_NAME, s3BucketName=aws-controltower-
logs-LOGGING_ACCOUNT_ID-HOME_REGION, s3KeyPrefix="ORGANIZATION_ID", 
 configSnapshotDeliveryProperties={deliveryFrequency=TwentyFour_Hours}, 
 snsTopicARN=arn:aws:sns:CURRENT_REGION:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltower-
AllConfigNotifications --region CURRENT_REGION
            

ステップ 5c。AWS Config 集約認証リソースの変更
リージョンごとに複数の集約認証が存在できます。AWS Control Tower には、監査アカウントを認証済み
アカウントとして指定し、AWS Control Tower のホームリージョンを認可リージョンとして指定する集約
認証が必要です。存在しない場合、次の設定を使用して新しく作成します。

• AuthorizedAccountId: 監査アカウント ID
• AuthorizedAwsRegion: AWS Control Tower セットアップのホームリージョン

この変更は、次のコマンドを使用して AWS CLI から行えます。

aws configservice put-aggregation-authorization --authorized-account-id
AUDIT_ACCOUNT_ID --authorized-aws-region HOME_REGION --region CURRENT_REGION

ステップ 6: AWS Control Tower が管理するリージョ
ンで、リソースが存在しない場所にリソースを作成す
る
AWS CloudFormation テンプレートを改訂し、次の例に示すように、ホームリージョンで
IncludeGlobalResourcesTypes パラメータの値を GLOBAL_RESOURCE_RECORDING にします。また、この
セクションで指定している、テンプレートの必須フィールドを更新します。
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ステップ 7: OU を AWS Control Tower に登録する

ホームリージョンでは項目 GLOBAL_RESOURCE_RECORDING を true に置き換えます。AWS Config レコー
ダーが存在する他のリージョンでは、この項目を false に置き換えます。

1. 管理アカウントの AWS CloudFormation コンソールに移動します。
2. CustomerCreatedConfigResourcesForControlTower という名前の新しい StackSet を作成します。
3. 次のテンプレートをコピーして更新します。

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure AWS Config
Resources: 
  CustomerCreatedConfigRecorder: 
    Type: AWS::Config::ConfigurationRecorder 
    Properties: 
      Name: aws-controltower-BaselineConfigRecorder-customer-created 
      RoleARN: !Sub arn:aws:iam::${AWS::AccountId}:role/aws-controltower-
ConfigRecorderRole-customer-created 
      RecordingGroup: 
        AllSupported: true 
        IncludeGlobalResourceTypes: GLOBAL_RESOURCE_RECORDING
        ResourceTypes: [] 
  CustomerCreatedConfigDeliveryChannel: 
    Type: AWS::Config::DeliveryChannel 
    Properties: 
      Name: aws-controltower-BaselineConfigDeliveryChannel-customer-created 
      ConfigSnapshotDeliveryProperties: 
        DeliveryFrequency: TwentyFour_Hours 
      S3BucketName: aws-controltower-logs-LOGGING_ACCOUNT-HOME_REGION
      S3KeyPrefix: ORGANIZATION_ID
      SnsTopicARN: !Sub arn:aws:sns:${AWS::Region}:AUDIT_ACCOUNT:aws-controltower-
AllConfigNotifications 
  CustomerCreatedAggregationAuthorization: 
    Type: "AWS::Config::AggregationAuthorization" 
    Properties: 
      AuthorizedAccountId: AUDIT_ACCOUNT
      AuthorizedAwsRegion: HOME_REGION

必須フィールドを使用してテンプレートを更新します。

a. [S3BucketName] フィールドで、LOGGING_ACCOUNT_ID と HOME_REGION を置き換えます。
b. [S3KeyPrefix] フィールドで、ORGANIZATION_ID を置き換えます。
c. [SnsTopicARN] フィールドで、AUDIT_ACCOUNT を置き換えます。
d. [AuthorizedAccountId] フィールドで、AUDIT_ACCOUNT を置き換えます。
e. [AuthorizedAwsRegion] フィールドで、HOME_REGION を置き換えます。

4. AWS CloudFormation コンソールでのデプロイ中に、メンバーアカウント番号を追加します。
5. ステップ 4 で特定した AWS リージョンを追加します。
6. スタックセットをデプロイします。

ステップ 7: OU を AWS Control Tower に登録する
AWS Control Tower のダッシュボードで OU を登録します。

Note

アカウントの登録ワークフローは、このタスクでは成功しません。[Register OU] (OU の登録) ま
たは [Re-register OU] (OU の再登録) を選択する必要があります。
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Account Factory

Account Factory でのアカウントのプロビジョニン
グと管理

この章では、Account Factory を使用して AWS Control Tower ランディングゾーンに新しいメンバーアカ
ウントをプロビジョニングするための概要と手順について説明します。

アカウントの設定とプロビジョニングのためのアクセ
ス許可
AWS Control Tower Account Factory を使用すると、クラウド管理者と AWS IAM Identity Center 
(successor to AWS Single Sign-On) のユーザーは、ランディングゾーン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、IAM Identity Center ユーザーは AWSAccountFactory グループまたは管理グ
ループに属している必要があります。

Note

組織全体で許可を持つアカウントを使用する場合と同様に、管理アカウントから作業するときは
注意が必要です。

AWS Control Tower 管理アカウントには AWSControlTowerExecution ロールとの信頼関係がありま
す。これにより、一部の自動アカウント設定も含めて、管理アカウントからのアカウント設定が可能にな
ります。AWSControlTowerExecution ロールの詳細については、「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 (p. 92)」を参照してください。

Note

既存の AWS アカウントを AWS Control Tower に登録するには、そのアカウントで
AWSControlTowerExecution ロールが有効になっている必要があります。既存のアカウントを
登録する方法の詳細については、「既存の AWS アカウントの登録 (p. 128)」を参照してくださ
い。

AWS Service Catalog Account Factory でのアカウン
トのプロビジョニング
次の手順では、AWS Service Catalog を使用して、アカウントを IAM Identity Center のユーザーとして作
成およびプロビジョニングする方法について説明します。この手順は、アドバンストアカウントプロビ
ジョニングまたはマニュアルアカウントプロビジョニングとも呼ばれます。オプションで、AWS CLI また
は AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) を使用して、プログラムでアカウントをプロ
ビジョニングできる場合があります。以前にカスタムブループリントを設定したことがある場合は、カス
タマイズされたアカウントをコンソールでプロビジョニングできる場合があります。カスタマイズの詳細
については、「Account Factory Customization (AFC) を使用したアカウントのカスタマイズ (p. 150)」を
参照してください。

Account Factory で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 からサインインします。
2. [Your applications] (お申込み内容) から、[AWS Account] ( アカウント) を選択します。
3. アカウントのリストで、管理アカウントのアカウント ID を選択します。この ID に

は、[(Management)] ((管理)) などのラベルが付いている場合もあります。
4. [AWSServiceCatalogEndUserAccess] から [Management console] (マネジメントコンソール) 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 Management Console が開きます。
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アカウントに関する考慮事項

5. アカウントのプロビジョニングに正しい AWS リージョン (AWS Control Tower リージョン) を選択し
ていることを確認します。

6. [Service Catalog] を検索して選択し、Service Catalog コンソールを開きます。
7. ナビゲーションペインで、[Products] (製品) を選択します。
8. [AWS Control Tower Account Factory] を選択してから、[Launch product] (製品の起動) ボタンを選択

します。この選択により、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されます。
9. 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 IAM Identify Center 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 メールアドレスでなければな
りません。[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。

10. [TagOptions] を定義しないでください。また、[Notifications] (通知) 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。完了した
ら、[Launch product] (製品の起動) を選択します。

11. アカウント設定を確認し、[Launch] (起動) を選択します。アカウントのプロビジョニングに失敗する
ため、リソースプランを作成しないでください。

12. これで、アカウントのプロビジョニングが開始されます。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。

Note

一度にプロビジョニングできるアカウントは最大 5 個です。

Account Factory アカウントの管理に関する考慮事項
Account Factory を使用して作成およびプロビジョニングしたアカウントは、更新、管理解除、および閉
鎖できます。転用したいアカウントのユーザーパラメータを更新することで、アカウントを再利用できま
す。アカウントの組織単位 (OU) を変更することもできます。

Note

Account Factory によって発行されたアカウントに関連付けられたプロビジョニング済み製品を更
新するときに、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の新しいユーザーの 
E メールアドレスを指定すると、AWS Control Tower によって IAM Identity Center に新しいユー
ザーが作成されます。以前に作成したアカウントは削除されません。IAM Identity Center から以
前の IAM Identity Center ユーザーの E メールアドレスを削除する方法については、「Disabling a 
User」(ユーザーを無効にする) を参照してください。

AWS Control Tower または AWS Service Catalog で 
Account Factory アカウントを更新して移動する
登録したアカウントを更新する最も簡単な方法は、AWS Control Tower コンソールから行うことです。
個々のアカウントの更新は、移動されたメンバーアカウント (p. 195) のようなドリフトを解決するのに
役立ちます。ランディングゾーンの完全な更新の一部として、アカウントの更新も必要です。

ある組織単位 (OU) から別の OU にアカウントを移動する場合、新しい OU によって適用されるコント
ロールが以前の OU のコントロールとは異なる場合があることに注意してください。新しい OU のコント
ロールがアカウントのポリシー要件を満たしている必要があります。

アカウントが OU 間を移動するときのコントロールの動作
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アカウントを OU 間で移動するとき、宛先 OU のコントロールがアカウントに適用されます。ただし、以
前の OU のアカウントに適用されていたコントロールは削除されません。コントロールの正確な動作は、
以前の OU と宛先 OU でアクティブなコントロールの実装に固有です。

• AWS Config ルールを使用して実装されたコントロールの場合: 以前の OU のコントロールは削除されま
せん。このようなコントロールは手動で削除する必要があります。

• SCP ルールを使用して実装されたコントロールの場合: 以前の OU のコントロールは削除されません。
このようなコントロールは手動で削除する必要があります。

• AWS CloudFormation フックを使用して実装されたコントロールの場合: この動作は、新しい OU のコン
トロールのステータスによって異なります。
• 宛先 OU でフックベースのコントロールが有効になっていない場合: 古いコントロールは、手動で削除

しない限り、移動したアカウントに対して有効なままとなります。
• 宛先 OU でフックのコントロールが有効になっている場合: 古いコントロールは削除され、宛先 OU 

のコントロールがアカウントに適用されます。

コンソールでアカウントを更新する
AWS Control Tower コンソールでアカウントを更新するには

1. AWS Control Tower の [Organization] (組織) ページに移動します。
2. OU のリストで、更新するアカウントの名前を選択します。更新可能なアカウントには、[Update 

available] (更新可能) のステータスが表示されます。
3. 次に、選択したアカウントのページの [Account details] (アカウントの詳細) が表示されます。
4. 右上の [Update account] (アカウントの更新) を選択します。

プロビジョニング済み製品の更新
次の手順では、Service Catalog を使用して、アカウントのプロビジョニング済み製品を更新することによ
り、Account Factory のアカウントを更新したり、新しい OU に移動したりする方法を示します。

Account Factory アカウントを更新したり、Service Catalog からその OU を変更したりするには

1. AWS マネジメントコンソールにサインインして AWS Service Catalog コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/servicecatalog/) を開きます。

Note

Service Catalog で新しい製品をプロビジョニングする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 (例えば、AWSAccountFactory グループまたは
AWSServiceCatalogAdmins グループの IAM Identity Center ユーザー)。

2. ナビゲーションペインで [Provisioning] (プロビジョニング) を選択し、次に [Provisioned products] (プ
ロビジョニング済み製品) を選択します。

3. 一覧表示されているメンバーアカウントごとに以下のステップを実行して、すべてのメンバーアカウ
ントを更新します。

a. メンバーアカウントを選択します。そのアカウントの [Provisioned product details] (プロビジョニ
ングされた製品の詳細) ページが表示されます。

b. [Provisioned product details] (プロビジョニングされた製品の詳細) ページで、[Events] (イベント) 
タブを選択します。

c. 以下のパラメータを書き留めます。

• [SSOUserEmail] (プロビジョニングされた製品の詳細で利用可能)
• [AccountEmail] (プロビジョニングされた製品の詳細で利用可能)
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• SSOUserFirstName(IAM Identity Center で利用可能)
• SSOUSerLastName(IAM Identity Center で利用可能)
• AccountName(IAM Identity Center で利用可能)

d. [Actions] (アクション) で、[Update] (更新) を選択します。
e. 更新する製品の [Version] (バージョン) の横にあるボタンを選択して、[Next] (次へ) を選択しま

す。
f. 前に説明したパラメータ値を入力します。

• 既存の OU を保持する場合は、[ManagedOrganizationalUnit] で、アカウントが既に存在してい
る OU を選択します。

• アカウントを新しい OU に移行する場合は、[ManagedOrganizationalUnit] で、そのアカウント
の新しい OU を選択します。

中央のクラウド管理者は、この情報を AWS Control Tower コンソールの [Organization] (組織) 
ページで見つけることができます。

g. [Next] (次へ) をクリックします。
h. 変更内容を確認し、[Update] (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。

登録済みアカウントの E メールアドレスの変更
AWS Control Tower で登録されたメンバーアカウントの E メールアドレスを変更するには、このセクショ
ンの手順に従います。

Note

以下の手順では、管理アカウント、ログアーカイブアカウント、または監査アカウントの E メー
ルアドレスを変更することはできません。詳細については、「How do I change the email address 
associated with my AWSaccount?」 (AWS アカウントに関連付けられている E メールアドレスの
変更方法を教えてください) を参照するか、AWS サポートに問い合わせてください。

AWS Control Tower によって作成されたアカウントの E メールアドレスを変更するには

1. アカウントのルートユーザーパスワードを回復します。「AWS パスワードを紛失した場合または忘れ
た場合の復旧方法を教えてください。」のステップに従ってください。

2. ルートユーザーパスワードでアカウントにサインインします。
3. E メールアドレスを他の AWS アカウントと同じように変更し、AWS Organizations に変更が反映さ

れるのを待ちます。E メールアドレスの変更による更新が完了するまで、遅延が発生する可能性があ
ります。

4. アカウントに以前にあった E メールアドレスを使用して、Service Catalog でプロビジョニング済み
製品を更新します。プロビジョニング済み製品を更新するプロセスには、新しい E メールアドレスの
プロビジョニング済み製品への関連付けが含まれます。これにより、E メールアドレスの変更が AWS 
Control Tower で有効になります。今後プロビジョニングされる製品の更新には、新しい E メールア
ドレスを使用します。

AWS Organizations で作成したメンバーアカウントのパスワードまたは E メールアドレスを変更するに
は、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「ルートユーザーとしてのメンバーアカウントへのアクセ
ス」を参照してください。

登録済みアカウントの名前を変更する
このセクションの手順に従って、登録された AWS Control Tower アカウントの名前を変更します。
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AWS Control Tower によって作成されたアカウントの名前を変更するには

1. アカウントの root パスワードを回復します。手順については、「AWS パスワードを紛失した場合ま
たは忘れた場合の復旧方法を教えてください。」を参照してください。

2. root パスワードでアカウントにサインインします。
3. AWS Billing Management Console の [Account settings] (アカウント設定) に移動します。
4. その他の AWS アカウントの場合と同様に、[Account settings] (アカウント設定) で名前を変更しま

す。
5. AWS Control Tower が自動的に更新され、名前の変更が反映されます。この更新は、Service Catalog 

のプロビジョニング済み製品には反映されません。

Amazon Virtual Private Cloud の設定を使用して 
Account Factory を構成する
Account Factory により、組織内のアカウントに対して、事前承認済みのベースラインと設定オプションを
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 ページに、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。

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。

Account Factory で Amazon VPC 設定を構成するには

1. 中央のクラウド管理者として、管理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。

2. 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。

3. 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、該当する設定を
フィールドに入力します。

• [disabled] (無効) または [enabled] (有効) を選択して、Amazon VPC にパブリックサブネットを作成しま
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。

Note

新しいアカウントをプロビジョニングするときにパブリックサブネットが有効になるように 
Account Factory の VPC 設定を定義すると、Account Factory によって Amazon VPC が設定さ
れて、NAT ゲートウェイが作成されます。料金は Amazon VPC による使用量に対して請求さ
れます。詳細については、「Amazon VPC の料金」を参照してください。

• 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、アベイラビリティーゾーンごとに 
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

146

http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/recover-aws-password/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/recover-aws-password/
https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html
http://aws.amazon.com/vpc/pricing/


AWS Control Tower ユーザーガイド
アカウントの管理を解除する

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] (保存) を選択します。

これらの設定オプションを設定して、VPC を含まない新しいアカウントを作成できます。詳しくは
「チュートリアル」を参照してください。

アカウントの管理を解除する
Account Factory にアカウントを作成した場合、または AWS アカウントに登録し、ランディングゾーンで 
AWS Control Tower による管理を希望しない場合は、AWS Control Tower コンソールからアカウントの管
理を解除できます。

AWS Control Tower アカウントの管理を解除すると、AWS Control Tower によってプロビジョニングさ
れたブループリントを含むすべてのリソースが削除されます。アカウントは AWS Control Tower OU か
らルートエリアに移動されます。アカウントは登録済み OU の一部ではなくなり、AWS Control Tower の 
SCP の対象ではなくなります。アカウントは、AWS Organizations から解約できます。

アカウントの管理は、Service Catalog コンソールで AWSAccountFactory グループの IAM Identity 
Center ユーザーがプロビジョニングされた製品を終了しても解除できます。IAM Identity Center ユーザー
またはグループの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) による
ユーザーとアクセスの管理」を参照してください。Service Catalog で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。

登録済みアカウントの管理解除方法

1. ウェブブラウザで 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。

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. [Provisioned product details] (プロビジョニングされた製品の詳細) ページの [Actions] (アクション) メ
ニューから、[Terminate] (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] (終了) を選択します。

Important

terminate (終了) という単語は Service Catalog に固有のものです。Service Catalog Account 
Factory で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 およびランディングゾーンからアカウントが削除されます。

6. アカウントが管理対象外になると、ステータスが [Not Enrolled] (未登録) に変わります。
7. このアカウントが不要になった場合は、解約します。AWS アカウント解約の詳細については、

「AWS Billing ユーザーガイド」の「アカウントの解約」を参照してください。

カスタマイズされたアカウントの管理を解除すると、ブループリントによってデプロイされたリソース
と、AWS Control Tower がアカウント内で作成したその他のリソースが AWS Control Tower によって削除
されます。アカウントの管理の解除後、AWS Organizations からアカウントを解約できます。
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Note

管理対象外のアカウントは解約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 IAM Identity Center 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 IAM Identity Center 
ユーザー E メールアドレスを変更して、IAM Identity Center のこの設定を変更する必要がありま
す。詳細については、「AWS Control Tower または AWS Service Catalog で Account Factory ア
カウントを更新して移動する (p. 143)」を参照してください。

動画チュートリアル
この動画 (3 分 25 秒) では、AWS Control Tower からのアカウントの削除、アカウントへのルートアク
セスの取得、最後に AWS アカウントの解約を行う方法を示します。アカウントを解約するには、AWS 
Organizations API を使用することもできます。動画の右下にあるアイコンを選択すると、全画面表示にで
きます。字幕を利用できます。

AWS Control Tower でのアカウントの解約方法に関する動画チュートリアル。

AWS Control Tower の一般的なタスクを説明する AWS YouTube 動画のリストを表示できます。

Account Factory で作成されたアカウントを解約する
Account Factory で作成されたアカウントは AWS アカウントです。AWS アカウントの解約の詳細につい
ては、「AWS Billing ユーザーガイド」の「アカウントの解約」を参照してください。

Note

AWS アカウントの解約は、AWS Control Tower からアカウントの管理を解除することと同じでは
ありません。これらは別々のアクションです。アカウントを解約する前に、アカウントの管理を
解除する必要があります。

AWS Control Tower のメンバーアカウントを AWS Organizations 
から解約する
AWS Control Tower のメンバーアカウントは、AWS Organizations を使用して組織の管理アカウントから
解約できます。ルート認証情報を使用して各メンバーアカウントに個別にサインインする必要はあありま
せん。ただし、この方法で管理アカウントを解約することはできません。

AWS Organizations の CloseAccount API を呼び出すか、AWS Organizations コンソールでアカウントを解
約すると、メンバーアカウントは、他のすべての AWS アカウント アカウントと同じように、90 日間分離
されます。アカウントのステータスは、AWS Control Tower と AWS Organizations で [Suspended] (停止) 
となります。この 90 日間にアカウントを操作しようとすると、AWS Control Tower からエラーメッセー
ジが表示されます。

90 日間の有効期限が切れる前に、他のすべての AWS アカウントと同じように、メンバーアカウントを復
元できます。90 日が過ぎると、アカウントのレコードは削除されます。

ベストプラクティスとして、メンバーアカウントを解約する前に、アカウントを管理解除することをお勧
めします。メンバーアカウントを最初に管理解除せずに解約すると、AWS Control Tower でアカウントの
ステータスは [Suspended] (停止) とともに [Enrolled] (登録済み) と表示されます。その結果、この 90 日
の期間中にアカウントの OU を再登録しようとすると、AWS Control Tower からエラーメッセージが表示
されます。停止中のアカウントは、基本的に、事前チェックに失敗した再登録アクションをブロックしま
す。OU からアカウントを削除すると、OU を再登録することはできますが、AWS からアカウントの支払
い方法が見つからないというエラーが表示される場合があります。この制約を回避するには、別の OU を
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作成し、この OU にアカウントを移動してから再登録を試みます。この OU の名前は、Suspended OU と
することをお勧めします。

Note

アカウントを管理解除せずに解約した場合は、90 日間の期限後に、AWS Service Catalog でアカ
ウントのプロビジョニングされた製品を削除する必要があります。

詳細については、CloseAccount API に関する AWS Organizations のドキュメントを参照してください。

Account Factory のリソースに関する考慮事項
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 のサービス リソースタイプ リソース名

AWS CloudFormation スタック StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDTRAIL-*

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-*

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CONFIG-*

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-ROLES-*

StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-SERVICE-ROLES-*

AWS CloudTrail 追跡 aws-controltower-
BaselineCloudTrail

Amazon CloudWatch CloudWatch イベントルール aws-controltower-
ConfigComplianceChangeEventRule

Amazon CloudWatch CloudWatch Logs aws-controltower/CloudTrailLogs

/aws/lambda/aws-controltower-
NotificationForwarder

AWS Identity and Access 
Management

ロール aws-controltower-
AdministratorExecutionRole

aws-controltower-
CloudWatchLogsRole

aws-controltower-
ConfigRecorderRole

aws-controltower-
ForwardSnsNotificationRole

aws-controltower-
ReadOnlyExecutionRole

AWSControlTowerExecution
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AWS のサービス リソースタイプ リソース名

AWS Identity and Access 
Management

ポリシー AWSControlTowerServiceRolePolicy

Amazon Simple Notification 
Service

トピック aws-controltower-
SecurityNotifications

AWS Lambda アプリケーション StackSet-AWSControlTowerBP-
BASELINE-CLOUDWATCH-*

AWS Lambda 関数 aws-controltower-
NotificationForwarder

Account Factory Customization (AFC) を使用したア
カウントのカスタマイズ

AWS Control Tower では、AWS Control Tower コンソールからリソースをプロビジョニングする際、新
規および既存の AWS アカウントをカスタマイズできます。AWS Control Tower では、Account Factory 
Customization を設定すると、今後のプロビジョニングに備えてこのプロセスが自動化されるため、パイ
プラインを維持する必要がなくなります。カスタマイズされたアカウントは、リソースがプロビジョニン
グされるとすぐに使用できます。

カスタマイズされたアカウントは、AWS CloudFormation テンプレートを使用して Account Factory で
プロビジョニングされます。カスタマイズされたアカウントのブループリントとして機能する AWS 
CloudFormation テンプレートは、ユーザーが定義します。ブループリントでは、アカウントのプロビジョ
ニング時に必要な特定のリソースと設定が記述されています。また、AWS パートナーによって構築および
管理される事前定義済みのブループリントも使用できます。パートナーが管理するブループリントの詳細
については、「Service Catalog 入門ライブラリ」を参照してください。

Note

AWS Control Tower にはプロアクティブコントロールが含まれており、AWS Control Tower で 
AWS CloudFormation リソースを監視します。オプションで、これらのコントロールをランディ
ングゾーンでアクティブ化できます。プロアクティブコントロールを適用すると、アカウントに
デプロイするリソースが組織のポリシーと手順に準拠しているかどうかがチェックされます。プ
ロアクティブコントロールの詳細については、「プロアクティブコントロール (p. 246)」を参照
してください。

アカウントのブループリントは、ここではハブアカウントと呼ばれる AWS アカウントに保存されます。
ブループリントは Service Catalog 製品の形式で保存されます。他の Service Catalog 製品と区別する
ために、この製品をブループリントと呼びます。Service Catalog 製品の作成方法の詳細については、
「Service Catalog 管理者ガイド」の「製品の作成」を参照してください。

AWS Control Tower コンソールのアカウント更新ステップに従って、カスタマイズされたブループリン
トを既存のアカウントに適用することもできます。詳細については、「コンソールでアカウントを更新す
る (p. 144)」を参照してください。

開始する前に

カスタマイズされたアカウントの作成を AWS Control Tower の Account Factory を使用して開始
する前に、AWS Control Tower のランディングゾーン環境をデプロイし、新しく作成したアカウ
ントを配置する組織単位 (OU) を AWS Control Tower に登録しておく必要があります。

AFC との連携の詳細については、「Automate account customization using Account Factory Customization 
in AWS Control Tower」(AWS Control Tower の Account Factory Customization を使ったアカウントのカ
スタマイズの自動化) を参照してください。
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カスタマイズの準備

• ハブアカウントとして機能する新しいアカウントを作成することも、既存の AWS アカウントを使用す
ることもできます。AWS Control Tower 管理アカウントをブループリントハブアカウントとしては使用
しないことを強くお勧めします。

• AWS アカウントを AWS Control Tower に登録してカスタマイズする予定の場合
は、AWS Control Tower に登録する他のアカウントと同様に、まずそれらのアカウントに
AWSControlTowerExecution ロールを追加する必要があります。

• マーケットプレイスサブスクリプション要件を持つパートナーのブループリントを使用する予定の場合
は、これらのブループリントを AWS Control Tower 管理アカウントから設定した後に Account Factory 
Customization ブループリントとしてデプロイする必要があります。

トピック
• カスタマイズのための設定 (p. 151)
• ブループリントからカスタマイズされたアカウントを作成する (p. 155)
• アカウントを登録およびカスタマイズする (p. 156)
• ブループリントを AWS Control Tower アカウントに追加する (p. 156)
• ブループリントを更新する (p. 156)
• アカウントからブループリントを削除する (p. 157)
• パートナーのブループリント (p. 157)
• Account Factory Customizations (AFC) に関する考慮事項 (p. 157)
• ブループリントエラーが発生した場合 (p. 158)
• AFC ブループリント用のポリシードキュメントのカスタマイズ (p. 159)

カスタマイズのための設定
次のセクションでは、カスタマイズプロセスのために Account Factory を設定する手順について説明しま
す。これらの手順を開始する前に、ハブアカウントを委任管理者として設定することをお勧めします。

概要

• ステップ 1。必要なロールを作成します。Service Catalog 製品 (ブループリントとも呼ばれます) が保存
される (ハブ) アカウントにアクセスする許可を AWS Control Tower に付与する IAM ロールを作成しま
す。

• ステップ 2。 Service Catalog 製品を作成します。カスタムアカウントのベースライン化に必要な 
Service Catalog 製品 (「ブループリント製品」とも呼ばれます) を作成します。

• ステップ 3。カスタムブループリントを確認します。作成した Service Catalog 製品 (ブループリント) 
を確認します。

• ステップ 4。 ブループリントを呼び出して、カスタマイズされたアカウントを作成します。アカウン
トの作成時、ブループリント製品の情報とロール情報を AWS Control Tower コンソールの Account 
Factory の適切なフィールドに入力します。

ステップ 1。必要なロールを作成する
アカウントのカスタマイズを開始する前に、AWS Control Tower とハブアカウント間の信頼関係を含んで
いるロールを設定する必要があります。このロールが継承されると、ハブアカウントを管理するためのア
クセス権を AWS Control Tower に付与できます。ロールの名前は AWSControlTowerBlueprintAccess にす
る必要があります。
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AWS Control Tower ではこのロールを継承することで、Service Catalog に代わってポートフォリオリソー
スを作成して、ブループリントを Service Catalog 製品としてこのポートフォリオに追加し、アカウントの
プロビジョニング中にこのポートフォリオとブループリントをメンバーアカウントと共有できます。

以下のセクションの説明に従って、AWSControlTowerBlueprintAccess ロールを作成します。

IAM コンソールに移動して、必要なロールを設定します。

登録されている AWS Control Tower アカウントでロールを設定するには

1. AWS Control Tower 管理アカウントにプリンシパルとしてフェデレートまたはサインインします。
2. 管理アカウントのフェデレーションプリンシパルから、ブループリントハブアカウントとして機能する

ように選択した登録済みの AWS Control Tower アカウントの AWSControlTowerExecution ロールを
継承するか、ロールを切り替えます。

3. 登録した AWS Control Tower アカウントの AWSControlTowerExecution ロールから、適切な権限と
信頼関係を持つ AWSControlTowerBlueprintAccess ロールを作成します。

Note

AWS のベストプラクティスのガイダンスに従うには、AWSControlTowerBlueprintAccess
ロールを作成した直後に AWSControlTowerExecution ロールからサインアウトすることが重
要です。
AWSControlTowerExecution ロールは、リソースの意図しない変更を防ぐために、AWS 
Control Tower でのみ使用することを目的としています。

ブループリントハブアカウントが AWS Control Tower に登録されていない場
合は、AWSControlTowerExecution ロールがアカウントに存在しないた
め、AWSControlTowerBlueprintAccess ロールのセットアップを続行する前にロールを継承する必要
はありません。

未登録のメンバーアカウントでロールを設定するには

1. 推奨されている方法で、ハブアカウントとして指定したいアカウントにプリンシパルとしてフェデレー
トまたはサインインします。

2. アカウントにプリンシパルとしてログインしたら、適切な権限と信頼関係を持つ
AWSControlTowerBlueprintAccess ロールを作成します。

AWSControlTowerBlueprintAccess ロールは、次の 2 つのプリンシパルに信頼を付与するように設定する
必要があります。

• AWS Control Tower 管理アカウントで AWS Control Tower を実行するプリンシパル (ユーザー)。
• AWS Control Tower 管理アカウントの AWSControlTowerAdmin という名前のロール。

次に信頼ポリシーの例を示します。これは、ロールに含める必要があるポリシーと似ています。このポリ
シーは、最小特権アクセスの付与のベストプラクティスを示しています。独自のポリシーを作成する場合
は、YourManagementAccountId を AWS Control Tower 管理アカウントの実際のアカウント ID で置き
換え、YourControlTowerUserRole を管理アカウントの IAM ロールの識別子で置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
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                "arn:aws:iam::YourManagementAccountId:role/service-role/
AWSControlTowerAdmin",  
                "arn:aws:iam::YourManagementAccountId:role/YourControlTowerUserRole" 
                ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

必要なアクセス許可ポリシー

AWS Control Tower では、AWSServiceCatalogAdminFullAccess という名前の管理ポリシーを
AWSControlTowerBlueprintAccess ロールにアタッチする必要があります。このポリシーによって、
ポートフォリオと Service Catalog 製品リソースの AWS Control Tower による管理を許可する際に Service 
Catalog が必要とするアクセス許可が提供されます。このポリシーは、IAM コンソールでロールを作成す
るときにアタッチできます。

ステップ 2。Service Catalog 製品の作成
Service Catalog 製品を作成するには、「Service Catalog 管理者ガイド」の「製品の作成」のステップに
従ってください。Service Catalog 製品を作成するとき、アカウントブループリントをテンプレートとして
追加します。

ブループリントを作成する手順の概要

• アカウントのブループリントとなる AWS CloudFormation テンプレートを作成またはダウンロードしま
す。いくつかのテンプレートの例については、このセクションの後半に示します。

• Account Factory ブループリントを保存する AWS アカウント (ハブアカウントと呼ばれることもありま
す) にログインします。

• Service Catalog コンソールに移動します。次に、[Product list] (製品リスト) を選択し、[Upload new 
product] (新しい製品をアップロード) を選択します。

• [Product details] (製品詳細) ペインに、名前や説明など、ブループリント製品の詳細を入力します。
• [Use a template file] (テンプレートファイルの使用)、[Choose file] (ファイルの選択) の順に選択します。

ブループリントとして使用するために作成またはダウンロードした AWS CloudFormation テンプレート
を選択または貼り付けます。

• コンソールページの下部にある [Create product] (製品を作成する) を選択します。

AWS CloudFormation テンプレートは Service Catalog リファレンスアーキテクチャリポジトリからダウン
ロードできます。そのリポジトリの例は、リソースのバックアッププランを設定するのに役立ちます。

以下は、Best Pets という架空の会社向けのテンプレートの例です。これは、ペットのデータベースへの接
続を設定するのに役立ちます。

Resources: 
  ConnectionStringGeneratorLambdaRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: 
                - lambda.amazonaws.com 
            Action: 
              - "sts:AssumeRole" 
  ConnectionStringGeneratorLambda: 
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    Type: AWS::Lambda::Function 
    Properties: 
      FunctionName: !Join ['-', ['ConnectionStringGenerator', !Select [4, !Split ['-', !
Select [2, !Split ['/', !Ref AWS::StackId]]]]]] 
      Description: Retrieves the connection string for this account to access the Pet 
 Database 
      Role: !GetAtt ConnectionStringGeneratorLambdaRole.Arn 
      Runtime: nodejs16.x 
      Handler: index.handler 
      Timeout: 5 
      Code: 
        ZipFile: > 
          const response = require("cfn-response"); 
          exports.handler = function (event, context) { 
            const awsAccountId = context.invokedFunctionArn.split(":")[4] 
            const connectionString= "fake connection string that's specific to account " + 
 awsAccountId; 
            const responseData = { 
              Value: connectionString, 
            } 
            response.send(event, context, response.SUCCESS, responseData); 
            return connectionString; 
          }; 

  ConnectionString: 
    Type: Custom::ConnectionStringGenerator 
    Properties: 
      ServiceToken: !GetAtt ConnectionStringGeneratorLambda.Arn 

  PetDatabaseConnectionString: 
    DependsOn: ConnectionString 
    # For example purposes we're using SSM parameter store. 
    # In your template, use secure alternatives to store 
    # sensitive values such as connection strings. 
    Type: AWS::SSM::Parameter 
    Properties:  
      Name: pet-database-connection-string 
      Description: Connection information for the BestPets pet database 
      Type: String 
      Value: !GetAtt ConnectionString.Value

ステップ 3。カスタムブループリントを確認する
ブループリントは、Service Catalog コンソールで確認できます。詳細については、「Service Catalog 管
理者ガイド」の「製品の管理」を参照してください。

ステップ 4。ブループリントを呼び出して、カスタマイズされた
アカウントを作成する
AWS Control Tower コンソールの[Create account] (アカウントの作成) ワークフローに従うと、オプショ
ンのセクションが表示され、アカウントのカスタマイズに使用できるブループリントに関する情報を入力
できます。

Note

カスタマイズするハブアカウントを設定し、ブループリント (Service Catalog 製品) を少なくとも 
1 つ追加してから、その情報を AWS Control Tower コンソールに入力して、カスタマイズされた
アカウントのプロビジョニングを開始する必要があります。

AWS Control Tower コンソールで、カスタマイズされたアカウントを作成または更新します。

1. ブループリントを含んでいるアカウントのアカウント ID を入力します。
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2. そのアカウントから、既存の Service Catalog 製品 (つまり、既存のブループリント) を選択します。
3. 複数のバージョンのブループリント (Service Catalog 製品) がある場合は、適切なバージョンを選択し

ます。
4. (オプション) プロセスのこの時点で、ブループリントプロビジョニングポリシーを追加または変

更できます。ブループリントプロビジョニングポリシーは、JSON で記述され、IAM ロールにア
タッチされている場合、ブループリントテンプレートで指定されたリソースをプロビジョニン
グします。AWS Control Tower は、Service Catalog が AWS CloudFormation スタックセットを
使用してリソースをデプロイできるように、メンバーアカウントにこのロールを作成します。
ロールの名前は AWSControlTower-BlueprintExecution-bp-xxxx です。デフォルトで
は、AdministratorAccess ポリシーがここに適用されます。

5. このブループリントに基づいてアカウントをデプロイする AWS リージョンを 1 つまたは複数選択し
ます。

6. ブループリントにパラメータが含まれている場合は、パラメータの値を AWS Control Tower ワーク
フローの追加フィールドに入力できます。追加する値には、GitHub リポジトリ名、GitHub ブラン
チ、Amazon ECS クラスター名、およびリポジトリ所有者の GitHub ID が含まれる場合があります。

7. ハブアカウントまたはブループリントの準備がまだ整っていない場合は、アカウントの更新プロセス
に従って後からアカウントをカスタマイズできます。

詳細については、「ブループリントからカスタマイズされたアカウントを作成する (p. 155)」を参照して
ください。

ブループリントからカスタマイズされたアカウントを
作成する
カスタムブループリントを作成すると、AWS Control Tower の Account Factory でカスタムアカウントの
作成を開始できます。

新しい AWS アカウントを作成する場合、次の手順に従ってカスタムブループリントをデプロイ
します。

1. AWS Management Consoleで AWS Control Tower に移動します。
2. [Account Factory] と [Create account] (アカウントの作成) を選択します。
3. アカウント名や E メールアドレスなどのアカウントの詳細を入力します。
4. E メールアドレスとユーザー名で IAM Identity Center の詳細を設定します。
5. アカウントが追加される登録済みの OU を選択します。
6. [Account Factory Customization] セクションを展開します。
7. Service Catalog 製品が含まれているブループリントハブアカウントのアカウント ID を入力

し、[Validate] (検証) を選択します。ブループリントハブアカウントの詳細については、「Account 
Factory Customization (AFC) を使用したアカウントのカスタマイズ (p. 150)」を参照してくださ
い。

8. Service Catalog 製品リスト (すべてのカスタムブループリント、パートナーブループリント) から、す
べてのブループリントが含まれているドロップダウンメニューを選択します。ブループリントと対応
するバージョンを選択してデプロイします。

9. ブループリントにパラメータが含まれている場合は、これらのフィールドが表示されて入力できま
す。事前にデフォルト値が入力されています。

10. 最後に、ブループリントをデプロイする場所を [Home Region] (ホームリージョン) または [All 
governed Regions] (すべての管理対象リージョン) から選択します。Route 53 や IAM などのグローバ
ルリソースは、単一のリージョンのみにデプロイする必要がある場合があります。Amazon EC2 イン
スタンスや Amazon S3 バケットなどのリージョン別リソースは、すべての管理対象リージョンにデ
プロイできます。
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11. すべてのフィールドに入力したら、[Create account] (アカウントの作成) を選択します。

アカウントプロビジョニングの進捗状況は、[Organization] (組織) ページで確認できます。アカウントのプ
ロビジョニングが完了すると、ブループリントで指定されたリソースはすでにそのアカウント内にデプロ
イされています。アカウントとブループリントの詳細を表示するには、[Account details] (アカウント詳細) 
ページに移動します。

アカウントを登録およびカスタマイズする
以下は、AWS Control Tower コンソールで、アカウントを登録およびカスタマイズする方法を示していま
す。

1. AWS Control Tower コンソールに移動し、左側のナビゲーションから [Organization] (組織) を選択し
ます。

2. 使用可能なアカウントのリストが表示されます。カスタムブループリントを使用して登録するアカウ
ントを特定します。そのアカウントの [State] (状態) 列に、[Not enrolled] (未登録) ステータスのアカウ
ントが反映されています。

3. アカウントの左側にあるラジオボタンを選択し、画面右上の [Actions] (アクション) ドロップダウンメ
ニューを選択します。ここで、[Enroll] (登録) オプションを選択します。

4. [Access configuration] (アクセス設定) セクションにアカウントの IAM Identity Center 情報を入力しま
す。

5. アカウントがメンバーとなる登録済みの OU を選択します。
6. アカウント作成手順の 7～12 と同じ手順を使用して、[Account Factory Customization] (Account 

Factory のカスタマイズ) セクションを完了します。詳細については、「AWS Service Catalog で 
Account Factory アカウントをプロビジョニングする」を参照してください。

アカウントの進捗状況は、[Organization] (組織) ページで確認できます。アカウントの登録が完了すると、
ブループリントで指定されたリソースはすでにそのアカウント内にデプロイされています。

ブループリントを AWS Control Tower アカウントに
追加する
既存の AWS Control Tower メンバーアカウントにブループリントを追加するには、AWS Control Tower 
コンソールの [Update account] (アカウントの更新) ワークフローに従い、アカウントに追加する新しい
ブループリントを選択します。詳細については、「AWS Control Tower または AWS Service Catalog で 
Account Factory アカウントを更新して移動する」を参照してください。

Note

アカウントに新しいブループリントを追加すると、既存のブループリントは上書きされます。

Note

AWS Control Tower アカウントごとに 1 つのブループリントをデプロイできます。

ブループリントを更新する
以下の手順では、カスタムブループリントの更新方法とデプロイ方法について説明します。

カスタムブループリントを更新するには

1. AWS CloudFormation テンプレート (つまり、ブループリント) を新しい設定で更新します。
2. 更新したテンプレート (ブループリント) を新しいバージョンとして Service Catalog に保存します。

156

https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/provision-as-end-user.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/provision-as-end-user.html
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/updating-account-factory-accounts.html#update-account-in-console
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/updating-account-factory-accounts.html#update-account-in-console


AWS Control Tower ユーザーガイド
アカウントからブループリントを削除する

更新したブループリントをデプロイするには

1. AWS Control Tower コンソールの [Organization] (組織) ページに移動します。
2. [Organization] (組織) ページをブループリント名とバージョンでフィルタリングします。
3. アカウントの更新プロセスに従い、アカウントに最新バージョンのブループリントをデプロイしま

す。

アカウントからブループリントを削除する
アカウントからブループリントを削除するには、アカウントの更新ワークフローに従ってブループリント
を削除し、アカウントを AWS Control Tower のデフォルト設定に戻します。

コンソールでアカウントの更新ワークフローを開始すると、アカウントの詳細がすべて入力されます。カ
スタマイズの詳細は入力されません。これらの AFC の詳細を空白のままにすると、AWS Control Tower 
ではアカウントからブループリントが削除されます。このとき、アクションが開始される前に、警告メッ
セージが表示されます。

Note

AWS Control Tower は、アカウントの作成またはアカウントの更新プロセス中にブループリント
を選択した場合にのみ、ブループリントをアカウントに追加します。

パートナーのブループリント
AWS Control Tower の Account Factory Customization (AFC) では、AWS パートナーによって作成および
管理される事前定義済みのカスタマイズブループリントにアクセスできます。このようなパートナーブ
ループリントは、特定のユースケースに合わせてアカウントをカスタマイズするのに役立ちます。各パー
トナーのブループリントは、特定のパートナーからの製品提供と連携するように事前に設定してカスタマ
イズされたアカウントの作成に役立ちます。

AWS Control Tower のパートナーのブループリントの完全なリストを表示するには、コンソールで 
Service Catalog の「入門ライブラリ」に移動します。ソースタイプ [AWS Control Tower Blueprints] (AWS 
Control Tower ブループリント) を検索します。

Account Factory Customizations (AFC) に関する考慮
事項
• AFC は、単一の Service Catalog ブループリント製品のみを使用したカスタマイズをサポートします。
• Service Catalog ブループリント製品は、ハブアカウント、および AWS Control Tower のランディング

ゾーンのホームリージョンと同じリージョンで作成される必要があります。
• AWSControlTowerBlueprintAccess IAM ロールは、適切な名前、権限、信頼ポリシーを使用して作

成する必要があります。
• AWS Control Tower は、ホームリージョンのみにデプロイするか、またはAWS Control Tower によって

管理されているすべてのリージョンにデプロイするかという 2 つのブループリントのデプロイオプショ
ンをサポートしています。リージョンの選択はできません。

• メンバーアカウントのブループリントを更新するとき、ブループリントハブアカウント ID と Service 
Catalog ブループリント製品を変更することはできません。

• AWS Control Tower では、1 回のブループリント更新操作で既存のブループリントの削除と新しいブ
ループリントの追加を同時に行うことはできません。ブループリントを削除してから、別の操作で新し
いブループリントを追加できます。

• AWS Control Tower は、作成または登録するアカウントがカスタマイズされているか、またはカスタ
マイズされていないかに基づいて動作を変更します。カスタマイズされたアカウントをブループリント
を使用して作成または登録しない場合、AWS Control Tower は AWS Control Tower 管理アカウントで 
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(Service Catalog を通じて)、Account Factory によってプロビジョニングされた製品を作成します。ブ
ループリントを使用してアカウントを作成または登録する際にカスタマイズを指定する場合は、AWS 
Control Tower は AWS Control Tower 管理アカウントで、Account Factory でプロビジョニングされた製
品を作成しません。

ブループリントエラーが発生した場合
ブループリントの適用中のエラー

新しいアカウント、または AWS Control Tower に登録している既存のアカウントのいずれの場合も、ブ
ループリントをアカウントに適用する過程でエラーが発生した場合の復旧手順は同じです。アカウントは
存在したままですが、カスタマイズされず、AWS Control Tower に登録されていません。続行するには、
次の手順に従って、AWS Control Tower にアカウントを登録し、登録時にブループリントを追加します。

AWSControlTowerBlueprintAccess ロール作成中のエラーと回避策

AWS Control Tower アカウントから AWSControlTowerBlueprintAccess ロールを作成する場
合、AWSControlTowerExecution ロールを使用してプリンシパルとしてサインインする必要がありま
す。他のユーザーとしてサインインすると、次のアーティファクトに示すように、CreateRole オペレー
ションは SCP によって妨げられます。

{ 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalArn": [ 
                        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution", 
                        "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*" 
                    ] 
                } 
            }, 
            "Action": [ 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "iam:CreateRole", 
                "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*", 
                "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*" 
            ], 
            "Effect": "Deny", 
            "Sid": "GRIAMROLEPOLICY" 
        }

以下の回避策を使用できます。

• (最も推奨)AWSControlTowerExecution ロールを継承して、AWSControlTowerBlueprintAccess
ロールを作成します。この回避策を選択した場合、リソースの意図しない変更を防ぐために、ロールの
作成後すぐに AWSControlTowerExecution ロールからサインアウトしてください。

• AWS Control Tower に登録されていないため、この SCP の対象ではないアカウントにサインインしま
す。
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シードキュメントのカスタマイズ

• この SCP を一時的に編集して、オペレーションを許可します。
• (あまり推奨しない) AWS Control Tower 管理アカウントをハブアカウントとして使用すると、SCP の対

象になりません。

AFC ブループリント用のポリシードキュメントのカス
タマイズ
Account Factory を使用してブループリントを有効にすると、AWS Control Tower ではユーザーに代わっ
て StackSet を作成するように AWS CloudFormation に指示します。AWS CloudFormation は、StackSet 
で AWS CloudFormation スタックを作成するために、管理アカウントへのアクセスを要求します。AWS 
CloudFormation は AWSControlTowerExecution ロールを通じて管理アカウントにすでに管理者権限を
持っていますが、このロールは AWS CloudFormation に継承されません。

ブループリントの有効化の一環として、AWS Control Tower によってメンバーアカウントにロールが作成
されます。このロールは AWS CloudFormation によって継承され、StackSet の管理タスクが完了する場合
があります。Account Factory を使用してカスタマイズ済みブループリントを有効にする最も簡単な方法
は、allow-all ポリシーを使用することです。このようなポリシーはすべてのブループリントテンプレート
と互換性があるためです。

ただし、ベストプラクティスでは、ターゲットアカウントで AWS CloudFormation の権限を制限する必
要があります。カスタマイズされたポリシーを指定できますが、このポリシーは、AWS Control Tower に
よって作成されて AWS CloudFormation が使用するロールに適用されます。例えば、ブループリントに
よって something-important という名前の SSM パラメータが作成された場合、次のポリシーを指定できま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowCloudFormationActionsOnStacks", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "cloudformation:*", 
            "Resource": "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowSsmParameterActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:PutParameter", 
                 "ssm:DeleteParameter", 
                 "ssm:GetParameter", 
                 "ssm:GetParameters" 
            ], 
            "Resource": "arn:*:ssm:*:*:parameter/something-important" 
        } 
    ]
}

AllowCloudFormationActionsOnStacks ステートメントはすべての AFC カスタムポリシー
で必須です。AWS CloudFormation はこのロールを使用してスタックインスタンスを作成します。
このため、スタックに対して AWS CloudFormation アクションを実行する権限が必要となりま
す。AllowSsmParameterActions セクションは、有効になっているテンプレートに固有です。

権限に関する問題の解決

制限付きポリシーを使用してブループリントを有効にするとき、ブループリントを有効にする権限が不足
していることがあります。このような問題を解決するには、ポリシードキュメントを改訂し、修正された
ポリシーを使用するようにメンバーアカウントのブループリント設定を更新します。ポリシーがブループ
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リントを有効にするのに十分な権限を備えていることを確認するには、AWS CloudFormation アクセス許
可が付与されていること、およびそのロールを使用してスタックを直接作成できることを確認します。

AWS Control Tower Account Factory for Terraform 
(AFT) によるアカウントのプロビジョニング

AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) は、AWS Control Tower でのアカウントプロビ
ジョニングとアカウント更新のプロセスを自動化する GitOps モデルを採用します。

Note

AFT は、AWS Control Tower のワークフローパフォーマンスに影響しません。Account Factory 
または AFT によってアカウントをプロビジョニングした場合、同じバックエンドワークフローが
発生します。

AFT では、AFT ワークフローを呼び出す入力を含むアカウントリクエスト Terraform ファイルを作成しま
す。AFT のワークフローは、AFT のアカウントプロビジョニングフレームワークとアカウントカスタマイ
ズステップを実行します。

前提条件
AFT を開始する前に、以下の操作を実行する必要があります。

• 完全にデプロイされた AFT 環境。詳細については、「Overview of AWS Control Tower Account Factory 
for Terraform (AFT)」(AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) の概要) および「Deploy 
AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT)」(AWS Control Tower Account Factory for 
Terraform (AFT) をデプロイする) を参照してください。

• 完全にデプロイされた AFT 環境内の 1 つ以上の AFT git リポジトリ。詳細については、「Post-
deployment steps for AFT」(AFT の導入後の手順) を参照してください。

Tip

オプションで、aft-account-customizations リポジトリにアカウントテンプレートフォルダーを作
成できます。

AFT による新しいアカウントのプロビジョニング
AFT で新しいアカウントをプロビジョニングするには、アカウントリクエストの Terraform ファイルを作
成します。このファイルには、aft-account-request リポジトリ内のパラメータの入力が含まれています。
アカウントリクエストの Terraform ファイルを作成したら、git push を実行してアカウントリクエスト
の処理を開始します。このコマンドは、アカウントのプロビジョニングが完了した後に AFT 管理アカウン
トで作成される AWS CodePipeline の ct-aft-account-request オペレーションを呼び出します。詳
細については、「AFT アカウントプロビジョニングパイプライン」を参照してください。

アカウントリクエスト Terraform ファイルのパラメータ
アカウントリクエストの Terraform ファイルには、次のパラメータを含める必要があります。アカウント
リクエストの Terraform ファイルの例は GitHub で確認できます。

• module name の値は、AWS アカウント リクエストごとに一意である必要があります。
• module source の値は、AFT が提供するアカウントリクエスト Terraform モジュールへのパスです。
• control_tower_parameters の値は、AWS Control Tower アカウントの作成に必要な入力をキャプ

チャします。値には次の入力フィールドが含まれます。
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• AccountEmail
• AccountName
• ManagedOrganizationalUnit
• SSOUserEmail
• SSOUserFirstName
• SSOUserLastName

Note

control_tower_parameters に対して入力した内容は、アカウントのプロビジョニング中に変
更することはできません。
aft-account-request リポジトリの ManagedOrganizationalUnit の指定にサポートされている
形式には、 OUName および OUName (OU-ID) があります。

• account_tags は、ビジネス基準に従って AWS アカウント にタグ付けできるユーザー定義のキーと
値をキャプチャします。詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの AWS Organizations リ
ソースへのタグ付けを参照してください。

• change_management_parameters の値には、アカウントリクエストが作成された理由やアカウン
トリクエストを開始したユーザーなどの追加情報が含まれます。値には次の入力フィールドが含まれま
す。
• change_reason
• change_requested_by

• custom_fields は、/aft/account-request/custom-fields/ で発行されたアカウントに SSM パラメータと
してデプロイするキーと値を持つ追加メタデータをキャプチャします。アカウントのカスタマイズ中に
このメタデータを参照すると、適切なコントロールをデプロイできます。例えば、規制コンプライアン
スの対象となるアカウントは、追加の AWS Config Rulesをデプロイできます。custom_fields で収
集したメタデータは、アカウントのプロビジョニングおよび更新中に追加の処理を引き起こす可能性が
あります。アカウントリクエストからカスタムフィールドを削除すると、そのカスタムフィールドは発
行されたアカウントの SSM パラメータストアから削除されます。

• (オプション) account_customizations_name は、aft-account-customizations リポジトリ内のアカウ
ントテンプレートフォルダをキャプチャします。詳細については、「アカウントのカスタマイズ」を参
照してください。

複数のアカウントリクエストの送信
AFT はアカウントリクエストを 1 つずつ処理しますが、AFT パイプラインには複数のアカウントリクエス
トを送信できます。AFT パイプラインに複数のアカウントリクエストを送信すると、AFT はアカウントリ
クエストを先入れ先出しの順序でキューに入れ、処理します。

Note

AFT がプロビジョニングするアカウントごとに 1 つのアカウントリクエスト Terraform ファイル
を作成することも、1 つの Terraform ファイルに複数のリクエストをカスケードすることもでき
ます。

既存のアカウントの更新
以前に送信されたアカウントリクエストを更新するして git push を実行することで、AFT がプロビジョ
ニングしたアカウントを更新できます。このコマンドは、アカウントプロビジョニングワークフローを起
動し、アカウント更新リクエストを処理できます。control_tower_parameters の必須値の一部であ
る ManagedOrganizationalUnit の入力や、アカウントリクエストの Terraform ファイル内のその他の
パラメータを更新できます。詳細については、「AFT による新しいアカウントのプロビジョニング」を参
照してください。
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Note

control_tower_parameters に対して入力した内容は、アカウントのプロビジョニング中に変
更することはできません。
aft-account-request リポジトリの ManagedOrganizationalUnit の指定にサポートされている
形式には、 OUName および OUName (OU-ID) があります。

AFT がプロビジョニングしていないアカウントを更新する
AFT の外部で作成された AWS Control Tower アカウントを更新するには、aft-account-request リポジトリ
にアカウントを指定します。

Note

すべてのアカウント情報が正しく、AWS Control Tower の組織と AWS Service Catalog がプロビ
ジョニングしたそれぞれの製品が一致していることを確認してください。

既存の AWS アカウント を AFT で更新するための前提条件

• AWS アカウントは、AWS Control Tower に登録している必要があります。
• AWS アカウントは、AWS Control Tower 組織に属している必要があります。

AWS Control Tower Account Factory for Terraform 
(AFT) のデプロイ
このセクションは、既存の環境で Account Factory for Terraform (AFT) を設定する AWS Control Tower 
環境の管理者を対象としています。ここでは、新しい専用の AFT 管理アカウントを使用して、Account 
Factory for Terraform (AFT) 環境を設定する方法について説明します。

Note

AFT は、AFT リポジトリで使用可能な Terraform モジュールでデプロイされます。GitHub ソース
から AFT Terraform モジュールを参照し、クローンを作成しないことをお勧めします。これによ
り、使用可能なモジュールの更新を制御して使用できるようになります。

AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) 機能の最新リリースの詳細については、この 
GitHub リポジトリのリリースファイルを参照してください。

デプロイの前提条件

AFT には、インストールと実行の前提条件があります。このガイドでは、AFT ソリューションのデプロイ
に必要な次の各リソースを作成して操作できることを前提としています。

• AWS Control Tower ランディングゾーン。
• Terraform のバージョンとディストリビューション。互換性のある AFT Terraform ディストリビュー

ションの詳細については、「Terraform と AFT バージョン (p. 167)」を参照してください。
• AWS Control Tower ランディングゾーンのホームリージョン。
• AWS CodeCommit を選択していない場合に、サードパーティーのバージョン管理システム (VCS) 

を使用する予定がある場合は、使用可能な git ベースのリポジトリを設定する必要があります。こ
れらのリポジトリを環境で設定する方法については、「AFT での代替のソースコードバージョン管
理 (p. 183)」を参照してください。

• AFT をインストールする Terraform モジュールを実行するランタイム環境。
• AFT デプロイの一部として選択できる AFT 機能オプション。詳細については、「機能オプションの有効

化 (p. 169)」を参照してください。
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Note

AFT にとって最も簡単なデプロイは、VCS として AWS CodeCommit を選択し、ディストリ
ビューションとして Terraform OSS を選択することです。別の VCS または Terraform ディスト
リビューションを選択した場合は、このガイドの他のセクションに記載されているカスタマイズ
手順を必ずお読みください。

AWS Control Tower Account Factory for Terraform を設定して起
動する
AFT 環境を設定して起動するには、5 つのステップが必要です。

ステップ 1: AWS Control Tower ランディングゾーンを起動する

AFT を起動する前に、AWS アカウントで機能する AWS Control Tower ランディングゾーンが必要で
す。AWS Control Tower 管理アカウントから AFT を設定して起動します。

ステップ 2: AFT の新しい組織単位を作成する (推奨)

AWS 組織で別の OU を作成し、AFT 管理アカウントをデプロイすることをお勧めします。AWS 
Control Tower 管理アカウントを使用して OU を作成します。OU を作成する手順については、「https:// 
docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/create-new-ou.html」を参照してください。

ステップ 3: AFT 管理アカウントをプロビジョニングする

AFT では、独自のリクエストを管理およびオーケストレートするために、別の AWS アカウントが必要
です。AWS Control Tower ランディングゾーン に関連付けられた AWS Control Tower 管理アカウントか
ら、このアカウントを AFT にプロビジョニングします。

AFT 管理アカウントをプロビジョニングするには、「AWS Service Catalog Account Factory でのアカウン
トのプロビジョニング  (p. 142)」を参照してください。OU を指定するときは、ステップ 2 で作成した 
OU を必ず選択してください。名前を指定するときは、AFT-Management を使用してください。

Note

アカウントが完全にプロビジョニングされるには、最大 30 分かかる場合があります。AFT 管理
アカウントにアクセスできることを検証します。

ステップ 4: Terraform 環境がデプロイに使用可能であることを確認する

このステップは、Terraform の使用経験があり、Terraform を実行するための手順を適切に行っていること
を前提としています。AFT は Terraform バージョン 0.15.x 以降をサポートしています。

ステップ 5: Account Factory for Terraform モジュールを呼び出して AFT をデプロイする

Account Factory for Terraform モジュールは、AWS Control Tower 管理アカウントの
[AdministratorAccess] 認証情報が認証されている間に呼び出さなければなりません。

AWS Control Tower は、AWS Control Tower 管理アカウントを通じて、AWS Control Tower Account 
Factory リクエストをオーケストレートするために必要なすべてのインフラストラクチャを確立する 
Terraform モジュールを提供します。GitHub の AFT リポジトリでモジュールを表示できます。モジュー
ルの実行と AFT のデプロイに必要な入力については、モジュールの README ファイルを参照してくださ
い。

Tip

GitHub リポジトリ全体がモジュールとみなされます。または、Terraform レジストリでモジュー
ルを表示することもできます。
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環境で Terraform を管理するためのパイプラインを確立している場合は、このモジュールを既存のワーク
フローに統合できます。それ以外の場合は、必要な認証情報で認証された環境からモジュールを実行しま
す。

Note

AFT Terraform モジュールはバックエンドの Terraform 状態を管理しません。モジュールを適用
した後に生成された Terraform 状態ファイルを必ず保持するか、Simple Storage Service (Amazon 
S3) と DynamoDB を使用して Terraform バックエンドを設定してください。

特定の入力変数には、プライベートの ssh キーまたは Terraform トークンなどの機密値が含まれる場合が
あります。これらの値は、デプロイ方法によっては、Terraform 状態ファイルにプレーンテキストとして
表示されることがあります。機密データを含む可能性がある Terraform 状態ファイルを保護するのはユー
ザーの責任です。詳細については、Terraform のドキュメントを参照してください。

Note

Terraform モジュールを介して AFT をデプロイするには、数分かかります。初期デプロイには、
最大 30 分かかる場合があります。タイムアウトによってデプロイが失敗するため、ベストプラク
ティスとして、AWS Security Token Service (STS) 認証情報を使用して、認証情報に完全なデプ
ロイに十分なタイムアウトがあることを確認します。AWS STS 認証情報の最小タイムアウトは 
60 分以上です。

デプロイ後のステップ
AFT インフラストラクチャのデプロイが完了したら、次の追加ステップに従って設定プロセスを完了し、
アカウントをプロビジョニングする準備を整えます。

ステップ 1: (オプション) 目的の VCS プロバイダーと AWS CodeStar 接続を完了する

サードパーティーの VCS プロバイダーを選択した場合、AFT は AWS CodeStar 接続を確立し、それらを
確認します。希望する VCS を使用して AFT を設定する方法については、「AFT での代替のソースコード
バージョン管理 (p. 183)」を参照してください。

AWS CodeStar 接続を確立する最初のステップは、AFT によって行われます。接続を確認する必要があり
ます。

ステップ 2: (必須) 各リポジトリを設定する

AFT では、次の 4 つのリポジトリを管理する必要があります。

1. アカウントリクエスト — このリポジトリは、アカウントリクエストの配置または更新を処理しま
す。使用可能な例。AFT アカウントリクエストの詳細については、「AFT による新しいアカウントのプ
ロビジョニング (p. 160)」を参照してください。

2. AFT アカウントプロビジョニングのカスタマイズ — このリポジトリは、グローバルカスタマイズス
テージを開始する前に、AFT で作成され、管理されるすべてのアカウントに適用されるカスタマイズを
管理します。使用可能な例。AFT アカウントプロビジョニングのカスタマイズを作成するには、「AFT 
アカウントプロビジョニングのカスタマイズのステートマシンを作成する (p. 179)」を参照してくだ
さい。

3. グローバルカスタマイズ — このリポジトリは、AFT で作成され、管理されるすべてのアカウントに適
用されるカスタマイズを管理します。使用可能な例。AFT グローバルカスタマイズを作成するには、
「グローバルカスタマイズの適用 (p. 180)」を参照してください。

4. アカウントのカスタマイズ — このリポジトリは、AFT で作成され、管理される特定のアカウントにの
み適用されるカスタマイズを管理します。使用可能な例。AFT アカウントのカスタマイズを作成するに
は、「アカウントカスタマイズの適用 (p. 180)」を参照してください。

AFT は、これらの各リポジトリが特定のディレクトリ構造に従うことを期待しています。リポジトリの入
力に使用されるテンプレート、およびそれらのテンプレートの設定方法については、AFT GitHub リポジト
リの Account Factory for Terraform モジュールで入手できます。
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AWS Control Tower Account Factory for Terraform 
(AFT) の概要
Account Factory for Terraform (AFT) は、AWS Control Tower でアカウントのプロビジョニングとカスタマ
イズに役立つ Terraform パイプラインを設定します。AFT は、お客様のアカウントの AWS Control Tower 
を管理できるようにしながら、Terraform ベースのアカウントプロビジョニングの利点を提供するように
設計されています。

AFT でアカウントリクエスト Terraform ファイルを作成して、アカウントプロビジョニングの AFT ワー
クフローをトリガーするために必要な入力を取得します。アカウントのプロビジョニング段階が完了する
と、AFT はアカウントのカスタマイズ段階が始まる前に一連のステップを自動的に実行します。詳細につ
いては、「AFT アカウントプロビジョニングパイプライン」を参照してください。

AFT は、Terraform Cloud、Terraform Enterprise、Terraform Open Source をサポートしています。AFT 
では、入力ファイルと簡単な git push コマンドを使用してアカウントの作成を開始したり、新規または
既存のアカウントをカスタマイズしたりできます。アカウントの作成には、AWS Control Tower ガバナン
スに関するすべてのメリット、および組織の標準的なセキュリティ手順とコンプライアンスガイドライン
を満たすのに役立つアカウントのカスタマイズが含まれます。

AFT はアカウントのカスタマイズリクエストの追跡をサポートしています。アカウントのカスタマイズリ
クエストを送信するたびに、AFT は固有の追跡トークンを生成します。このトークンは AFT のカスタマ
イズを行う AWS Step Functions ステートマシンを通過し、実行時にトークンがログ記録されます。その
後、Amazon CloudWatch Logs Insights クエリを使用してタイムスタンプを範囲指定して検索し、リクエ
ストトークンを取得できます。その結果、トークンに関連付けられたペイロードを確認し、AFT ワークフ
ロー全体を通じてアカウントカスタマイズリクエストを追跡することができます。CloudWatch Logs と 
Step Functions の詳細については、以下を参照してください。

• Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch Logs とは」
• 「AWS Step Functions デベロッパーガイド」の 「AWS Step Functions とは?」

AFT は、他の AWS サービスの コンポーネントサービス (p. 176) としての機能と、Terraform 
Infrastructure as Code (IaC) をデプロイするパイプラインとを組み合わせて、フレームワークを構築しま
す。AFT により、次のことが可能になります。

• GitOps モデルでアカウントプロビジョニングと更新リクエストを送信する
• アカウントのメタデータと監査履歴を保存する
• アカウントレベルのタグを適用する
• すべてのアカウント、一連のアカウント、または個々のアカウントにカスタマイズを追加する
• 機能オプションの有効化

AFT は、AFT 管理アカウントと呼ばれる別のアカウントを作成して、AFT 機能をデプロイします。AFT 
を設定する前に、既存の AWS Control Tower ランディングゾーンが必要です。AFT 管理アカウント
は、AWS Control Tower 管理アカウントと同じではありません。

AFT が提供する柔軟性

• プラットフォームに対する柔軟性: AFT は、Open Source、Cloud、Enterprise の初期デプロイおよび継
続的な運用のための Terraform ディストリビューションをサポートしています。

• バージョン管理システムに対する柔軟性: AFT はネイティブに AWS CodeCommit に依存します
が、AWS CodeStar 接続の代替ソースをサポートしています。

AFT が提供する機能オプション
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ベストプラクティスに基づいて、いくつかの機能オプションを有効にできます。

• データイベントをログ記録するための組織レベルの CloudTrail の作成
• アカウントの AWS デフォルト VPC の削除
• プロビジョニングされたアカウントの AWS エンタープライズサポートプランへの登録

Note

AFT パイプラインは、アカウントがアプリケーションの実行に必要とするリソース (Amazon EC2 
インスタンスなど) をデプロイするためのものではありません。AWS Control Tower アカウント
の自動プロビジョニングとカスタマイズのみを目的としています。

動画チュートリアル
このビデオ (7:33) では、AWS Control Tower Account Factory for Terraform を使用してアカウントをデプ
ロイする方法について説明します。動画の右下にあるアイコンを選択すると、全画面表示にできます。字
幕を利用できます。

AWS Control Tower での自動アカウントプロビジョニングに関する動画チュートリアル。

AFT アーキテクチャ
オペレーションの順序
AFT 管理アカウントで AFT オペレーションを実行します。完全なアカウントプロビジョニングワークフ
ローの場合、図表の左から右に示されているステージの順序は次のとおりです。

1. アカウントリクエストが作成され、パイプラインに送信されます。一度に複数のアカウントリクエスト
を作成して送信できます。Account Factory は、先入れ先出しの順序でリクエストを処理します。詳細
については、「複数のアカウントリクエストを送信する」を参照してください。

2. 各アカウントがプロビジョニングされます。このステージは AWS Control Tower 管理アカウントで実行
されます。

3. グローバルカスタマイズは、発行された各アカウントごとに作成されたパイプラインで実行されます。
4. 最初のアカウントプロビジョニングリクエストでカスタマイズが指定されている場合、カスタマイズは

対象アカウントでのみ実行されます。アカウントが既にプロビジョニングされている場合は、そのアカ
ウントのパイプラインでさらにカスタマイズを手動で開始する必要があります。

AWS Control Tower Account Factory for Terraform – アカウントのプロビジョニングワークフロー
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コスト
AFT に伴う追加料金はありません。AFT によってデプロイされたリソース、AFT で有効になっている 
AWS サービス、および AFT 環境にデプロイするリソースに対してのみ料金が発生します。

デフォルトの AFT 設定には、データ保護とセキュリティを強化するための AWS PrivateLink エンドポイ
ントの割り当て、および AWS CodeBuild をサポートするために必要な NAT ゲートウェイが含まれていま
す。このインフラストラクチャの料金の詳細については、AWS PrivateLink の料金と NAT ゲートウェイの 
Amazon VPC の料金を参照してください。これらのコストの管理の詳細については、AWS アカウント担
当者にお問い合わせください。AFT のこれらのデフォルト設定は変更できます。

Terraform と AFT バージョン
Account Factory for Terraform (AFT) は、Terraform バージョン 0.15.x 以降をサポートしています。次の
例に示すように、AFT デプロイプロセスの入力パラメータとして Terraform のバージョンを指定する必要
があります。

terraform_version = "0.15.1"

Terraform ディストリビューション
AFT は、次の 3 つの Terraform ディストリビューションをサポートしています。

• Terraform OSS
• Terraform Cloud
• Terraform Enterprise

これらのディストリビューションについては、以降のセクションで説明します。AFT ブートストラッププ
ロセス中に、選択した Terraform ディストリビューションを入力パラメータとして指定します。AFT デプ
ロイと入力パラメータの詳細については、「AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) のデ
プロイ (p. 162)」を参照してください。

Terraform Cloud または Terraform Enterprise ディストリビューションを選択した場
合、terraform_token  に指定する API トークンは、ユーザーまたはチーム API トークンである必要が
あります。組織トークンは、すべての必須 API でサポートされているわけではありません。セキュリティ
上の理由から、次の例に示すように terraform 変数を割り当てることによって、このトークンの値をバー
ジョン管理システム (VCS、Version Control System) にチェックインしないようにする必要があります。

 # Sensitive variable managed in Terraform Cloud: 
 terraform_token = var.terraform_cloud_token

Terraform オープンソースソフトウェア (Terraform OSS、Terraform Open 
Source Software)
ディストリビューションとして Terraform OSS を選択すると、AFT は AFT 管理アカウントで Terraform 
バックエンドを管理します。AFT は、AFT デプロイメントおよび AFT パイプラインフェーズ中に実行す
る、指定された Terraform バージョンの terraform-cli をダウンロードします。結果の Terraform 状態
設定は、次の形式の名前で Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに格納されます。

aft-backend-[account_id]-primary-region

AFT は、災害対策のために、次の形式の名前で、別の AWS リージョンに Terraform 状態設定をレプリ
ケートする Simple Storage Service (Amazon S3) バケットも作成します。
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aft-backend-[account_id]-secondary-region

これらの Terraform 状態の Simple Storage Service (Amazon S3) バケットの削除機能に対しては、多要素
認証 (MFA、Multi-Factor Authentication) を有効にすることをお勧めします。Terraform OSS の詳細につい
ては、Terraform のドキュメントを参照してください。

ディストリビューションとして Terraform OSS を選択するには、次の入力パラメータを指定します。

terraform_distribution = "oss"

Terraform Cloud
ディストリビューションとして Terraform Cloud を選択すると、AFT は Terraform Cloud 組織内に次のコ
ンポーネントのワークスペースを作成し、結果の Terraform の実行に対して API 駆動型のワークフローを
開始します。

• アカウントリクエスト
• AFT によってプロビジョニングされたアカウントの AFT アカウントプロビジョニングカスタマイズ
• AFT によってプロビジョニングされたアカウントのアカウントカスタマイズ
• AFT によってプロビジョニングされたアカウントのグローバルカスタマイズ

結果の Terraform の状態設定は Terraform Cloud によって管理されます。

ディストリビューションとして Terraform Cloud を選択するには、次の入力パラメータを指定します。

• terraform_distribution = "tfc"
• terraform_token — このパラメータには、Terraform Cloud トークンの値が含まれます。AFT は、そ

の値を機密としてマークし、AFT 管理アカウントの SSM パラメータストアに secure string として保存
します。会社のセキュリティポリシーとコンプライアンスガイドラインに従って、Terraform トークン
の値を定期的にローテーションすることをお勧めします。Terraform トークンは、ユーザーまたはチー
ムレベルの API トークンである必要があります。組織トークンはサポートされていません。

• terraform_org_name — このパラメータには、Terraform Cloud 組織の名前が含まれます。

Terraform Cloud の設定方法の詳細については、Terraform のドキュメントを参照してください。

Terraform Enterprise
ディストリビューションとして Terraform Enterprise を選択すると、AFT は Terraform Enterprise 組織内
に次のコンポーネントのワークスペースを作成し、結果の Terraform の実行に対して API 駆動型のワーク
フローをトリガーします。

• アカウントリクエスト
• AFT によってプロビジョニングされたアカウントの AFT アカウントプロビジョニングカスタマイズ
• AFT によってプロビジョニングされたアカウントのアカウントカスタマイズ
• AFT によってプロビジョニングされたアカウントのグローバルカスタマイズ

結果の Terraform の状態設定は Terraform Enterprise セットアップによって管理されます。

ディストリビューションとして Terraform Enterprise を選択するには、次の入力パラメータを指定しま
す。

• terraform_distribution = "tfe"
• terraform_token — このパラメータには、Terraform Enterprise トークンの値が含まれます。AFT 

は、その値を機密としてマークし、AFT 管理アカウントの SSM パラメータストアに secure string と
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して保存します。会社のセキュリティポリシーとコンプライアンスガイドラインに従って、Terraform 
トークンの値を定期的にローテーションすることをお勧めします。

• terraform_org_name — このパラメータには、Terraform Enterprise 組織の名前が含まれます。
• terraform_api_endpoint — このパラメータには、Terraform Enterprise 環境の URL が含まれま

す。このパラメータの値は、次の形式であることが必要です。

https://{fqdn}/api/v2/

Terraform Enterprise の設定方法の詳細については、Terraform のドキュメントを参照してください。

AFT バージョンを確認する
デプロイした AFT のバージョンを確認するには、AWS SSM パラメータストアキーをクエリできます。

/aft/config/aft/version

レジストリメソッドを使用すると、バージョンをピン留めできます。

module "control_tower_account_factory" { 
  source  = "aws-ia/control_tower_account_factory/aws" 
  version = "1.3.2" 
  # insert the 6 required variables here
}

AFT バージョンの詳細については、AFT リポジトリを参照してください。

AFT バージョンを更新する
デプロイした AFT のバージョンを更新するには、main リポジトリブランチからバージョンをプルできま
す。

terraform get -update

プルが完了したら、Terraform プランを再実行するか、[適用] を実行して AFT インフラストラクチャを最
新の変更で更新できます。

機能オプションの有効化
AFT は、ベストプラクティスに基づいた機能オプションを提供します。AFT のデプロイ中に、機能フラグ
を使用して、これらの機能にオプトインできます。AFT 入力設定パラメータの詳細については、「AFT に
よる新しいアカウントのプロビジョニング (p. 160)」を参照してください。

デフォルトでは、これらの機能は有効になっていません。環境でそれぞれの機能を明示的に有効にする必
要があります。

トピック
• AWS CloudTrail データイベント (p. 169)
• AWS エンタープライズサポートプラン (p. 170)
• AWS デフォルト VPC を削除する  (p. 171)

AWS CloudTrail データイベント
有効にすると、AWS CloudTrail データイベントオプションがこれらの機能を設定します。
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• CloudTrail の AWS Control Tower 管理アカウントに組織の証跡を作成します。
• Simple Storage Service (Amazon S3) および Lambda データイベントのログ記録をオンにします。
• AWS KMS 暗号化を使用して、すべての CloudTrail データイベントを暗号化し、AWS Control Tower ロ

グアーカイブアカウントの aws-aft-logs-* S3 バケットにエクスポートします。
• [Log file validation] (ログファイルの検証) 設定をオンにします。

このオプションを有効にするには、AFT デプロイ入力設定で次の機能フラグを [True] に設定します。

aft_feature_cloudtrail_data_events

前提条件

この機能オプションを有効にする前に、AWS CloudTrail の信頼されたアクセスが組織で有効になっている
ことを確認してください。

CloudTrail の信頼されたアクセスのステータスを確認するには、次の手順に従います。

1. AWS Organizations コンソールに移動します。
2. [Services] (サービス) > [CloudTrail] を選択します。
3. 次に、必要に応じて、右上の [Enable trusted access] (信頼されたアクセスを有効にする) を選択しま

す。

AWS CloudTrail コンソールを使用するように勧める警告メッセージが表示されることがありますが、この
場合は警告を無視します。AFT は、信頼されたアクセスを許可した後、この機能オプションの有効化の一
環として証跡を作成します。信頼されたアクセスが有効になっていない場合は、AFT がデータイベントの
証跡を作成しようとしたときにエラーメッセージが表示されます。

Note

この設定は組織レベルで機能します。この設定を有効にすると、AFT によって管理されてい
るかどうかにかかわらず、AWS Organizations のすべてのアカウントに影響します。有効化
時の AWS Control Tower ログアーカイブアカウントのすべてのバケットは、Simple Storage 
Service (Amazon S3) データイベントから除外されます。CloudTrail の詳細については、「AWS 
CloudTrail ユーザーガイド」を参照してください。

AWS エンタープライズサポートプラン
このオプションを有効にすると、AFT パイプラインが、AFT によってプロビジョニングされたアカウント
の AWS エンタープライズサポートプランをオンにします。

AWS アカウントのデフォルトでは、AWS ベーシックサポートプランが有効になっています。AFT 
は、AFT がプロビジョニングするアカウントのエンタープライズサポートレベルへの自動登録を提供しま
す。プロビジョニングプロセスにより、AWS エンタープライズサポートプランにアカウントを追加するよ
う依頼するサポートチケットが作成されます。

エンタープライズサポートオプションを有効にするには、AFT デプロイ入力設定で次の機能フラグを
[True] に設定します。

aft_feature_enterprise_support=false

AWS Support プランの詳細については、「AWS Support プランの比較」を参照してください。
Note

この機能を使用するには、支払いアカウントを Enterprise Support プランに登録する必要があり
ます。
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AWS デフォルト VPC を削除する
このオプションを有効にすると、AFT は管理アカウントとすべての AWS リージョン のすべての AWS デ
フォルト VPC を削除します。これは、これらの AWS リージョン に AWS Control Tower リソースがデプ
ロイされていない場合も同様です。

AFT パイプラインが、その AFT がプロビジョニングする AWS Control Tower アカウント、または AFT を
使用して AWS Control Tower に登録した既存の AWS アカウントの AWS のデフォルト VPC を自動的に
削除することはありません。

新規の AWS アカウントは、デフォルトで、各 AWS リージョンに VPC を設定して作成されます。エ
ンタープライズには、VPC を作成するための標準的なプラクティスがある場合があります。この場合
は、AWS のデフォルト VPC を削除して、有効にしないようにする必要があります。特に AFT 管理アカウ
ントの場合は注意してください。

このオプションを有効にするには、AFT デプロイ入力設定で次の機能フラグを [True] に設定します。

aft_feature_delete_default_vpcs_enabled

デフォルト VPC の詳細については、「Default VPC and default subnets」(デフォルト VPC とデフォルト
サブネット) を参照してください。

AWS Control Tower Account Factory for Terraform の
リソースに関する考慮事項
AWS Control Tower Account Factory for Terraform を使用してランディングゾーンを設定すると、AWS ア
カウント内にいくつかのタイプの AWS リソースが作成されます。

リソースの検索

• タグを使用して、AFT リソースの最新リストを検索できます。検索のキーと値のペアは次のとおりで
す。

Key: managed_by | Value: AFT

• タグをサポートしないコンポーネントサービスの場合は、リソース名で aft を検索してリソースを特定
できます。

最初に作成されたリソースのテーブル (アカウント別)

AWS Control Tower Account Factory for Terraform 管理アカウント

AWS サービス リソースタイプ リソース名

AWS Identity and Access 
Management

ロール AWSAFTAdministrator

AWSAFTExecution

AWSAFTService

aws-ct-aft-*

AWS Identity and Access 
Management

ポリシー aws-ct-aft-*

CodeCommit リポジトリ aws-ct-aft-*
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AWS サービス リソースタイプ リソース名

CodeBuild ビルドプロジェクト aws-ct-aft-*

コードパイプライン パイプライン *-baseline-*

Simple Storage Service (Amazon 
S3)

バケット *-aws-ct-aft-*

aws-ct-aft-*

Lambda 関数 aws-ct-aft-*

Lambda レイヤー aws-ct-aft-common-layer

DynamoDB テーブル aws-ct-aft-request

aws-ct-aft-request-audit

aws-ct-aft-request-metadata

aws-ct-aft-controltower-events

Step Functions ステートマシン aws-ct-aft-prebaseline

aws-ct-aft-prebaseline-
customizations

aws-ct-aft-trigger-baseline

aws-ct-aft-features

VPC VPC aws-ct-aft-vpc

Amazon SNS トピック aws-ct-aft-notifications

aws-ct-aft-failure-notifications

Amazon EventBridge イベントバス aws-ct-aft-events-from-ct-
management

Amazon EventBridge イベントルール aws-ct-aft-capture-ct-events

aws-ct-aft-lambda-account-
request-processor

Key Management Service (KMS) カスタマーマネージドキー *-aws-ct-aft-*

aws-ct-aft-*

AWS Systems Manager パラメータストア /aws-ct-aft/account/*

/aws/ct-aft/config/*

Amazon SQS キュー aws-ct-aft-account-request.fifo

aws-ct-aft-account-request-
dlg.fifo

CloudWatch ロググループ /aws/*/aws-ct-aft-*

aws-ct-aft-*
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AWS サービス リソースタイプ リソース名

AWS Support Center (オプショ
ン)

サポートプラン Enterprise

AWS Control Tower Account Factory for Terraform を通じてプロビジョニングされた AWS アカウ
ント

AWS サービス リソースタイプ リソース名

AWS Identity and Access 
Management

ロール AWSAFTExecution

AWS Support Center (オプショ
ン)

サポートプラン Enterprise

AWS Control Tower 管理アカウント

AWS サービス リソースタイプ リソース名

AWS Identity and Access 
Management

ロール AWSAFTExecutionRole

AWSAFTExecution

aws-ct-aft-controltower-events-
rule

AWS Systems Manager パラメータストア /aws-ct-aft/account/aws-ct-aft-
management/account-id

AWS Organizations (オプション) サービスコントロールポリシー aws-ct-aft-protect-resources

CloudTrail (オプション) 追跡 aws-ct-aft-BaselineCloudTrail

AWS Support Center (オプショ
ン)

サポートプラン Enterprise

AWS Control Tower ログアーカイブアカウント

AWS サービス リソースタイプ リソース名

AWS Identity and Access 
Management

ロール AWSAFTExecutionRole

AWSAFTExecution

aws-ct-aft-cloudtrail-data-events-
role

Key Management Service (KMS) カスタマーマネージドキー *-aws-ct-aft-kms-gd-findings

Simple Storage Service (Amazon 
S3)

バケット *-aws-ct-aft-logs*

aws-ct-aft-s3-access-logs*

AWS Support Center (オプショ
ン)

サポートプラン Enterprise
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AWS Control Tower 監査アカウント

AWS サービス リソースタイプ リソース名

AWS Identity and Access 
Management

ロール AWSAFTExecutionRole

AWSAFTExecution

Simple Storage Service (Amazon 
S3)

バケット *-aws-ct-aft-logs-*

aws-ct-aft-s3-access-logs*

AWS Support Center (オプショ
ン)

サポートプラン Enterprise

必要なロール
一般に、ロールとポリシーは AWS の Identity and Access Management (IAM) の一部です。詳細について
は、「AWS IAM ユーザーガイド」を参照してください。

AFT は、AFT パイプラインのオペレーションをサポートするために、AFT 管理アカウントと AWS Control 
Tower 管理アカウントに複数の IAM のロールとポリシーを作成します。これらのロールは、最小特権
アクセスモデルに基づいて作成されます。このモデルは、各ロールおよびポリシーで最小限必要なアク
ションとリソースのセットに対する許可を制限します。これらのロールとポリシーには、識別のための 
managed_by:AFT として、AWS タグ key:value ペアが割り当てられます。

これらの IAM ロールの他に、AFT は 3 つの重要な役割を作成します。

• AWSAFTAdmin ロール
• AWSAFTExecution ロール
• AWSAFTService ロール

これらのロールについては、以降のセクションで説明します。

AWSAFTAdmin ロールについての説明

AFT をデプロイすると、AWSAFTAdmin ロールが AFT 管理アカウントで作成されます。このロールに
より、AFT パイプラインは、AWS Control Tower および AFT でプロビジョニングされたアカウントで
AWSAFTExecution ロールを引き受けることができるため、アカウントのプロビジョニングとカスタマイ
ズに関連するアクションを実行できます。

AWSAFTAdmin ロールにアタッチされたインラインポリシー (JSON アーティファクト) は次のとおりで
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSAFTExecution", 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSAFTService" 
            ] 
        } 
    ]
}
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次の JSON アーティファクトは、AWSAFTAdmin ロールの信頼関係を示しています。プレースホルダー番
号 012345678901 は、AFT 管理アカウント ID 番号に置き換えられます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:root" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

AWSAFTExecution ロールについての説明

AFT をデプロイすると、AWSAFTExecution ロールが AFT 管理アカウントと AWS Control Tower 管理
アカウントで作成されます。後ほど、AFT パイプラインが、AFT アカウントのプロビジョニング段階
で、AFT でプロビジョニングされた各アカウントに AWSAFTExecution ロールを作成します。

AFT は、最初に AWSControlTowerExecution ロールを使用して、指定されたアカウントに
AWSAFTExecution ロールを作成します。AWSAFTExecution ロールを使用すると、AFT パイプライン
は、AFT でプロビジョニングされたアカウントと共有アカウントに対して、AFT フレームワークのプロビ
ジョニングとプロビジョニングのカスタマイズの段階で実行されるステップを実行できます。

個別のロールは範囲を制限するのに役立つ

ベストプラクティスとして、カスタマイズ権限は、リソースの初期デプロイ時に許可されるアク
セス許可とは別にしておきます。AWSAFTService ロールはアカウントのプロビジョニングを目
的としており、AWSAFTExecution ロールは、アカウントのカスタマイズを目的としていること
を忘れないようにしてください。この分離により、パイプラインの各フェーズで許可されるアク
セス許可の範囲が制限されます。この区別は、AWS Control Tower の共有アカウントをカスタマ
イズする場合に特に重要です。共有アカウントには、請求の詳細やユーザー情報などの機密情報
が含まれている場合があるためです。

AWSAFTExecution ロールのアクセス許可: AdministratorAccess – AWS マネージドポリシー

次の JSON アーティファクトは、AWSAFTExecution ロールにアタッチされた IAM ポリシー (信頼関係) 
を示しています。プレースホルダー番号 012345678901 は、AFT 管理アカウント ID 番号に置き換えられ
ます。

AWSAFTExecution の信頼ポリシー

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/AWSAFTAdmin" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

AWSAFTService ロールについての説明
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AWSAFTService ロールは、共有アカウントと管理アカウントを含むすべてのマネージドアカウントに 
AFT リソースをデプロイします。リソースは、以前は、AWSAFTExecution ロールによってのみデプロイ
されていました。

AWSAFTService ロールは、プロビジョニング段階でリソースをデプロイするためにサービスインフラス
トラクチャで使用することを目的としており、AWSAFTExecution ロールは、カスタマイズのデプロイに
のみ使用するためのものです。この方法でロールを引き受けると、各ステージでより詳細なアクセス制御
を維持できます。

AWSAFTService ロールのアクセス許可: AdministratorAccess – AWS マネージドポリシー

次の JSON アーティファクトは、AWSAFTService ロールにアタッチされた IAM ポリシー (信頼関係) を
示しています。プレースホルダー番号 012345678901 は、AFT 管理アカウント ID 番号に置き換えられま
す。

AWSAFTService の信頼ポリシー

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::012345678901:role/AWSAFTAdmin" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

コンポーネントサービス
AFT をデプロイすると、次の AWS のサービスから AWS 環境にコンポーネントが追加されます。

• AWS Control Tower - AFT は、AWS Control Tower 管理アカウントで AWS Control Tower Account 
Factory を使用して、アカウントをプロビジョニングします。

• Amazon DynamoDB - AFT は AFT 管理アカウントに Amazon DynamoDB テーブルを作成します。こ
のテーブルには、アカウントリクエスト、アカウント更新の監査履歴、アカウントメタデータ、および 
AWS Control Tower ライフサイクルイベントが保存されます。AFT は、AFT アカウントプロビジョニン
グワークフローの開始など、ダウンストリームプロセスを開始するための DynamoDB Lambda トリガー
も作成します。

• Amazon Simple Storage Service - AFT は、AFT 管理アカウントと AWS Control Tower ログアーカイブ
アカウントに Amazon Simple Storage Service (S3) バケットを作成します。このバケットには、AWS 
のサービスによって生成されたログのうち AFT パイプラインで必要なログが保存されます。AFT は、プ
ライマリおよびセカンダリ AWS リージョンに Terraform バックエンド S3 バケットを作成します。この
バケットには、AFT パイプラインワークフロー中に生成された Terraform 状態が保存されます。

• Amazon Simple Notification Service - AFT は、AFT 管理アカウントに Amazon Simple Notification 
Service (SNS) トピックを作成します。このトピックには、すべての AFT アカウントリクエストの処理
後に成功と失敗の通知が保存されます。任意のプロトコルを使用して、これらのメッセージを受信でき
ます。

• Amazon Simple Queue Service - AFT は、AFT 管理アカウントに Amazon Simple Queue Service 
(Amazon SQS) FIFO キューを作成します。キューを使用すると、複数のアカウントリクエストを並行し
て送信できますが、順次処理する場合には AWS Control Tower Account Factory に一度に 1 つのリクエ
ストを送信します。

• AWS CodeBuild - AFT は、AFT 管理アカウントに AWS CodeBuild ビルドプロジェクトを作成して、さ
まざまなビルドステージで AFT ソースコードの Terraform プランを初期化、コンパイル、テスト、およ
び適用します。
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• AWS CodePipeline - AFT は、AFT 管理アカウントに AWS CodePipeline パイプラインを作成し
て、AFT ソースコード用に選択したサポート対象の AWS CodeStar 接続プロバイダーと統合し、AWS 
CodeBuild でビルドジョブをトリガーします。

• AWS Lambda - AFT は、AFT 管理アカウントに AWS Lambda の関数とレイヤーを作成して、アカウン
トリクエスト、AFT アカウントプロビジョニング、およびアカウントカスタマイズの各プロセス中にス
テップを実行します。

• AWS Systems Manager Parameter Store - AFT は、AFT 管理アカウントに AWS Systems Manager 
Parameter Store をセットアップして、AFT パイプラインプロセスに必要な設定パラメータを保存しま
す。

• Amazon CloudWatch - AFT は、AFT 管理アカウントに Amazon CloudWatch ロググループを作
成して、AFT パイプラインで使用される AWS のサービスによって生成されたログを保存しま
す。CloudWatch ログの保持期間は、Never Expire に設定されています。

• Amazon VPC - AFT は、セキュリティを強化するために、Amazon Virtual Private Cloud (VPC) を作成し
て、AFT 管理アカウントのサービスとリソースを個別のネットワーク環境に分離します。

• AWS KMS - AFT は、AFT 管理アカウントと AWS Control Tower ログアーカイブアカウントで AWS 
Key Management Service (KMS) を使用します。AFT は、Terraform の状態、DynamoDB テーブルに保
存されるデータ、および SNS トピックを暗号化するためのキーを作成します。これらのログとアーティ
ファクトは、AWS のリソースとサービスが AFT によってデプロイされたときに生成されます。AFT で
作成された KMS キーは、デフォルトで 1 年ごとのローテーションが有効になっています。

• AWS Identity and Access Management (IAM) - AFT は、推奨される最小特権モデルに従います。ま
た、AFT パイプラインワークフロー中に必要なアクションを実行するために、必要に応じて AFT 管理ア
カウント、AWS Control Tower アカウント、および AFT でプロビジョニングされたアカウントに AWS 
Identity and Access Management (IAM) のロールとポリシーを作成します。

• AWS Step Functions - AFT は、AFT 管理アカウントに AWS Step Functions ステートマシンを作成しま
す。これらのステートマシンは、AFT アカウントプロビジョニングフレームワークおよびカスタマイズ
に必要なプロセスとステップをオーケストレートおよび自動化します。

• Amazon EventBridge - AFT は、AFT および AWS Control Tower 管理アカウントに Amazon 
EventBridge イベントバスを作成して、AWS Control Tower ライフサイクルイベントを AFT 管理アカウ
ントの DynamoDB テーブルにキャプチャして長期間保存します。AFT は、AFT 管理アカウントと AWS 
Control Tower 管理アカウントに AWS CloudWatch イベントルールを作成して、AFT パイプラインワー
クフローの実行中に必要な複数のステップをトリガーします。

• AWS CloudTrail (オプション) - この機能を有効にすると、AFT は、AWS Control Tower 管理アカウン
トに AWS CloudTrail 組織追跡を作成して、Simple Storage Service (Amazon S3) バケットおよび AWS 
Lambda 関数のデータイベントをログに記録します。AFT は、これらのログを AWS Control Tower ログ
アーカイブアカウントで一元管理される S3 バケットに送信します。

• AWS Support (オプション) - この機能を有効にすると、AFT は AFT によってプロビジョニングされたア
カウントの AWS Enterprise Support プランをオンにします。デフォルトでは、AWS ベーシックサポー
トプランを有効にした状態で AWS アカウントが作成されます。

AFT アカウントプロビジョニングパイプライン
パイプラインのアカウントプロビジョニングステージが完了した後も、AFT フレームワークは続行されま
す。これにより、一連のステップが自動的に実行され、アカウントのカスタマイズ (p. 179)ステージが開
始される前に、新しくプロビジョニングされたアカウントに詳細が設定されるようになります。

次に、AFT パイプラインが実行される次のステップを示します。

1. アカウントリクエストの入力を検証します。
2. プロビジョニングされたアカウント (アカウント ID など) に関する情報を取得します。
3. アカウントメタデータを AFT 管理アカウントの DynamoDB テーブルに保存します。
4. 新しくプロビジョニングされたアカウントに [AWSAFTExecution] IAM ロールを作成します。AFT は、

このロールが Account Factory ポートフォリオへのアクセスを許可するために、アカウントのカスタマ
イズステージを実行するこのロールを引き受けます。
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5. アカウントリクエスト入力パラメータの一部として指定したアカウントタグを適用します。
6. AFT デプロイ時に選択した AFT 機能オプションを適用します。
7. 指定した AFT アカウントプロビジョニングのカスタマイズを適用します。次のセクションでは、git

リポジトリで、AWS Step Functions ステートマシンを使用してこれらのカスタマイズを設定する方法
の詳細について説明します。このステージは、アカウントプロビジョニングフレームワークステージと
呼ばれることもあります。これはコアプロビジョニングプロセスの一部ですが、アカウントプロビジョ
ニングワークフローの一部としてカスタマイズされた統合を提供するフレームワークをあらかじめ設定
してから、次のステージで追加のカスタマイズをアカウントに追加します。

8. プロビジョニングされたアカウントごとに、AFT 管理アカウントに AWS CodePipeline が作成されま
す。これは、(次の、グローバルの) アカウントのカスタマイズ (p. 179) ステージを実行するために実
行されます。

9. プロビジョニングされた (およびターゲットの) アカウントごとに、アカウントカスタマイズパイプライ
ンを呼び出します。

10.成功または失敗の通知を SNS トピックに送信し、そこからメッセージを取得できます。

ステートマシンを使用したアカウントプロビジョニングフレーム
ワークのカスタマイズの設定
アカウントをプロビジョニングする前に Terraform 以外のカスタム統合を設定した場合、これらのカスタ
マイズは AFT アカウントのプロビジョニングワークフローに含まれます。例えば、AFT によって作成さ
れたすべてのアカウントがセキュリティ標準などの組織の標準やポリシーに準拠していることを確認する
ために、特定のカスタマイズが必要になる場合があります。これらの標準は、追加のカスタマイズの前に
アカウントに追加できます。これらのアカウントプロビジョニングフレームワークのカスタマイズは、グ
ローバルアカウントのカスタマイズステージが次に開始される前に、プロビジョニングされたすべてのア
カウントに実装されます。

Note

このセクションで説明する AFT 機能は、AWS Step Functions の機能を理解している上級ユー
ザーを対象としています。代替として、アカウントのカスタマイズステージでグローバルヘル
パーを操作することをお勧めします。

AFT アカウントプロビジョニングフレームワークは、ユーザーが定義した AWS Step Functions ステート
マシンを呼び出して、カスタマイズを実装します。可能なステートマシン統合の詳細については、「AWS 
Step Functions のドキュメント」を参照してください。

一般的な統合を次に示します。

• 任意の言語での AWS Lambda 関数
• Docker コンテナを使用した、AWS ECS または AWS Fargate タスク
• AWS またはオンプレミスでホストされるカスタムワーカーを使用した AWS Step Functions アクティビ

ティ
• Amazon SNS または SQS 統合

AWS Step Functions ステートマシンが定義されていない場合、ステージはノーオペレーションで渡されま
す。AFT アカウントプロビジョニングのカスタマイズのステートマシンを作成するには、AFT アカウント
プロビジョニングのカスタマイズのステートマシンを作成する (p. 179)の手順に従います。カスタマイズ
を追加する前に、前提条件を満たしていることを確認してください。

これらのタイプの統合は AWS Control Tower の一部ではないため、AFT アカウントカスタマイズのグロー
バルな事前 API ステージの間は追加できません。代わりに、AFT パイプラインを使用して、プロビジョニ
ングプロセスの一部としてこれらのカスタマイズを設定できます。これらは、プロビジョニングワークフ
ローで実行されます。次のセクションで説明するように、AFT アカウントプロビジョニングステージを開
始する前に、事前にステートマシンを作成して、これらのカスタマイズを実装する必要があります。
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ステートマシンを作成するための前提条件

• AFT が完全にデプロイされていること。AFT デプロイの詳細については、「AWS Control Tower 
Account Factory for Terraform (AFT) のデプロイ (p. 162)」を参照してください。

• AFT アカウントプロビジョニングのカスタマイズのために、環境に git リポジトリを設定します。詳細
については、「デプロイ後のステップ (p. 164)」を参照してください。

AFT アカウントプロビジョニングのカスタマイズのステートマシ
ンを作成する
ステップ 1: ステートマシンの定義を変更する

例の customizations.asl.json ステートマシンの定義を変更します。この例は、デプロイ後のステッ
プにおいて、AFT アカウントプロビジョニングのカスタマイズを保存するために設定した git リポジトリ
で使用できます。ステートマシンの定義の詳細については、「AWS Step Functions デベロッパーガイド」
を参照してください。

ステップ 2: 対応する Terraform 構成を含める

カスタム統合のためのステートマシンの定義を使用して、.tf 拡張子を持つ Terraform ファイルを同
じ git リポジトリに含めます。例えば、ステートマシンのタスク定義で Lambda 関数を呼び出す場合
は、lambda.tf ファイルを同じディレクトリに保存します。カスタム設定に必要な IAM ロールと許可を
含めてください。

適切な入力を指定すると、AFT パイプラインは自動的にステートマシンを呼び出し、AFT アカウントプロ
ビジョニングフレームワークステージの一部としてカスタマイズをデプロイします。

AFT アカウントプロビジョニングのフレームワークとカスタマイ
ズを再開するには
AFT は、AFT パイプラインを介して発行されたすべてのアカウントについて、アカウントプロビジョニン
グのフレームワークとカスタマイズの手順を実行します。アカウントプロビジョニングのカスタマイズを
再開するには、次の 2 つの方法のいずれかを使用できます。

1. アカウントリクエストリポジトリの既存のアカウントに変更を加えます。
2. AFT で新しいアカウントをプロビジョニングします。

アカウントのカスタマイズ
AFT は、プロビジョニングされたアカウントに標準の設定またはカスタマイズされた設定をデプロイでき
ます。AFT 管理アカウントでは、AFT はアカウントごとに 1 つのパイプラインを提供します。このパイプ
ラインを使用すると、すべてのアカウント、一組のアカウント、または個々のアカウントにカスタマイズ
を実装できます。Python スクリプト、bash スクリプト、および Terraform 設定を実行したり、アカウン
トカスタマイズステージの一部として AWS CLI を操作したりできます。

概要
選択した git リポジトリでカスタマイズを指定した後、グローバルカスタマイズを保存する場所またはア
カウントカスタマイズを保存する場所のいずれかで、アカウントカスタマイズステージが AFT パイプライ
ンによって自動的に完了します。アカウントを遡及的にカスタマイズするには、「カスタマイズの再呼び
出し (p. 181)」を参照してください。

グローバルカスタマイズ (オプション)
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AFT によってプロビジョニングされているすべてのアカウントに特定のカスタマイズを適用することもで
きます。例えば、特定の IAM ロールを作成する必要がある場合やすべてのアカウントにカスタムコント
ロールをデプロイする必要がある場合、AFT パイプラインのグローバルカスタマイズステージでその操作
を自動的に行うことができます。

アカウントカスタマイズ (オプション)

AFT でプロビジョニングされた他のアカウントとは異なる個別のアカウント、または一組のアカウントを
カスタマイズするには、AFT パイプラインのアカウントカスタマイズ部分を使用して、アカウント固有の
設定を実装します。例えば、特定のアカウントでのみ、インターネットゲートウェイへのアクセスが必要
になる場合があります。

カスタマイズの前提条件
アカウントのカスタマイズを開始する前に、次の前提条件が満たされていることを確認してください。

• AFT が完全にデプロイされていること。デプロイ方法については、「AWS Control Tower Account 
Factory for Terraform を設定して起動する (p. 163)」を参照してください。

• 環境内のグローバルカスタマイズおよびアカウントカスタマイズ用の git リポジトリに必要な情報が事
前入力されていること。詳細については、「デプロイ後のステップ (p. 164)」の「ステップ 3: (必須) 
各リポジトリを設定する」を参照してください。

グローバルカスタマイズの適用
グローバルカスタマイズを適用するには、選択したリポジトリに特定のフォルダ構造をプッシュする必要
があります。

• カスタム設定が Python プログラムまたはスクリプトの形式である場合は、それらをリポジトリ内の
[api_helpers/python] フォルダに配置します。

• カスタム設定が Bash スクリプトの形式である場合は、それらをリポジトリ内の [api_helpers] フォルダ
に配置します。

• カスタム設定が Terraform の形式である場合は、それらをリポジトリ内の [terraform] フォルダに配置し
ます。

• カスタム設定の作成の詳細については、グローバルカスタマイズの README ファイルを参照してくだ
さい。

Note

グローバルカスタマイズは、AFT パイプラインの AFT アカウントプロビジョニングフレームワー
クステージの後で自動的に適用されます。

アカウントカスタマイズの適用

選択したリポジトリに特定のフォルダ構造をプッシュすると、アカウントカスタマイズを適用できます。
アカウントカスタマイズは、AFT パイプラインのグローバルカスタマイズステージの後で自動的に適用さ
れます。アカウントカスタマイズリポジトリに、さまざまなアカウントカスタマイズを含む複数のフォル
ダーを作成することもできます。必要なアカウントカスタマイズの実装ごとに、以下のステップを使用し
ます。

アカウントカスタマイズを適用するには

1. ステップ 1: アカウントカスタマイズ用のフォルダを作成する
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選択したリポジトリで、AFT が提供する ACCOUNT_TEMPLATE フォルダーを新しいフォ
ルダーにコピーします。新しいフォルダの名前は、アカウントリクエストで指定した
account_customizations_name と一致する必要があります。

2. 特定のアカウントカスタマイズフォルダの設定を追加する

設定の形式に基づいて、アカウントカスタマイズフォルダーに設定を追加できます。

• カスタム設定が Python プログラムまたはスクリプトの形式である場合は、リポジトリ内にある
[account_customizations_name]/api_helpers/python フォルダに配置します。

• カスタム設定が Bash スクリプトの形式である場合は、それらをリポジトリ内にある
[account_customizations_name]/api_helpers フォルダに配置します。

• カスタム設定が Terraform の形式である場合は、それらをリポジトリ内の
[account_customizations_name]/terraform フォルダに配置します。

カスタム設定の作成の詳細については、アカウントカスタマイズの README ファイルを参照してく
ださい。

3. アカウントリクエストファイルの特定の account_customizations_name パラメータを参照する

AFT アカウントリクエストファイルには、入力パラメータ account_customizations_name が含
まれています。このパラメータの値として、アカウントカスタマイズの名前を入力します。

Note

環境内のアカウントに対して複数のアカウントリクエストを送信できます。異なる
または類似のアカウントカスタマイズを適用する場合は、アカウントリクエストの
account_customizations_name 入力パラメータを使用してアカウントのカスタマイズを指定
します。詳細については、「複数のアカウントリクエストを送信する」を参照してください。

カスタマイズの再呼び出し
AFT には、AFT パイプラインでカスタマイズを再呼び出しする方法が用意されています。この方法は、新
しいカスタマイズステップを追加した場合や、既存のカスタマイズを変更する場合に便利です。再呼び出
しすると、AFT によってカスタマイズパイプラインが開始されて、AFT でプロビジョニングされたアカウ
ントに変更が加えられます。イベントソースベースの再呼び出しを使用すると、個々のアカウント、すべ
てのアカウント、OU に応じたアカウント、またはタグに従って選択されたアカウントにカスタマイズを
適用できます。

AFT でプロビジョニングされたアカウントのカスタマイズを再呼び出しするには、次の 3 つのステップに
従います。

ステップ 1: グローバルカスタマイズまたはアカウントカスタマイズの git リポジトリに変更をプッシュ
する

必要に応じてグローバルカスタマイズおよびアカウントカスタマイズを更新し、変更を git リポジトリに
再度プッシュします。この時点では何も起こりません。次の 2 つのステップで説明するように、イベント
ソースによってカスタマイズパイプラインを呼び出す必要があります。

ステップ 2: カスタマイズを再呼び出しするための AWS Step Functions の実行を開始する

AFT では、AFT 管理アカウントに aft-invoke-customizations という AWS Step Functions が用意
されています。この関数の目的は、AFT でプロビジョニングされたアカウントのカスタマイズパイプライ
ンを再呼び出しすることです。

次に、aft-invoke-customizations AWS Step Functions に入力を渡すために作成できるイベントス
キーマ (JSON 形式) の例を示します。
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{ 
  "include": [ 
    { 
      "type": "all" 
    }, 
    { 
      "type": "ous", 
      "target_value": [ "ou1","ou2"] 
    }, 
    { 
      "type": "tags", 
      "target_value": [ {"key1": "value1"}, {"key2": "value2"}] 
    }, 
    { 
      "type": "accounts", 
      "target_value": [ "acc1_ID","acc2_ID"] 
    } 
  ], 

  "exclude": [ 
    { 
      "type": "ous", 
      "target_value": [ "ou1","ou2"] 
    }, 
    { 
      "type": "tags", 
      "target_value": [ {"key1": "value1"}, {"key2": "value2"}] 
    }, 
    { 
      "type": "accounts", 
      "target_value": [ "acc1_ID","acc2_ID"] 
    } 
  ]
}

このイベントスキーマの例に示すように、再呼び出しプロセスに対して含めたり除外したりするアカウン
トを選択できます。組織単位 (OU)、アカウントタグ、およびアカウント ID でフィルタリングできます。
フィルターを適用せず、ステートメント "type":"all" を含めた場合は、AFT でプロビジョニングされ
たすべてのアカウントのカスタマイズが再呼び出しされます。

Note

AWS Control Tower のバージョンが 1.6.5 以降の場合は、ネストされた OU を構文 OU Name 
(ou-id-1234) を使用してターゲットにできます。詳細については、次の GitHub に関するト
ピックを参照してください。

イベントパラメータを入力すると、Step Functions が実行され、対応するカスタマイズが呼び出されま
す。AFT では、一度に最大 5 つのカスタマイズを呼び出すことができます。Step Functions は、イベント
条件に一致するすべてのアカウントが完了するまで待機してループします。

ステップ 3: AWS Step Functions の出力をモニタリングし、AWS CodePipeline の実行を監視する

• Step Functions で生成される出力には、Step Functions 入力イベントソースと一致するアカウント ID が
含まれています。

• [Developer Tools] (開発者用ツール) の下にある AWS CodePipeline に移動して、アカウント ID に対応
するカスタマイズパイプラインを表示します。
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AFT アカウントカスタマイズリクエストの追跡によるトラブル
シューティング
AWS Lambda に基づいてアカウントカスタマイズワークフローが出力するログには、ターゲットアカ
ウント ID とカスタマイズリクエスト ID が含まれます。AFT では、カスタマイズリクエストに関連す
る CloudWatch Logs をターゲットアカウントまたはカスタマイズリクエスト ID でフィルタリングする
ために使用できる CloudWatch Logs Insights クエリを提供することで、Amazon CloudWatch Logs によ
るカスタマイズリクエストの追跡とトラブルシューティングを行うことができます。詳細については、
「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」の「Amazon CloudWatch Logs を使用したログデータの分
析」を参照してください。

AFT で CloudWatch Logs Insights を使用するには

1. CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ログ]、[ログのインサイト] の順に選択します。
3. [クエリ] を選択します。
4. [サンプルクエリ] で [Account Factory for Terraform] を選択し、次のクエリのいずれかを選択します。

• アカウント ID 別のカスタマイズログ

Note

必ず "YOUR-ACCOUNT-ID" をターゲットアカウント ID に置き換えてください。

fields @timestamp, log_message.account_id as target_account_id, 
 log_message.customization_request_id as customization_request_id, log_message.detail 
 as detail, @logStream
| sort @timestamp desc
| filter log_message.account_id == "YOUR-ACCOUNT-ID" and @message like /
customization_request_id/

• カスタマイズリクエスト ID 別のカスタマイズログ

Note

必ず "YOUR-CUSTOMIZATION-REQUEST-ID" をカスタマイズリクエスト ID に置き換え
てください。カスタマイズリクエスト ID は、AFT アカウントプロビジョニングフレーム
ワークの AWS Step Functions ステートマシンの出力で確認できます。AFT アカウントプ
ロビジョニングフレームワークの詳細については、「AFT アカウントプロビジョニングパ
イプライン」を参照してください。

fields @timestamp, log_message.account_id as target_account_id, 
 log_message.customization_request_id as customization_request_id, log_message.detail 
 as detail, @logStream
| sort @timestamp desc
| filter log_message.customization_request_id == "YOUR-CUSTOMIZATION-REQUEST-ID"

5. クエリを選択したら、必ず時間間隔を選択し、[クエリの実行] を選択します。

AFT での代替のソースコードバージョン管理
AFT は、ネイティブでソースコードのバージョン管理システム (VCS、Version Control System) に AWS 
CodeCommit を使用しますが、ビジネス要件または既存のアーキテクチャに適合する他の AWS CodeStar 
接続も使用できます。AFT デプロイの前提条件の一部として、サードパーティー VCS を指定できます。
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AFT では、次のソースコード管理の代替方法がサポートされています。

• GitHub
• GitHub Enterprise Server
• Bitbucket

VCS として AWS CodeCommit を選択した場合、追加のステップは必要ありません。AFT はデフォルト
で、環境内に必要な git リポジトリ (デフォルト名を使用) を作成します。ただし、組織の標準に準拠する
ように、必要に応じて CodeCommit のデフォルトのリポジトリ名をオーバーライドすることができます。

AFT で代替のソースコードバージョン管理システム (カスタム 
VCS) を設定する
AFT デプロイ用の代替のソースコードバージョン管理システムを設定するには、次のステップに従いま
す。

ステップ 1: サポートされているサードパーティーのバージョン管理システム (VCS、Version Control 
System) で git リポジトリを作成する

AWS CodeCommit を使用していない場合は、以下の項目のために、AFT でサポートされるサードパー
ティー VCS プロバイダー環境内に git リポジトリを作成する必要があります。

• AFT アカウントリクエスト。サンプルコードがあります。AFT アカウントリクエストの詳細について
は、「AFT による新しいアカウントのプロビジョニング (p. 160)」を参照してください。

• AFT アカウントプロビジョニングのカスタマイズ。サンプルコードがあります。AFT アカウントプロビ
ジョニングのカスタマイズの詳細については、「AFT アカウントプロビジョニングのカスタマイズのス
テートマシンを作成する (p. 179)」を参照してください。

• AFT グローバルカスタマイズ。サンプルコードがあります。AFT グローバルカスタマイズの詳細につい
ては、「アカウントのカスタマイズ (p. 179)」を参照してください。

• AFT アカウントのカスタマイズ。サンプルコードがあります。AFT アカウントのカスタマイズの詳細に
ついては、「アカウントのカスタマイズ (p. 179)」を参照してください。

ステップ 2: AFT デプロイに必要な VCS 設定パラメータを指定する

AFT デプロイの一部として VCS プロバイダーを設定するには、次の入力パラメータが必要です。

• vcs_provider: AWS CodeCommit を使用していない場合は、ユースケースに基づいて、VCS プロバイ
ダーを "bitbucket"、"github"、または "githubenterprise" として指定します。

• github_enterprise_url: GitHub Enterprise の顧客のみを対象に、GitHub の URL を指定します。
• account_request_repo_name: デフォルトで、この値は AWS CodeCommit ユーザーに対して aft-
account-request に設定されます。CodeCommit で、または AFT でサポートされるサードパー
ティー VCS プロバイダー環境で新しい名前でリポジトリを作成した場合は、この入力値を実際のリポ
ジトリ名で更新します。Bitbucket、GitHub、および GitHub Enterprise の場合、リポジトリ名は [Org]/
[Repo] という形式である必要があります。

• account_customizations_repo_name: デフォルトで、この値は AWS CodeCommit ユーザーに対して
aft-account-customizations に設定されます。CodeCommit で、または AFT でサポートされる
サードパーティー VCS プロバイダー環境で新しい名前でリポジトリを作成した場合は、この入力値をお
使いのリポジトリ名で更新します。Bitbucket、GitHub、および GitHub Enterprise の場合、リポジトリ
名は [Org]/[Repo] という形式である必要があります。

• account_provisioning_customizations_repo_name: デフォルトで、この値は AWS CodeCommit ユー
ザーに対して aft-account-provisioning-customizations に設定されます。AWS CodeCommit 
で、または AFT でサポートされるサードパーティー VCS プロバイダー環境で新しい名前でリポジト
リを作成した場合は、この入力値をお使いのリポジトリ名で更新します。Bitbucket、GitHub、および 
GitHub Enterprise の場合、リポジトリ名は [Org]/[Repo] という形式である必要があります。
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• global_customizations_repo_name: デフォルトで、この値は AWS CodeCommit ユーザーに対して aft-
global-customizations に設定されます。CodeCommit で、または AFT でサポートされるサード
パーティー VCS プロバイダー環境で新しい名前でリポジトリを作成した場合は、この入力値をお使い
のリポジトリ名で更新します。Bitbucket、GitHub、および GitHub Enterprise の場合、リポジトリ名は
[Org]/[Repo] という形式である必要があります。

• account_request_repo_branch: ブランチはデフォルトで main ですが、この値はオーバーライドできま
す。

デフォルトでは、AFT のソースは各 git リポジトリの main ブランチです。ブランチ名の値は、追加の
入力パラメータでオーバーライドできます。入力パラメータの詳細については、AFT Terraform モジュー
ルの README ファイルを参照してください。

ステップ 3: サードパーティー VCS プロバイダーの AWS CodeStar 接続を完了する

デプロイが実行されると、AFT は、必要な AWS CodeCommit リポジトリを作成するか、選択したサード
パーティー VCS プロバイダーの AWS CodeStar 接続を作成します。後者の場合は、AFT 管理アカウント
のコンソールに手動でサインインして、保留中の AWS CodeStar 接続を完了する必要があります。AWS 
CodeStar 接続の完了に関する詳細な手順については、AWS CodeStar のドキュメントを参照してくださ
い。

データ保護
AFT でのデータ保護には、AWS 責任共有モデルが適用されます。データ保護のため、セキュリティにつ
いては、次のベストプラクティスをお勧めします。

• AWS Control Tower で提供されるデータ保護ガイドラインに従ってください。詳細については、「AWS 
Control Tower のデータ保護 (p. 1027)」を参照してください。

• AFT デプロイ時に生成された Terraform 状態設定を保持します。詳細については、「AWS Control 
Tower Account Factory for Terraform (AFT) のデプロイ (p. 162)」を参照してください。

• 組織のセキュリティポリシーの指示に従って、機密性の高い認証情報を定期的にローテーションしま
す。シークレットの例としては、Terraform トークン、git トークンなどがあります。

保管時の暗号化

AFT では、AWS Key Management Service キーを使用して、保管時に暗号化される Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケット、Amazon SNS トピック、Amazon SQS キュー、Amazon DynamoDB 
データベースを作成します。AFT で作成された KMS キーは、デフォルトで 1 年ごとのローテーションが
有効になっています。Terraform の Terraform Cloud または Terraform Enterprise ディストリビューション
を選択した場合、AFT には AWS Systems Manager の SecureString パラメータが含まれており、機密性
の高い Terraform トークン値を格納できます。

AFT は、コンポーネントサービス (p. 176)で説明されている AWS のサービスを使用します。つまり、デ
フォルトで、保管時に暗号化されます。詳細については、AFT の各コンポーネントの AWS のサービスに
関する AWS ドキュメントを参照し、各サービスが従うデータ保護プラクティスについて確認してくださ
い。

転送時の暗号化

AFT は、コンポーネントサービス (p. 176)で説明されている AWS のサービスに依存しています。つま
り、デフォルトで、転送時に暗号化が使用されます。詳細については、AFT の各コンポーネントの AWS 
のサービスに関する AWS ドキュメントを参照し、各サービスが従うデータ保護プラクティスについて確
認してください。

Terraform Cloud または Terraform Enterprise ディストリビューションの場合、AFT は Terraform 組織にア
クセスするための HTTPS エンドポイント API を呼び出します。AWS CodeStar 接続でサポートされてい
るサードパーティーの VCS プロバイダーを選択した場合、AFT は HTTPS エンドポイント API を呼び出
して VCS プロバイダー組織にアクセスします。
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AFT からアカウントを削除する
このトピックでは、AFT からアカウントを削除して、AFT パイプラインでアカウントのデプロイと更新を
停止する方法について説明します。

Important

AFT パイプラインからアカウントを削除すると、元に戻すことはできず、状態が失われる可能性
があります。

AFT からアカウントを削除するのは、廃止したアプリケーションのアカウントを閉鎖する場合、漏洩した
アカウントを隔離する場合、またはアカウントをある組織から別の組織に移動する場合です。

Note

AFT からアカウントを削除することは、AWS Control Tower アカウントまたは AWS アカウント 
を削除することと同じです。AFT からアカウントを削除しても、引き続き AWS Control Tower が
アカウントを管理します。AWS Control Tower アカウントまたは AWS アカウント を削除するに
は、以下を参照してください。

• 「Control Tower ユーザーガイド」の「Unmanage a member account」(メンバーアカウントの
管理を解除する) を参照してください。

• 「AWS Billing ユーザーガイド」の「アカウントの解約」

AFT パイプラインからアカウントを削除するには

AFT からアカウントを削除する手順を以下に説明します。

1. アカウントリクエストを保存する git リポジトリからアカウントを削除する

アカウントリクエストを保存する git リポジトリで、AFT から削除するアカウントのアカウントリク
エストを削除します。

アカウントリクエストリポジトリからアカウントリクエストを削除すると、AFT はカスタマイズパイ
プラインとアカウントのメタデータを削除します。詳細については、GitHub の AFT の「1.8.0 リリー
スノート」を参照してください。

2. Terraform ワークスペースを削除する (Terraform Cloud および Terraform Enterprise のお客様のみ)

AFT から削除するアカウントのグローバルカスタマイズとアカウントカスタマイズのワークスペース
を削除します。

3. Amazon S3 バックエンドから Terraform の状態を削除する

AFT 管理アカウントで、AFT から削除するアカウントの、Amazon S3 バケット内のすべての関連
フォルダを削除します。

Tip

以下の例では、012345678901 を AFT 管理アカウント ID 番号に置き換えます。

例: Terraform OSS

Terraform OSS を選択すると、aft-backend-012345678901-primary-region および aft-
backend-012345678901-secondary-region Amazon S3 バケットに 3 つのフォルダがアカウン
トごとに表示されます。これらのフォルダは、カスタマイズパイプラインの状態、アカウントのカス
タマイズ状態、およびグローバルカスタマイズ状態に関連しています

例: テラフォームクラウドまたはテラフォームエンタープライズ

Terraform Cloud または Terraform Enterprise を選択した場合、aft-backend-012345678901-
primary-region および aft-backend-012345678901-secondary-region Amazon S3 バケッ
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トには、アカウントごとにフォルダがあります。これらのフォルダは、カスタマイズパイプラインの
状態に関連しています。

運用メトリクス
デフォルトでは、Account Factory for Terraform (AFT) は匿名の運用メトリクスを AWS に送信します。こ
のデータは、ソリューションの品質と機能を向上させる目的で、お客様が AFT をどのように使用している
かを理解するために使用されます。AFT のデプロイ中にパラメーターを変更することで、データ収集をオ
プトアウトできます。データ収集が有効になっていると、次のデータが AWS に送信されます。

• ソリューション: AFT 固有の識別子
• バージョン: AFT のバージョン
• UUID (Universally Unique Identifier): 個々の ATF のデプロイに対してランダムに生成された一意の識別

子
• タイムスタンプ: データ収集タイムスタンプ
• データ: お客様が行った AFT の設定とアクション

収集したデータの所有権は AWS が有します。データ収集には、AWS プライバシーポリシーが適用されま
す。

Note

1.6.0 より前のバージョンの AFT では、使用量メトリクスは AWS にレポートされません。

レポートメトリクスをオプトアウトするには:

• 次の例に示すように、Terraform 入力設定ファイルで aft_metrics_reporting の入力値を false に
設定し、AFT を再デプロイします。明示的に設定しない場合、この値は、デフォルトで true に設定さ
れます。

例をコピーする場合は、x の部分の文字列を実際の ID とリージョン値で置き換えてください。

    module "control_tower_account_factory" { 
    source = "aws-ia/control_tower_account_factory/aws" 
     
    # Required Vars 
    ct_management_account_id    = "xxxxxxxxxxx" 
    log_archive_account_id      = "xxxxxxxxxxx" 
    audit_account_id            = "xxxxxxxxxxx" 
    aft_management_account_id   = "xxxxxxxxxxx" 
    ct_home_region              = "xx-xxxx-x" 
    tf_backend_secondary_region = "xx-xxxx-x" 
     
    # Optional Vars 
    aft_metrics_reporting = false    # to opt out, set this value to false  
    }

Account Factory for Terraform (AFT)
このセクションは、Account Factory for Terraform (AFT) 使用時に直面する可能性のある一般的な問題をト
ラブルシューティングするのに役立ちます。

トピック

187

http://aws.amazon.com/privacy/


AWS Control Tower ユーザーガイド
トラブルシューティングガイド

• 一般的な問題 (p. 188)
• アカウントのプロビジョニング/登録に関連する問題 (p. 188)
• カスタマイズの呼び出しに関する問題 (p. 189)
• アカウントカスタマイズのワークフローに関連する問題 (p. 189)

一般的な問題
• AWS リソースクォータの超過

ロググループによって AWS リソースクォータの超過が示された場合、AWS サポート に連絡してくだ
さい。Account Factory では、AWS CodeBuild、AWS Organizations、AWS Systems Manager を含む 
AWS のサービス にリソースクォータが割り当てられています。詳細については、次を参照してくださ
い。
• 「CodeBuild ユーザーガイド」の「AWS CodeBuild とは」。
• 「Organizations ユーザーガイド」の「AWS Organizations とは」
• 「Systems Manager ユーザーガイド」の「AWS Systems Manager とは」

• Account Factory バージョンが古い

問題が発生した際、それがバグであることを確かめるには、Account Factory が最新バージョンであるこ
とを確認します。詳細については、「Updating the Account Factory version」(Account Factory バージョ
ンの更新)を参照してください。

• Account Factory ソースコードにローカルな変更が加えられている

Account Factory は、オープンソースプロジェクトです。AWS Control Tower は Account Factory コ
アコードをサポートしています。Account Factory コアコードにローカルな変更を加える場合、AWS 
Control Tower は Account Factory デプロイをベストエフォートベースでのみサポートします。

• Account Factory ロールのアクセス許可が不十分

Account Factory では、IAM ロールとポリシーを作成して、発行されたアカウントのデプロイとカスタ
マイズを管理します。このようなロールまたはポリシーを変更すると、Account Factory パイプラインで
特定のアクションを実行できなくなる可能性があります。詳細については、「Required roles」(必要な
ロール) を参照してください。

• アカウントリポジトリに情報が正しく入力されていない

アカウントをプロビジョニングする前に、必ず「デプロイ後の手順」に従ってください。
• 手動による OU の変更後、ドリフトが検出されなくなる

Note

ドリフト検出は、AWS Control Tower で自動的に行われます。ドリフトの解決の詳細について
は、「Detect and resolve drift in AWS Control Tower」(AWS Control Tower でドリフトを検出
して解決する) を参照してください。

組織単位 (OU) が手動で変更されると、ドリフトが検出されなくなります。これは、イベント駆動型の 
Account Factory が持つ性質によるものです。アカウントリクエストが送信されるとき、Terraform に
よって管理されるリソースは Amazon DynamoDB アイテムであり、直接のアカウントではありません。
アイテムが変更されると、リクエストはキューに入れられ、AWS Control Tower によって (アカウント
の詳細を管理するサービス) を通じて処理されます。OU を手動で変更すると、アカウントリクエストが
変更されないため、ドリフトは検出されません。

アカウントのプロビジョニング/登録に関連する問題
• アカウントリクエスト (メールアドレス/名前) がすでに存在する
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この問題は通常、プロビジョニング中または ConditionalCheckFailedException 発生時
に、Service Catalog 製品の障害を引き起こします。

この問題の詳細情報は、次のいずれかを実行することで確認できます。
• Terraform または CloudWatch Logs ロググループを確認する。
• Amazon SNS トピックに発行されたエラー aft-failure-notifications を確認する。

• 不正な形式のアカウントリクエスト

アカウントリクエストが期待されるスキーマに従っていることを確認します。例については、GitHub の
terraform-aws-control_tower_account_factory を参照してください。

• AWS Organizations のリソースクォータを超過している

アカウントリクエストが AWS Organizations リソースクォータを超過していないことを確認します。詳
細については、「Quotas for AWS Organizations」(AWS Organizations のクォータ) を参照してくださ
い。

カスタマイズの呼び出しに関する問題
• ターゲットアカウントが Account Factory にオンボードされていない

カスタマイズリクエストに含まれるすべてのアカウントが Account Factory にオンボードされているこ
とを確認します。詳細については、「Update an existing account」(既存のアカウントの更新)を参照し
てください。

• カスタマイズリクエストのターゲットとなるアカウントが DynamoDB テーブル aft-request-
metadata には存在するが、アカウントリクエストリポジトリに存在しない

次のいずれかを実行して、問題のあるアカウントを除外するようにカスタマイズ呼び出しリクエストを
書式設定します。
• DynamoDB テーブル aft-request-metadata で、アカウントリクエストリポジトリに存在しない

アカウントを参照するエントリを削除する。
• 「all」をターゲットとして使用しない。
• アカウントが属する OU をターゲットにしない。
• アカウントを直接ターゲットにしない。

• Terraform Cloud に使用されたトークンが誤っている

正しいトークンを設定していることを確認します。Terraform Cloud はチームベースのトークンのみをサ
ポートし、組織ベースのトークンをサポートしていません。

• アカウントカスタマイズパイプラインが作成される前にアカウントを作成できなかった。アカウントを
カスタマイズできない

アカウントリクエストリポジトリのアカウント仕様を変更します。アカウントのタグ値を変更するなど
の変更を加えると、パイプラインが存在しない場合でも、Account Factory はパイプラインの作成を試み
るパスをたどります。

アカウントカスタマイズのワークフローに関連する問題
アカウントカスタマイズのワークフローに関連する問題が発生した場合は、AFT のバージョンが 1.8.0 以
上であることを確認し、DynamoDB リクエストテーブルからアカウント関連のメタデータのインスタンス
をすべて削除してください。

AFT バージョン 1.8.0 の詳細については、GitHub の「リリース 1.8.0」を参照してください。

AFT のバージョンを確認および更新する方法については、以下を参照してください。
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• AFT バージョンを確認する
• AFT バージョンを更新する

Amazon CloudWatch Logs Insights クエリを使用して、ターゲットアカウントとカスタマイズリクエスト 
ID を含むログをフィルタリングすることで、カスタマイズリクエストの追跡とトラブルシューティングを
行うこともできます。詳細については、「AFT アカウントカスタマイズリクエストの追跡によるトラブル
シューティング」を参照してください。
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AWS Control Tower でドリフトを検
出および解決する

ドリフトの特定と解決は、AWS Control Tower 管理アカウント管理者の通常の運用タスクです。ドリフト
を解決することで、ガバナンス要件のコンプライアンスを確保できます。

ランディングゾーンを作成するとき、ランディングゾーンとすべての組織単位 (OU)、アカウント、リソー
スは、選択したコントロールによって適用されるガバナンスルールに準拠します。ユーザーおよび組織の
メンバーがランディングゾーンを使用する際、コンプライアンスステータスが変更されることがありま
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。

ドリフト検出は、ドリフトを解決するために変更や設定更新が必要になるリソースを識別するのに役立ち
ます。

ドリフトの検出
ドリフト検出は、AWS Control Tower で自動的に行われます。ドリフトを検出するには、AWS 
Control Tower が AWS Organizations への読み取り専用 API コールを行えるようにするた
め、AWSControlTowerAdmin ロールに管理アカウントへの永続的アクセス権が必要です。これらの API 
コールは、AWS CloudTrail イベントとして表示されます。

ドリフトは、監査アカウントに集約された Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知に表示
されます。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。

Note

AWS Control Tower は、AWS Security Hub サービスマネージドスタンダード (AWS Control 
Tower) に含まれているコントロールのドリフトを検出しません。

メンバーアカウント管理者は、特定のアカウントの SNS ドリフト通知にサブスクライブできます 
(ベストプラクティスとしてもサブスクライブをお勧めします)。例えば、aws-controltower-
AggregateSecurityNotifications SNS トピックはドリフト通知を提供します。ドリフトが発生する
と、AWS Control Tower コンソールから管理アカウント管理者に通知されます。ドリフトの検出と通知に
関する SNS トピックの詳細については、「ドリフトの防止と通知 (p. 227)」を参照してください。

ドリフト通知の重複除外

同じタイプのドリフトが同じリソースセットで複数回発生した場合、AWS Control Tower はドリフトの初
回インスタンスに対してのみ SNS 通知を送信します。AWS Control Tower は、このドリフトのインスタ
ンスが修復されたことを検出した場合、それらの同一のリソースに対してドリフトが再発生した場合にの
み、別の通知を送信します。

例: アカウントドリフトと SCP ドリフトは、次の方法で処理されます。

• 同じマネージド SCP を複数回変更した場合、初めて変更したときに通知が届きます。
• マネージド SCP を変更し、ドリフトを修正してから再度変更すると、2 回通知が届きます。

アカウントドリフトのタイプ

• OU 間でのアカウントの移動
• アカウントが組織から削除
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Note

アカウントを 1 つの OU から別の OU に移動しても、以前の OU のコントロールは削除されま
せん。移動先 OU で新しいフックベースのコントロールを有効にすると、古いフックベースの
コントロールがアカウントから削除され、新しいコントロールに置き換わります。SCP と AWS 
Config ルールで実装されたコントロールは、アカウントが OU を変更した場合は必ず手動で削除
する必要があります。

ポリシードリフトのタイプ

• SCP の更新
• SCP が OU にアタッチされた
• SCP が OU からデタッチされた
• SCP がアカウントにアタッチされた

詳細については、「ガバナンスドリフトのタイプ (p. 194)」を参照してください。

ドリフトの解決
検出は自動で行われますが、ドリフトを解決するステップはコンソールを使用して行う必要があります。

• [Landing zone settings] (ランディングゾーン設定) ページでは、さまざまなタイプのドリフトを解決でき
ます。これらのタイプのドリフトを修復するには、[Versions] (バージョン) セクションの [Repair] (修復) 
ボタンを選択することができます。

• OU のアカウント数が 300 未満の場合は、[Organization] (組織) ページまたは [OU details] (OU の詳細) 
ページで [Re-register OU] (OU の再登録) を選択することで、Account Factory でプロビジョニングされ
たアカウントのドリフト、または SCP のドリフトを修復できます。

• 個々のアカウントを更新することで、移動されたメンバーアカウント (p. 195) などのアカウントドリ
フトを修復できる場合があります。詳細については、「コンソールでアカウントを更新する (p. 144)」
を参照してください。

Note

ランディングゾーンを修復すると、ランディングゾーンが最新のバージョンにアップグレードさ
れます。

ドリフトスキャンと SCP スキャンに関する考慮事
項

AWS Control Tower は、マネージド SCP を毎日スキャンして、対応するコントロールが正しく適用
され、ドリフトが発生していないことを確認します。SCP を取得し、それらのチェックを実行するた
め、AWS Control Tower がユーザーに代わって管理アカウントのロールを使用して AWS Organizations を
呼び出します。

AWS Control Tower のスキャンでドリフトが検出された場合は、通知が届きます。AWS Control Tower 
は、ドリフトの問題ごとに通知を 1 つだけ送信するため、ランディングゾーンが既にドリフト状態にある
場合、新しいドリフトアイテムが見つからない限り、追加の通知が送信されることはありません。

AWS Organizations は、各 API を呼び出すことができる頻度を制限します。この制限は、1 秒あたりの
トランザクション (TPS) 単位で表され、TPS 制限、スロットリングレート、または API リクエストレー
トと呼ばれます。AWS Control Tower が AWS Organizations を呼び出して SCP を監査する場合、AWS 
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Control Tower が行う API コールは TPS 制限にカウントされます。これは、AWS Control Tower が管理ア
カウントを使用してコールを行うためです。

まれに、サードパーティーのソリューションまたは作成したカスタムスクリプトを使用して、同じ API を
繰り返し呼び出すと、この制限に達することがあります。例えば、お客様と AWS Control Tower が同じタ
イミング (1 秒以内) で同じ AWS Organizations API コールを行い、TPS 制限に達すると、後続のコールは
スロットリングされます。つまり、これらのコールは Rate exceeded のようなエラーを返します。

API リクエストレートを超えた場合

• AWS Control Tower が上限に達してスロットリングされた場合、監査の実行が一時停止され、後で再開
されます。

• ワークロードが制限に達してスロットリングされた場合、その結果は、ワークロードの構成方法に応じ
て、わずかな遅延からワークロードの致命的なエラーにまで及ぶ可能性があります。このエッジケース
には注意が必要です。

日次 SCP スキャンは、

1. すべての OU を取得します。
2. 登録された OU ごとに、OU にアタッチされている AWS Control Tower によって管理されているすべ

ての SCP が取得されます。マネージド SCP には、aws-guardrails で始まる識別子があります。
3. OU で有効な予防コントロールごとに、コントロールのポリシーステートメントが OU のマネージド 

SCP に存在することを確認します。

日次スキャンでは、以下の AWS Organizations API に対して TPS が消費されます。

listOrganizationalUnits 8 バースト、5 持続的 ランディングゾーンあたり 1

listPoliciesForTarget 8 バースト、5 持続的 登録済み OU あたり 1

describePolicy 2 TPS マネージド SCP あたり 1

OU には、マネージド SCP が 1 つ以上ある場合があります。

すぐに修復すべきドリフトのタイプ
ほとんどのタイプのドリフトは、管理者が解決できます。ただし、AWS Control Tower ランディングゾー
ンに必須の組織単位を削除したなど、即時修復しなければならないタイプのドリフトもあります。回避す
べき重要なドリフトの例を以下に示します。

• セキュリティ OU を削除しないでください。AWS Control Tower によるランディングゾーンのセット
アップ中に元々セキュリティと名付けられていた組織単位は削除しないでください。削除すると、ラン
ディングゾーンをすぐに修復するように指示するエラーメッセージが表示されます。修復が完了するま
で、AWS Control Tower で他のアクションを実行することはできません。

• 必要なロールを削除しないでください。ユーザーがコンソールにログインすると、AWS Control Tower 
は特定の AWS Identity and Access Management (IAM) ロールに IAM ロールのドリフトがないかチェッ
クします。これらのロールが見つからないかアクセス可能でない場合は、ランディングゾーンを修復
するように指示するエラーページが表示されます。これらのロールは、AWSControlTowerAdmin
AWSControlTowerCloudTrailRole AWSControlTowerStackSetRole です。

これらのユーザーロールの詳細については、「AWS Control Tower コンソールを使用するために必要な
アクセス許可 (p. 1039)」を参照してください。
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• 追加の OU はすべて削除しないでください。AWS Control Tower によるランディングゾーンのセット
アップ中に元々サンドボックスと名付けられていた組織単位を削除した場合、ランディングゾーンはド
リフト状態になりますが、AWS Control Tower は引き続き使用できます。AWS Control Tower の運用に
は少なくとも 1 つの追加の OU が必要ですが、それがサンドボックス OU である必要はありません。

• 共有アカウントは削除しないでください。セキュリティ OU からログアカウントを削除するなど、基礎 
OU から共有アカウントを削除した場合、ランディングゾーンはドリフト状態になります。これを修復
しないと、AWS Control Tower コンソールを使用し続けることができません。

リソースへの修復可能な変更
以下に示しているのは、AWS Control Tower リソースに許可された変更のリストです。ただし、それら
の変更により、修復可能なドリフトが発生します。これらの許可されたオペレーションの結果は AWS 
Control Tower コンソールで表示できますが、更新が必要な場合があります。

発生したドリフトを解決する方法の詳細については、「AWS Control Tower の外部でのリソースの管理」
を参照してください。

AWS Control Tower コンソールの外部で許可される変更

• 登録済み OU の名前変更。
• セキュリティ OU の名前変更。
• 基礎 OU 以外のメンバーアカウントの名前変更。
• セキュリティ OU での AWS Control Tower の共有アカウントの名前変更。
• 基礎以外の OU の削除。
• 基礎以外の OU からの登録済みアカウントの削除。
• セキュリティ OU での共有アカウントのメールアドレスの変更。
• 登録された OU 内のメンバーアカウントのメールアドレスの変更。

Note

OU 間でのアカウントの移動はドリフトと見なされ、修復する必要があります。

ドリフトと新しいアカウントのプロビジョニング
ランディングゾーンがドリフト状態である場合、AWS Control Tower 内の [Enroll account] (アカウントの
登録) 機能は動作しません。その場合、AWS Service Catalog を使用して新しいアカウントをプロビジョニ
ングする必要があります。手順については、「AWS Service Catalog Account Factory でのアカウントのプ
ロビジョニング  (p. 142)」を参照してください。

特に、ポートフォリオの名前変更など、Service Catalog を使用してアカウントに特定の変更を加えた場
合、[Enroll account] (アカウントの登録) 機能は動作しません。

ガバナンスドリフトのタイプ
ガバナンスドリフトは組織ドリフトとも呼ばれ、OU、SCP、およびメンバーアカウントが変更または更新
されたときに発生します。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。

• 移動されたメンバーアカウント (p. 195)
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• 削除されたメンバーアカウント (p. 196)
• 計画外のマネージド SCP の更新 (p. 197)
• メンバーアカウントにアタッチされた SCP (p. 199)
• マネージド OU にアタッチされた SCP (p. 197)
• マネージド OU からデタッチされた SCP (p. 198)
• 削除された基礎 OU (p. 199)

別のタイプのドリフトはランディングゾーンドリフトで、これは管理アカウントを通じて見られます。ラ
ンディングゾーンドリフトは、IAM ロールドリフト、または基礎 OU と共有アカウントに特に影響を与え
るあらゆるタイプの組織ドリフトで構成されます。

ランディングゾーンドリフトの特殊なケースは、ロールドリフトで、必要なロールが利用できない場合に
検出されます。このようなドリフトが発生すると、コンソールに警告ページと、ロールを復元する方法に
関するいくつかの指示が表示されます。ロールドリフトが修復されるまで、ランディングゾーンは利用で
きません。ドリフトの詳細については、すぐに修復すべきドリフトのタイプ (p. 193) というセクション
の「必要なロールを削除しない」を参照してください。

AWS Control Tower は、CloudTrail、CloudWatch、IAM Identity Center、AWS CloudFormation、AWS 
Config など、管理アカウントで動作する他のサービスに関するドリフトを探しません。これらのアカウン
トは必須の予防コントロールによって保護されているため、子アカウントではドリフト検出は使用できま
せん。

移動されたメンバーアカウント
このタイプのドリフトは、OU ではなくアカウントで発生します。このタイプのドリフトは、AWS Control 
Tower メンバーアカウント、監査アカウント、またはログアーカイブアカウントが、登録された AWS 
Control Tower OU から他の 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 member account 'account-
email@amazon.com (012345678909)' has been moved from organizational unit 'Sandbox (ou-0123-
eEXAMPLE)' to 'Security (ou-3210-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to 
 resolve this issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/move-account'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "ACCOUNT_MOVED_BETWEEN_OUS", 
  "RemediationStep" : "Re-register this organizational unit (OU), or if the OU has more 
 than 300 accounts, you must update the provisioned product in Account Factory.", 
  "AccountId" : "012345678909", 
  "SourceId" : "012345678909", 
  "DestinationId" : "ou-3210-1EXAMPLE"
} 
         

解決策
最大 300 のアカウントを持つ OU の、Account Factory でプロビジョニングされたアカウントでこのタイ
プのドリフトが発生した場合は、次の方法で解決できます。

• AWS Control Tower コンソールの [Organization] (組織) ページに移動し、アカウントを選択して、右上
の [Update account] (アカウントの更新) を選択します (個々のアカウントでは最速のオプション)。

• AWS Control Tower コンソールの [Organization] (組織) ページに移動して、アカウントを含まれてい
る OU の [Re-register] (再登録) を選択します (複数のアカウントでは最速のオプション)。詳細について
は、「AWS Control Tower への既存の組織単位の登録 (p. 211)」を参照してください。
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• Account Factory でプロビジョニングされた製品を更新する。詳細については、「AWS Control Tower ま
たは AWS Service Catalog で Account Factory アカウントを更新して移動する (p. 143)」を参照してく
ださい。

Note

更新する個々のアカウントが複数ある場合は、スクリプト 自動化によるアカウントのプロビ
ジョニングと更新 (p. 47) を使用して更新を行う方法も参照してください。

• 300 を超えるアカウントを持つ OU でこのタイプのドリフトが発生した場合、ドリフトの解決は、次の
段落で説明するように、移動されたアカウントのタイプによって異なる場合があります。詳細について
は、「ランディングゾーンを更新する (p. 46)」を参照してください。
• Account Factory でプロビジョニングされたアカウントが移動された場合 — アカウントが 300 未満の 

OU では、Account Factory でプロビジョニングされた製品を更新するか、OU を再登録するか、ラン
ディングゾーンを更新することで、アカウントドリフトを解決できます。

300 を超えるアカウントを持つ OU では、OU を再登録しても更新が実行されないため、AWS Control 
Tower コンソールまたはプロビジョニングされた製品のいずれかを使用して、移動した各アカウント
を更新することによりドリフトを解決する必要があります。詳細については、「AWS Control Tower 
または AWS Service Catalog で Account Factory アカウントを更新して移動する (p. 143)」を参照し
てください。

• 共有アカウントが移動された場合 — ランディングゾーンを更新することで、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を更新
する (p. 46)」を参照してください。

廃止されたフィールド名

AWS ガイドラインに準拠するため、フィールド名 MasterAccountID が
ManagementAccountID に変更されました。古い名前は廃止されました。2022 以降、廃止され
たフィールド名を含むスクリプトは機能しなくなります。

削除されたメンバーアカウント
このタイプのドリフトは、登録された AWS Control Tower 組織ユニットからメンバーアカウントが削除さ
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 member 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/remove-account'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "ACCOUNT_REMOVED_FROM_ORGANIZATION", 
  "RemediationStep" : "Add account to Organization and update Account Factory provisioned 
 product", 
  "AccountId" : "012345678909"
}

解像度
• このタイプのドリフトがメンバーアカウントで発生した場合は、AWS Control Tower コンソールまた

は Account Factory でアカウントを更新することによりドリフトを解決できます。例えば、Account 
Factory の更新ウィザードから、別の登録された OU にアカウントを追加できます。詳細については、
「AWS Control Tower または AWS Service Catalog で Account Factory アカウントを更新して移動す
る (p. 143)」を参照してください。
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• 共有アカウントが基礎 OU から削除された場合、ランディングゾーンを修復してドリフトを解決する必
要があります。このドリフトが解決されるまで、AWS Control Tower コンソールを使用することはでき
ません。

• アカウントと OU のドリフトの解決の詳細については、「AWS Control Tower の外部でリソースを管理
する場合 (p. 200)」を参照してください。

Note

Service Catalog では、Account Factory でプロビジョニングされた製品のうちアカウントを表
すものは、アカウントを削除するために更新されません。代わりに、プロビジョニングされた
製品は TAINTED として表示され、エラー状態になります。クリーンアップするには、Service 
Catalog に移動し、プロビジョニングされた製品を選択してから、[Terminate] (終了) を選択しま
す。

計画外のマネージド SCP の更新
このタイプのドリフトは、AWS CLI または AWS SDK の 1 つを使用して AWS Organizations コンソール
またはプログラムでコントロールの 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 registered organizational unit 'Security 
 (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'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "SCP_UPDATED", 
  "RemediationStep" : "Update Control Tower Setup", 
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE", 
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}

解像度
最大 300 アカウントの OU でこのタイプのドリフトが発生した場合は、次の方法で解決できます。

• AWS Control Tower コンソールで [Organization] ページに移動して OU を再登録する (最も時間がかから
ないオプション)。詳細については、「AWS Control Tower への既存の組織単位の登録 (p. 211)」を参
照してください。

• ランディングゾーンを更新する (時間のかかるオプション)。詳細については、「ランディングゾーンを
更新する (p. 46)」を参照してください。

300 を超えるアカウントを持つ OU でこのタイプのドリフトが発生した場合は、ランディングゾーンを更
新して解決してください。詳細については、「ランディングゾーンを更新する (p. 46)」を参照してくださ
い。

マネージド OU にアタッチされた SCP
このタイプのドリフトは、コントロールの SCP が他の OU にアタッチされた場合に発生する可能性があ
ります。AWS Control Tower コンソールの外部から OU で作業している場合に発生するのが特に一般的で
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 service control policy 'aws-
guardrails-012345 (p-tEXAMPLE)' has been attached to the registered organizational unit 
 'Sandbox (ou-0123-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to resolve this issue, 
 see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/scp-detached-ou'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "SCP_ATTACHED_TO_OU", 
  "RemediationStep" : "Update Control Tower Setup", 
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE", 
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}

解像度
最大 300 アカウントの OU でこのタイプのドリフトが発生した場合は、次の方法で解決できます。

• AWS Control Tower コンソールで [Organization] ページに移動して OU を再登録する (最も時間がかから
ないオプション)。詳細については、「AWS Control Tower への既存の組織単位の登録 (p. 211)」を参
照してください。

• ランディングゾーンを更新する (時間のかかるオプション)。詳細については、「ランディングゾーンを
更新する (p. 46)」を参照してください。

300 を超えるアカウントを持つ OU でこのタイプのドリフトが発生した場合は、ランディングゾーンを更
新して解決してください。詳細については、「ランディングゾーンを更新する (p. 46)」を参照してくださ
い。

マネージド OU からデタッチされた SCP
このタイプのドリフトは、AWS Control Tower によって管理される OU からコントロールの SCP がデ
タッチされた場合に発生する可能性があります。AWS Control Tower コンソールの外部から作業している
場合に発生するのが特に一般的です。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 registered organizational unit 
 'Sandbox (ou-0123-1EXAMPLE)'. For more information, including steps to resolve this issue, 
 see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/scp-detached'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "SCP_DETACHED_FROM_OU", 
  "RemediationStep" : "Update Control Tower Setup", 
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE", 
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}

解像度
最大 300 アカウントの OU でこのタイプのドリフトが発生した場合は、次の方法で解決できます。

• AWS Control Tower コンソールで OU に移動して OU を再登録する (最も時間がかからないオプショ
ン)。詳細については、「AWS Control Tower への既存の組織単位の登録 (p. 211)」を参照してくださ
い。

• ランディングゾーンを更新する (時間のかかるオプション)。ドリフトが必須コントロールに影響を与
えている場合、更新プロセスによって新しいサービスコントロールポリシー (SCP) が作成され、それ
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を OU にアタッチすることでドリフトを修復します。ランディングゾーンを更新する方法については、
「ランディングゾーンを更新する (p. 46)」を参照してください。

300 を超えるアカウントを持つ OU でこのタイプのドリフトが発生した場合は、ランディングゾーンを更
新して解決してください。ドリフトが必須コントロールに影響を与えている場合、更新プロセスによって
新しいサービスコントロールポリシー (SCP) が作成され、それを OU にアタッチすることでドリフトを修
復します。ランディングゾーンを更新する方法については、「ランディングゾーンを更新する (p. 46)」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
このタイプのドリフトは、組織コンソールのアカウントにコントロールの SCP が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 
で有効化することができます (そのため、OU の登録されたアカウントすべてに適用されます)。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 member account 'account-
email@amazon.com (012345678909)'. For more information, including steps to resolve this 
 issue, see 'https://docs.aws.amazon.com/console/controltower/scp-detached-account'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "SCP_ATTACHED_TO_ACCOUNT", 
  "RemediationStep" : "Re-register this organizational unit (OU)", 
  "AccountId" : "012345678909", 
  "PolicyId" : "p-tEXAMPLE"
}

解像度
このタイプのドリフトは、OU ではなくアカウントで発生します。

セキュリティ OU などの基礎 OU のアカウントでこのタイプのドリフトが発生した場合の解決策は、ラン
ディングゾーンを更新することです。詳細については、「ランディングゾーンを更新する (p. 46)」を参照
してください。

最大 300 アカウントを持つ、基礎以外の OU でこのタイプのドリフトが発生した場合は、次のように解決
できます。

• AWS Control Tower SCP を Account Factory アカウントからデタッチする。
• AWS Control Tower コンソールで OU に移動して OU を再登録する (最も時間がかからないオプショ

ン)。詳細については、「AWS Control Tower への既存の組織単位の登録 (p. 211)」を参照してくださ
い。

300 を超えるアカウントを持つ OU でこのタイプのドリフトが発生した場合は、アカウントの Account 
Factory 構成を更新することで解決を試みることができます。正常には解決できない場合があります。詳
細については、「ランディングゾーンを更新する (p. 46)」を参照してください。

削除された基礎 OU
このタイプのドリフトは、セキュリティ OU などの AWS Control Tower の基礎 OU にのみ適用されます。
これは、AWS Control Tower コンソールの外部で基礎 OU が削除された場合に発生する可能性がありま
す。このタイプのドリフトを発生させずに基礎 OU を移動することはできません。OU の移動は、OU を削
除してから別の場所に追加するのと同じだからです。ランディングゾーンを更新してドリフトを解決する
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と、AWS Control Tower は元の場所にある基礎 OU を置き換えます。次の例は、このタイプのドリフトが
検出されたときに送信される Amazon SNS 通知を示しています。

{ 
  "Message" : "AWS Control Tower has detected that the registered organizational unit 
 'Security (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'", 
  "ManagementAccountId" : "012345678912", 
  "OrganizationId" : "o-123EXAMPLE", 
  "DriftType" : "ORGANIZATIONAL_UNIT_DELETED", 
  "RemediationStep" : "Delete organizational unit in Control Tower", 
  "OrganizationalUnitId" : "ou-0123-1EXAMPLE"
}

解像度
このドリフトは基礎 OU に対してのみ発生するため、ランディングゾーンを更新することで解決できま
す。他のタイプの OU が削除されると、AWS Control Tower は自動的に更新されます。

アカウントと OU のドリフトの解決の詳細については、「AWS Control Tower の外部でリソースを管理す
る場合 (p. 200)」を参照してください。

AWS Control Tower の外部でリソースを管理する場
合

AWS Control Tower はお客様に代わってアカウント、組織単位、その他のリソースをセットアップ
しますが、これらのリソースの所有者はお客様です。これらのリソースは、AWS Control Tower の
内部または外部で変更できます。AWS Control Tower の外部でリソースを変更する最も一般的な場所
は、AWS Organizations コンソールです。このトピックでは、AWS Control Tower の外部で変更を行う場
合に、AWS Control Tower リソースへの変更を調整する方法について説明します。

AWS Control Tower コンソールの外部でリソースの名前変更、削除、移動を行うと、コンソールが同期
しなくなります。変更の多くは自動的に調整されます。変更によっては、ランディングゾーンを修復し
て、AWS Control Tower コンソールに表示される情報を更新する必要があります。

一般に、AWS Control Tower コンソールの外部で AWS Control Tower リソースに加えた変更により、ラン
ディングゾーンで修復可能なドリフトが発生します。これらの変更の詳細については、「リソースへの修
復可能な変更 (p. 194)」を参照してください。

ランディングゾーンの修復が必要なタスク

• セキュリティ OU の削除 (特殊なケースであるため、不用意に行わないでください)
• セキュリティ OU からの共有アカウントの削除 (非推奨)
• セキュリティ OU に関連付けられた SCP の更新、アタッチ、またはデタッチ。

AWS Control Tower によって自動的に更新される変更

• 登録済みアカウントの E メールアドレスの変更
• 登録済みアカウントの名前変更
• 新しい最上位の組織単位 (OU) の作成
• 登録済み OU の名前変更
• 登録済み OU の削除 (更新が必要なセキュリティ OU は除きます)
• 登録済みアカウントの削除 (セキュリティ OU の共有アカウントは除きます)
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Note

AWS Service Catalog は AWS Control Tower とは異なる方法で変更を処理します。AWS Service 
Catalog が変更を調整すると、管理体制が変更される可能性があります。プロビジョニング済み
製品の更新の詳細については、AWS Service Catalog のドキュメントの「プロビジョニング済み
製品の更新」を参照してください。

AWS Control Tower の外部にあるリソースの参照
AWS Control Tower の外部で新しい OU とアカウントを作成した場合は、それらが表示されていて
も、AWS Control Tower の管理対象外となります。

OU の作成

AWS Control Tower の外部で作成された組織単位 (OU) は未登録と見なされます。そうした OU 
は、[Organization] (組織) ページに表示されますが、AWS Control Tower コントロールの管理対象外となり
ます。

アカウントの作成

AWS Control Tower の外部で作成されたアカウントは未登録と見なされます。AWS Control Tower に登
録済みの OU に属する登録済みアカウントと未登録アカウントは、[Organization] (組織) ページに表示さ
れます。登録済み OU に属していないアカウントは、AWS Organizations コンソールを使用して招待で
きます。この招待の目的は、アカウントを AWS Control Tower に登録したり、AWS Control Tower の管
理対象をアカウントに拡大したりすることではありません。アカウントを登録して管理対象を拡大するに
は、AWS Control Tower で [Organization] (組織) ページまたは [Account detail] (アカウント詳細) に移動
し、 [Enroll account] (アカウントを登録) を選択します。

AWS Control Tower の外部でのリソース名の変更
AWS Control Tower コンソールの外部で組織単位 (OU) とアカウントの名前を変更できます。変更する
と、その変更を反映するためにコンソールが自動的に更新されます。

OU の名前変更

AWS Organizations では、AWS Organizations API またはコンソールを使用して、OU の名前を変更でき
ます。AWS Control Tower の外部で OU 名を変更すると、AWS Control Tower コンソールに名前の変更が
自動的に反映されます。ただし、AWS Service Catalog を使用してアカウントをプロビジョニングする場
合は、AWS Control Tower と AWS Organizations との間で整合性が保たれるようにランディングゾーンを
修復する必要もあります。[Repair] (修復) ワークフローにより、基礎 OU と追加 OU のサービス間で整合
性が保たれます。このタイプのドリフトは、[Landing zone settings] (ランディングゾーン設定) ページか
ら修復できます。「AWS Control Tower でドリフトを検出および解決する (p. 191)」の「ドリフトの解
決」を参照してください。

AWS Control Tower ダッシュボードの [Organization] (組織) ページに OU の名前が表示されます。ラン
ディングゾーン修復が正常に完了したことを確認できます。

登録済みアカウントの名前変更

各 AWS アカウントの表示名は、アカウントのルートユーザーが AWS Billing and Cost Management コン
ソールで変更できます。AWS Control Tower に登録されているアカウントの名前を変更すると、その名前
変更が AWS Control Tower に自動的に反映されます。アカウント名の変更の詳細については、AWS 請求
ユーザーガイドの「AWS アカウントを管理する」を参照してください。

セキュリティ OU の削除
このタイプのドリフトは特殊なケースです。[Security] (セキュリティ) OU を削除すると、ランディング
ゾーンの修復を求めるエラーメッセージページが表示されます。AWS Control Tower で他のアクションを
実行する前に、ランディングゾーンを修復する必要があります。
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• 修復が完了するまで、AWS Control Tower コンソールでいずれのアクションも実行できず、AWS 
Service Catalog で新しいアカウントを作成することもできません。

• [Landing zone settings] (ランディングゾーン設定) ページを開いても、そのページに [Repair] (修復) ボタ
ンは表示されません。

この状況では、ランディングゾーンの修復プロセスによって、新しいセキュリティ OU が作成され、2 つ
の共有アカウントが新しいセキュリティ OU に移動されます。AWS Control Tower は、ログアーカイブア
カウントと監査アカウントをドリフト済みとしてマークします。これと同じプロセスによって、どちらの
アカウントでもドリフトが修復されます。

[Security] (セキュリティ) OU を削除する必要があると判断した場合は、次の点に留意してください。

[Security] (セキュリティ) OU を削除する前に、その OU にアカウントが含まれていないことを確認する必
要があります。具体的には、OU からログアーカイブアカウントと監査アカウントを削除する必要があり
ます。これらのアカウントを別の OU に移動することをお勧めします。

Note

セキュリティ OU を削除するアクションは不用意に実行しないでください。ログが一時的に停止
されている場合、一部のコントロールが適用されない可能性があるため、このアクションにより
コンプライアンスの問題が発生することがあります。

ドリフトに関する一般的な情報については、「AWS Control Tower でドリフトを検出および解決す
る (p. 191)」の「ドリフトの解決」を参照してください。

セキュリティ OU からのアカウントの削除
組織から共有アカウントを削除したり、[Security] (セキュリティ) OU から共有アカウントを移動したり
することはお勧めしません。誤って共有アカウントを削除した場合は、このセクションの修復ステップに
従ってアカウントを復元できます。

• AWS Control Tower コンソール内から: 修復プロセスを開始するには、半手動修復ステップ
に従います。AWS Control Tower コンソールへのアクセスに使用するユーザーまたはロール
に、organizations:InviteAccountToOrganization を実行する許可があることを確認します。
このような許可がない場合は、AWS Control Tower コンソールと AWS Organizations コンソールの両方
を使用した手動修復ステップに従います。

• AWS Organizations コンソールからの開始: この修復プロセスは、少し時間のかかる完全
手動の手順です。手動修復ステップに従うときは、AWS Organizations コンソールと AWS 
Control Tower コンソールを切り替えて使用することになります。AWS Organizations で作
業するときは、AWSOrganizationsFullAccess マネージドポリシーまたは同等のもの
を持つユーザーまたはロールが必要です。AWS Control Tower コンソールで作業するとき
は、AWSControlTowerServiceRolePolicy マネージドポリシーまたは同等のものと、すべての 
AWS Control Tower アクションを実行する許可 (controtower: *) を持つユーザーまたはロールが必要で
す。

• 修復ステップでアカウントが復元されない場合は、AWS Support にお問い合わせください。

AWS Organizations で共有アカウントを削除した場合の結果:

• AWS Control Tower の必須のコントロールのサービスコントロールポリシー (SCP) によってアカウント
が保護されなくなります。結果: AWS Control Tower によってアカウント内に作成されたリソースが変
更または削除される場合があります。

• アカウントが AWS Organizations 管理アカウントではなくなります。結果: AWS Organizations 管理ア
カウントの管理者がアカウントの使用量を把握できなくなります。

• アカウントが AWS Config によってモニタリングされる保証がなくなります。結果: AWS Organizations 
管理アカウントの管理者がリソースの変更を検出できなくなる可能性があります。
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• アカウントが組織内に存在しなくなります。結果: AWS Control Tower の更新と修復が失敗します。

AWS Control Tower コンソールを使用して共有アカウントを復元するには (半手動の手順)

1. https://console.aws.amazon.com/controltower で AWS Control Tower コンソールにサインインし
ます。organizations:InviteAccountToOrganization を実行する許可を持つ IAM ユー
ザー、IAM Identity Center のユーザー、またはロールとしてサインインする必要があります。このよ
うな許可がない場合は、このトピックで後述する手動修復ステップを使用してください。

2. [Landing zone drift detected] (ランディングゾーンのドリフトが検出されました) ページで、[Re-Invite]
(再招待) を選択して、共有アカウントを組織に再招待することで共有アカウントの削除を修復しま
す。自動的に生成された E メールが、アカウントの E メールアドレスに送信されます。

3. 招待を承諾して、共有アカウントを組織に戻します。以下のいずれかを実行します。

• 削除された共有アカウントにサインインし、https://console.aws.amazon.com/organizations/home#/ 
invites に移動します。

• アカウントを再招待したときに送信された E メールメッセージにアクセスできる場合は、削除した
アカウントにサインインし、メッセージ内のリンクをクリックして、アカウントの招待に直接移動
します。

• 削除された共有アカウントが別の組織にない場合は、アカウントにサインインし、AWS 
Organizations コンソールを開いて、[Invitations] (招待) に移動します。

4. 管理アカウントに再度サインインするか、AWS Control Tower コンソールが既に開いている場合は再
ロードします。[Landing zone drift] (ランディングゾーンドリフト) ページが表示されます。[Repair]
(修復) を選択してランディングゾーンを修復します。

5. 修復プロセスが完了するまで待ちます。

修復が成功すると、共有アカウントが通常の状態およびコンプライアンスで表示されます。

修復ステップでアカウントが復元されない場合は、AWS Support にお問い合わせください。

AWS Control Tower と AWS Organizations コンソールを使用して共有アカウントを復元するには 
(手動修復)

1. https://console.aws.amazon.com/organizations/ で AWS Organizations コンソールにサインインし
ます。AWSOrganizationsFullAccess マネージドポリシーまたは同等のものを持つ IAM ユー
ザー、IAM Identity Center のユーザー、またはロールとしてサインインする必要があります。

2. 共有アカウントを組織に招待し直します。アカウントを AWS Organizations に招待するための要件、
前提条件、および手順については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「組織への AWS アカ
ウントの招待」を参照してください。

3. 削除された共有アカウントにサインインし、https://console.aws.amazon.com/organizations/home#/ 
invites に移動して、招待を承諾します。

4. 管理アカウントにもう一度サインインします。。
5. AWSControlTowerServiceRolePolicy マネージドポリシーまたは同等のものと、すべての AWS 

Control Tower アクションを実行する許可 (controltower:*) を持つユーザーまたはロールとして、AWS 
Control Tower コンソールにサインインします。

6. [Landing zone drift] (ランディングゾーンドリフト) ページが表示されます。ここには、ランディング
ゾーンを修復するオプションがあります。[Repair] (修復) を選択してランディングゾーンを修復しま
す。

7. 修復プロセスが完了するまで待ちます。

修復が成功すると、共有アカウントが通常の状態およびコンプライアンスで表示されます。

修復ステップでアカウントが復元されない場合は、AWS Support にお問い合わせください。
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自動的に更新される外部変更
アカウントの E メールアドレスに加えた変更は、AWS Control Tower では自動的に更新されます
が、Account Factory では自動的に更新されません。

管理対象アカウントの E メールアドレスの変更

AWS Control Tower は、コンソールエクスペリエンスから求められた E メールアドレスを取得して表示し
ます。したがって、共有アカウントおよびその他のアカウントの E メールアドレスは、変更後も常に更新
され、AWS Control Tower に表示されます。

Note

AWS Service Catalog では、プロビジョニングされた製品を作成したときにコンソールで指定し
たパラメータが Account Factory によって表示されます。ただし、元のアカウントの E メールア
ドレスは変更されても、自動的には更新されません。これは、アカウントがプロビジョニングさ
れた製品に概念的に含まれているためです。プロビジョニングされた製品とは異なります。この
値を更新するには、プロビジョニングされた製品を更新する必要があります。これにより、ガバ
ナンス体制が変更される可能性があります。

外部の AWS Config ルールの適用

AWS Control Tower には、AWS Control Tower コンソールの外部でアクティブ化されたルールを含
め、AWS Control Tower に登録している組織単位にデプロイされたすべての AWS Config ルールのコンプ
ライアンスステータスが表示されます。

AWS Control Tower の外部での AWS Control Tower リソースの
削除
AWS Control Tower で OU とアカウントを削除でき、これ以上のアクションを実行することなく更新を確
認できます。Account Factory は、OU を削除したときには自動的に更新されますが、アカウントを削除し
たときには更新されません。

登録済み OU の削除 (セキュリティ OU は除きます)

AWS Organizations 内では、API またはコンソールを使用して、空の組織単位 (OU) を削除できます。アカ
ウントを含む OU は削除できません。

OU を削除すると、AWS Organizations から AWS Control Tower に通知が届きます。また、Account 
Factory の OU リストが更新されて、登録済み OU のリストの整合性が保たれます。

Note

AWS Service Catalog では、Account Factory が更新されて、アカウントをプロビジョニングでき
る OU のリストから、削除された OU が除外されます。

OU からの登録済みアカウントの削除

登録済みアカウントを削除すると、AWS Control Tower に通知が届いて更新が行われます。これにより、
情報の整合性が保たれます。

Note

AWS Service Catalog では、Account Factory でプロビジョニングされた製品のうち管理対象アカ
ウントを表すものは更新されず、アカウントは削除されません。代わりに、プロビジョニングさ
れた製品は TAINTED として表示され、エラー状態になります。クリーンアップするには、AWS 
Service Catalog に移動し、プロビジョニングされた製品を選択してから、[Terminate] (削除) を選
択します。
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AWS Control Tower で組織とアカウ
ントを管理する

AWS Control Tower で作成するすべての組織単位 (OU) とアカウントは、AWS Control Tower によって自
動的に管理されます。また、AWS Control Tower の外部で作成された既存の OU とアカウントがある場合
は、それらを AWS Control Tower の管理下に入れることができます。

既存の AWS Organizations および AWS アカウントでは、ほとんどのお客様は、アカウントを含む組織単
位 (OU) 全体を登録して、アカウントのグループを登録することを好みます。アカウントを個別に登録す
ることもできます。個々のアカウント登録の詳細については、「既存の AWS アカウントの登録 (p. 128)」
を参照してください。

用語

• 既存の組織を AWS Control Tower に登録することは、組織の登録、または組織へのガバナンスの拡張と
呼ばれます。

• AWS アカウントを AWS Control Tower に登録することは、アカウントの登録と呼ばれます。

OU とアカウントを表示する

AWS Control Tower の [Organization] (組織) ページでは、AWS Control Tower に登録済みの OU や未登録
の OU を含め、AWS Organizations 内のすべての OU を表示できます。ネストされた OU は階層の一部
として表示できます。右上のドロップダウンから [Organizational units only] (組織単位のみ) を選択する
と、[Organization] (組織) ページで組織単位を表示できます。

[Organization] (組織) ページには、AWS Control Tower での OU や登録のステータスに関係なく、組織内の
すべてのアカウントが一覧表示されます。右上のドロップダウンから [Organization only] (アカウントのみ) 
を選択すると、[Organization] (組織) ページでアカウントを表示できます。アカウントが登録の前提条件を
満たしている場合は、OU 内でアカウントを個別に表示、更新、登録できます。

フィルタリングを選択しない場合、[組織] ページにアカウントと OU が階層表示されます。このページ
は、すべての AWS Control Tower リソースを監視し、アクションを実行する中心的な場所です。[組織]
ページの詳細については、動画チュートリアルをご覧ください。

動画チュートリアル
この動画 (4:01) では、AWS Control Tower の [組織] ページの使用方法について説明しています。動画の右
下にあるアイコンを選択すると、全画面表示にできます。字幕を利用できます。

AWS Control Tower の [組織] ページの使用方法の動画チュートリアル

トピック

• AWS Control Tower への既存の組織単位の登録 (p. 211)
• 既存の AWS アカウントの登録 (p. 128)

ガバナンスを既存の組織に拡張する
AWS Control Tower のガバナンスを既存の組織に追加するには、「AWS Control Tower ユーザーガイド」
の「はじめに」のステップ 2 に記載されているように、ランディングゾーン (LZ) を設定します。

205

https://https://www.youtube.com/watch?v=FdM6ZyZrHxQ
https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/getting-started-with-control-tower.html#step-two


AWS Control Tower ユーザーガイド
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ランディングゾーンを有効にする

既存の組織に AWS Control Tower ランディングゾーンをセットアップするときは、以下のことが想定され
ます。

• AWS Organizations 組織ごとに 1 つのランディングゾーンをセットアップできます。
• AWS Control Tower は、その管理アカウントとして既存の AWS Organizations 組織の管理アカウントを

使用します。新しい管理アカウントは不要です。
• AWS Control Tower は登録済み OU に 2 つの新しいアカウントとして、監査アカウントとログ記録アカ

ウントを設定します。
• 組織のサービスの制限により、これら 2 つの追加のアカウントの作成が許可されている必要がありま

す。
• ランディングゾーンを起動するか、OU を登録すると、その OU に登録されているすべてのアカウント

に AWS Control Tower コントロールが自動的に適用されます。
• AWS Control Tower によって管理される OU に、既存の AWS アカウントを追加で登録すると、これら

のアカウントにコントロールが適用されます。
• AWS Control Tower に OU を追加したり、既存の OU を登録したりできます。

登録に関するその他の前提条件を確認するには、「AWS Control Tower の開始方法」を参照してくださ
い。

AWS Control Tower ランディングゾーンがセットアップされていない AWS Organizations の OU に
は、AWS Control Tower コントロールが適用されません。ここでは、その仕組みについて詳しく説明しま
す。

• AWS Control Tower Account Factory の外部で作成された新しいアカウントは、登録済み OU のコント
ロールによって制限されません。

• AWS Control Tower に未登録の OU で作成された新しいアカウントは、特に [Enroll] (登録) で AWS 
Control Tower に登録していない限り、コントロールによって制限されません。アカウントの登録の詳細
については、「既存の AWS アカウントの登録 (p. 128)」を参照してください。

• 追加の既存の組織、既存のアカウント、新しい OU、または AWS Control Tower の外部で作成したアカ
ウントは、個別に OU を登録するか、アカウントを登録しない限り、AWS Control Tower コントロール
によって制限されません。

既存の OU とアカウントに AWS Control Tower を適用する方法の詳細については、「AWS Control Tower 
への既存の組織単位の登録 (p. 211)」を参照してください。

既存の組織に AWS Control Tower ランディングゾーンをセットアップするプロセスの概要については、次
のセクションの動画を参照してください。

Note

セットアップ中、AWS Control Tower は一般的な問題を回避するために事前チェックを実行しま
す。ただし、現在 AWS Organizations で AWS のランディングゾーンソリューションを使用して
いる場合は、組織内の AWS Control Tower を有効にする前に、AWS Control Tower が現在のラン
ディングゾーンのデプロイを妨害する可能性があるかどうかを AWS ソリューションアーキテク
トと一緒に確認して判断してください。また、ランディングゾーン間でのアカウントの移動につ
いては、「アカウントが前提条件を満たしていない場合 (p. 132)」を参照してください。

動画: 既存の AWS Organizations でランディングゾー
ンを有効にする
この動画 (7:48) では、既存の AWS Organizations 構造で AWS Control Tower ランディングゾーンをセッ
トアップして有効にする方法について説明しています。動画の右下にあるアイコンを選択すると、全画面
表示にできます。字幕を利用できます。
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IAM Identity Center および既存の組織に関する考慮事項

既存の組織で AWS Control Tower を有効にする

IAM Identity Center および既存の組織に関する考慮事
項
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity Center) が既にセットアップ

されている場合、AWS Control Tower ホームリージョンは IAM Identity Center リージョンと同じである
必要があります。

• AWS Control Tower は、既存の設定を削除しません。
• IAM Identity Center が既に有効になっており、IAM Identity Center ディレクトリを使用している場

合、AWS Control Tower は許可セット、グループなどのリソースを追加し、通常どおり続行します。
• 別のディレクトリ (外部、AD、マネージド AD) が設定されている場合、AWS Control Tower は既存の

設定を変更しません。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 
(IAM Identity Center) のお客様に対する考慮事項 (p. 18)」を参照してください。

他の AWS サービスへのアクセス
組織を AWS Control Tower の管理下に入れた後も、AWS Organizations コンソールと API を使用し
て、AWS Organizations から利用可能な AWS のサービスにアクセスできます。詳細については、「AWS 
の関連サービス (p. 1095)」を参照してください。

AWS Control Tower のネストされた OU
この章では、AWS Control Tower でネストされた OU を操作する際に留意すべき想定事項と考慮事
項を示します。ネストされた OU での操作は、ほとんどの点でフラットな OU 構造での操作と同じで
す。[Register] (登録) 機能と [Re-register] (再登録) 機能はネストされた OU で動作しますが、変更された動
作もあり、それについてはこの章で説明します。

動画チュートリアル
この動画 (4:46) では、AWS Control Tower でネストされた OU デプロイを管理する方法について説明して
います。動画の右下にあるアイコンを選択すると、全画面表示にできます。字幕を利用できます。

AWS Control Tower でのネストされた OU の管理に関する動画チュートリアル。

ネストされた OU とランディングゾーンのベストプラクティスに関するガイダンスについては、ブログ
記事の「Organizing your AWS Control Tower landing zone with nested OUs」 (ネストされた OU による 
AWS Control Tower ランディングゾーンの編成) を参照してください。

フラットな OU 構造からネストされた OU 構造への拡
張
フラットな OU 構造で AWS Control Tower ランディングゾーンを作成した場合は、それをネストされた 
OU 構造に拡張できます。

このプロセスには主に次の 4 つのステップがあります。

1. AWS Control Tower で目的のネストされた OU 構造を作成します。
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ネストされた OU の登録の事前チェック

2. AWS Organizations コンソールに移動し、一括移動機能を使用して、移動元の OU (フラット) から移動
先の OU (ネスト) にアカウントを移動します。その方法は次のとおりです。
a. アカウントの移動元となる OU に移動します。
b. OU 内のすべてのアカウントを選択します。
c. [Move] (移動) を選択します。

Note

AWS Control Tower には [Move] (移動) 機能がないため、このステップは AWS 
Organizations コンソールで実行する必要があります。

3. AWS Control Tower のネストされた OU に移動し、[Register] (登録) または [Re-register] (再登録) の操
作を行います。ネストされた OU 内のすべてのアカウントが登録されます。
• AWS Control Tower に OU を作成した場合は、OU の [Re-register] (再登録) を行います。
• AWS Organizations で OU を作成した場合は、初めに OU を登録します。

4. アカウントを移動して登録したら、AWS Organizations コンソールまたは AWS Control Tower コンソー
ルから、最上位の空の OU を削除します。

ネストされた OU の登録の事前チェック
ネストされた OU とそのメンバーアカウントを正常に登録できるように、AWS Control Tower では一連
の事前チェックが実行されます。これと同じ事前チェックが、最上位の OU またはネストされた OU を
登録するときにも実行されます。詳細については、「登録時または再登録時に発生する障害のよくある原
因 (p. 214)」を参照してください。

• すべての事前チェックにパスすると、AWS Control Tower が自動的に OU の登録を開始します。
• 事前チェックが失敗した場合、AWS Control Tower は登録プロセスを停止し、OU を登録する前に修正

する必要がある項目のリストを示します。

ネストされた OU とロール
AWS Control Tower は、ターゲット OU の下にあるアカウントと、ターゲット OU の下にネストされたす
べての OU にあるアカウントに対して、AWSControlTowerExecution ロールをデプロイします。これ
は、ターゲット OU のみを登録する場合でも同様です。管理アカウント [Administrator] (管理者) のすべて
のユーザーに、AWSControlTowerExecution ロールを持つアカウントに対する許可が付与されます。
このロールを使用すると、AWS Control Tower コントロールでは通常許可されないアクションを実行でき
ます。

このロールは、登録する予定がない未登録のアカウントから削除できます。このロールを削除すると、
ロールをアカウントに復元しない限り、AWS Control Tower にアカウントを登録したり、直接の親 OU を
登録したりすることはできません。アカウントから AWSControlTowerExecution ロールを削除するに
は、AWSControlTowerExecution ロールでサインインする必要があります。他の IAM プリンシパルに
は AWS Control Tower で管理されるロールの削除が許可されていないためです。

ロールへのアクセスを制限する方法については、「ロールの信頼関係のオプションの条件 (p. 93)」を参照
してください。

ネストされた OU とアカウントの登録時および再登録
時の処理
ネストされた OU を登録または再登録すると、AWS Control Tower がターゲット OU の未登録アカウント
をすべて登録し、登録済みのアカウントをすべて更新します。以下のような処理が発生すると想定されて
います。
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ネストされた OU を登録する際の考慮事項

AWS Control Tower が次のタスクを実行する

• この OU の下にあるすべての未登録アカウントと、そのネストされた OU 内にあるすべての未登録アカ
ウントに対して、AWSControlTowerExecution ロールを追加します。

• 未登録のメンバーアカウントを登録します。
• 登録済みのメンバーアカウントを再登録します。
• 新しく登録されたメンバーアカウントの IAM Identity Center ログインを作成します。
• 既存の登録済みのメンバーアカウントを更新して、ランディングゾーンへの変更を反映します。
• この OU とそのメンバーアカウント用に設定されているコントロールを更新します。

ネストされた OU を登録する際の考慮事項
• コア OU (セキュリティ OU) の下に OU を登録することはできません。
• ネストされた OU は個別に登録する必要があります。
• 親 OU が登録されていない限り、OU を登録することはできません。
• ツリー内で上位にあるすべての OU がある時点で正常に登録されていない限り (既に削除されたものも

含めます)、OU を登録することはできません。
• 上位にあるドリフトされた OU の下に OU を登録することはできますが、そのアクションによってドリ

フトが修復されることはありません。

ネストされた OU の制限
• OU は、ルートの下に最大 5 レベルの深さでネストできます。
• ターゲット OU の下にネストされる OU は、個別に登録または再登録する必要があります。
• ターゲット OU が階層内のレベル 2 以下にある場合、つまり最上位の OU でない場合、上位にある OU 

で有効な予防コントロールが、この OU とその下位にあるすべての OU に自動的に適用されます。
• OU 登録の失敗は、階層ツリーの上位に伝播されません。親の OU 詳細ページで、ネストされた OU の

状態に関する詳細を確認できます。
• OU 登録の失敗は、階層ツリーの下位に伝播されません。
• AWS Control Tower は、新規または既存のアカウントの VPC 設定を変更しません。

ネストされた OU とコンプライアンス
AWS Control Tower コンソールから、[Organization] (組織) ページで非準拠の OU とアカウントを表示でき
るため、広範囲にコンプライアンスを把握できます。

ネストされた OU およびアカウントのコンプライアンスに関する考慮事項

• OU のコンプライアンスは、その下にネストされた OU のコンプライアンスに基づいて決定されませ
ん。

• コントロールのコンプライアンスステータスは、ネストされた OU を含め、コントロールが有効になっ
ているすべての OU で計算されます。「コントロール、OU、アカウントの AWS Control Tower コンプ
ライアンスステータス (p. 226)」を参照してください。

• OU は、OU 階層内のどこに配置されているかにかかわらず、非準拠のアカウントがある場合にのみ非準
拠として表示されます。

• ネストされた OU が非準拠の場合、その親 OU は自動的に非準拠とは見なされません。
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ネストされた OU とドリフト

• [OU detail] (OU の詳細) または [Account detail] (アカウントの詳細) ページで、OU またはアカウントが
非準拠ステータスを示す原因となっている可能性のある非準拠リソースのリストを表示できます。

ネストされた OU とドリフト
状況によっては、ドリフトのためにネストされた OU を登録できないことがあります。

ドリフトとネストされた OU に対する想定

• ドリフトされた親を持つ OU に対してコントロールを有効にすることはできますが、ドリフトされた 
OU に対して直接ガードレールを有効にすることはできません。

• ドリフトされた OU の下で検出コントロールを有効にすることができます。ただし、最上位のドリフト
された OU でない場合に限られます。

• 必須コントロールは、最上位の OU でのみ有効になります。ネストされた OU を登録するときには、必
須コントロールはスキップされます。

• 1 つの必須コントロールが AWS Config リソースを保護するため、ネストされた OU を登録するに
は、その必須コントロールが非ドリフト状態である必要があります。ドリフトされている場合、AWS 
Control Tower はネストされた OU の登録をブロックします。

• 最上位の OU がドリフト状態の場合は、AWS Config リソースを保護するコントロールがドリフト状態
である可能性があります。この状況では、AWS Control Tower は、検出コントロールのアプリケーショ
ンを含め、AWS Config リソースの作成または更新を必要とするすべてのアクションをブロックしま
す。

ネストされた OU とコントロール
登録済みの OU でコントロールを有効にした場合、予防コントロールと検出コントロールでは動作が異な
ります。ネストされた OU の場合、プロアクティブコントロールは検出コントロールと同様に動作しま
す。

予防コントロール

• 予防コントロールは、ネストされた OU に適用されます。
• 必須の予防コントロールは、OU とそのネストされた OU の下にあるすべてのアカウントに適用されま

す。
• 予防コントロールは、ターゲット OU の下にネストされたすべてのアカウントと OU に影響します。そ

のアカウントと OU が登録されていない場合でも影響を受けます。

検出コントロールとプロアクティブコントロール

• ネストされた OU は、検出コントロールまたはプロアクティブコントロールを自動的には継承しませ
ん。個別に有効にする必要があります。

• 検出コントロールとプロアクティブコントロールは、ランディングゾーンの運用リージョンに登録され
ているアカウントにのみデプロイされます。

コントロールの状態と継承を有効化

[OU details] (OU 詳細) ページでは、継承されたコントロールを OU ごとに表示できます。
Tip

コントロールの継承を利用して、OU の SCP クォータ内に収めることができます。例えば、ネス
トされた OU に対してコントロールを直接有効にする代わりに、OU 階層の最上位の OU で有効
にすることができます。
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ネストされた OU とルート

ステータスの継承

• ステータスが [Inherited] (継承済み) の場合、コントロールが継承によってのみ有効になり、OU に直接
適用されていないことを示します。

• ステータスが [Enabled] (有効) の場合、他の OU での状態に関係なく、コントロールがこの OU に適用
されることを示します。

• ステータスが [Failed] (失敗) の場合、他の OU での状態に関係なく、コントロールがこの OU に適用さ
れないことを示します。

Note

ステータスが [Inherited] (継承済み) の場合、コントロールがツリー内の上位の OU に適用された
ことと、この OU に適用されるものの直接には追加されなかったことを示します。

ランディングゾーンが現在のバージョンでない場合

[Enabled controls] (有効なコントロール) 表内の各行は、1 つの個別の OU にある 1 つの有効なコ
ントロールを表します。

ネストされた OU とルート
ルートは OU ではなく、登録や再登録ができません。ルートにアカウントを直接作成することもできませ
ん。ルートが非準拠になったり、登録済みやドリフトなどのライフサイクル状態になったりすることはあ
りません。

一方で、ルートはすべてのアカウントと OU の最上位のコンテナです。ネストされた OU のコンテキスト
では、これは他のすべての OU がネストされているノードです。

AWS Control Tower への既存の組織単位の登録
複数の既存の AWS アカウントを AWS Control Tower に効率的に取り込む方法は、AWS Control Tower に
よる管理を組織単位 (OU) 全体に拡大することです。

AWS Organizations で作成された既存の OU とそのアカウントを AWS Control Tower で管理できるように
するには、OU を AWS Control Tower ランディングゾーンに登録します。最大 300 個のアカウントが含ま
れている OU を登録できます。300 を超えるアカウントが含まれている OU は、AWS Control Tower に登
録できません。

OU を登録すると、そのメンバーアカウントが AWS Control Tower ランディングゾーンに登録されます。
メンバーアカウントは、OU に適用されるコントロールによって管理されます。

Note

AWS Control Tower ランディングゾーンをまだ導入していない場合は、まず AWS Control Tower 
によって新しく作成される組織または既存の AWS Organizations 組織にランディングゾーン
をセットアップします。ランディングゾーンのセットアップ方法の詳細については、「AWS 
Control Tower の使用開始方法 (p. 17)」を参照してください。

OU の登録によるアカウントの処理

AWS Control Tower では AWS CloudFormation と AWS Organizations の間に信頼できるアクセスを確立す
るための許可が必要になるため、AWS CloudFormation は組織内のアカウントにスタックを自動的にデプ
ロイできます。
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既存の OU の登録

• ステータスが [Not enrolled] (未登録) であるすべてのアカウントに AWSControlTowerExecution ロー
ルが追加されます。

• OU を登録すると、デフォルトでは OU に対して必須のコントロールが有効になります。

OU 登録後の一部のアカウントの登録

OU を正常に登録できても、一部のアカウントが未登録のままになることがあります。その場合、未登録
のアカウントは登録の前提条件の一部を満たしていません。[Register OU] (OU の登録) プロセスの一環と
してアカウントの登録が失敗した場合は、アカウントページのアカウントステータスに [Enrollment failed]
(登録に失敗しました) と表示されます。OU ページでは、アカウントフィールドに [4 of 5] (4/5) といった
アカウント情報が表示されることもあります。

例えば、[4 of 5] と表示されている場合は、[Register OU] (OU の登録) プロセスを実行したところ、OU に
全部で 5 個あるアカウントのうち 4 個は正常に登録されたものの、1 個が失敗したということになりま
す。アカウントを登録するには、アカウントが登録の前提条件を満たしていることを確認した後で [Re-
Register OU] (OU を再登録) を選択します。

IAM ユーザーが OU を登録するための前提条件

[OU の登録] オペレーションを実行するときには、Admin 許可を既に持っている場合でも、AWS Identity 
and Access Management (IAM) ID (ユーザーまたはロール) または IAM Identity Center ユーザー ID を適切
な Account Factory ポートフォリオに含める必要があります。そうしないと、登録時にプロビジョニング
済み製品の作成が失敗します。失敗するのは、AWS Control Tower が OU の登録時に IAM ユーザーまたは 
IAM Identity Center ユーザー ID の認証情報を利用するためです。

これに関連するポートフォリオは、AWS Control Tower Account Factory Portfolio という AWS Control 
Tower によって作成されたものです。このポートフォリオに移動するには、[Service Catalog] > [Account 
Factory] > [AWS Control Tower Account Factory Portfolio] を選択します。次に、[グループ、ロール、およ
びユーザー] というタブを選択して、IAM または IAM Identity Center ID を表示します。アクセス権を付与
する方法の詳細については、「AWS Service Catalog のドキュメント」を参照してください。

既存の OU の登録
AWS Control Tower コンソールの [Organization] (組織) ページでは、AWS Control Tower に登録済みの 
OU や未登録の OU を含め、組織のすべての OU とアカウントを階層で表示できます。

一般に、未登録の OU は AWS Organizations で作成され、他のランディングゾーンによって管理されてい
ません。最大 300 のアカウントを含む既存の OU を登録できます。300 を超えるアカウントが含まれてい
る OU は、AWS Control Tower に登録できません。

既存の OU を登録するには

1. https://console.aws.amazon.com/controltower で AWS Control Tower コンソールにサインインしま
す。

2. 左ペインのナビゲーションメニューで、[Organization] (組織) を選択します。
3. [Organization] (組織) ページで、登録する OU の横にあるラジオボタンを選択し、右上の [Actions] (ア

クション) ドロップダウンメニューから [Register organizational unit] (組織単位の登録) を選択しま
す。または、OU の名前を選択すると、その OU の [OU details] (OU の詳細) ページが表示されます。

4. [OU details] (OU の詳細) ページで、右上の [Actions] (アクション) ドロップダウンメニューから
[Register OU] (OU の登録) を選択できます。

登録プロセスでは、管理対象を OU に拡大するのに少なくとも 10 分かかり、アカウントを追加するたび
に最大 2 分かかります。

既存の OU を登録した場合の結果

212

https://docs.aws.amazon.com/servicecatalog/latest/adminguide/catalogs_portfolios_users.html
https://console.aws.amazon.com/controltower


AWS Control Tower ユーザーガイド
新しい OU の作成

既存の OU を登録すると、AWSControlTowerExecution ロールにより、AWS Control Tower の管理対
象を個々のアカウントに拡大できます。ガードレールが適用され、アカウントアクティビティに関する情
報が監査およびログ記録のアカウントに報告されます。

他には以下のような結果があります。

• AWSControlTowerExecution を使用すると、AWS Control Tower 監査アカウントによる監査が可能
になります。

• AWSControlTowerExecution では、各アカウントのすべてのログがログ記録アカウントに送信され
るように組織のログ記録を設定できます。

• AWSControlTowerExecution により、選択した AWS Control Tower コントロールが OU 内の個々の
アカウントと AWS Control Tower で作成したすべての新規アカウントに自動的に適用されるようになり
ます。

登録済み OU の場合、AWS Control Tower コントロールによって具体化される監査機能とログ記録機能
に基づいて、コンプライアンスレポートとセキュリティレポートを提供できます。セキュリティチーム
とコンプライアンスチームは、すべての要件が満たされていること、組織ドリフトが発生していないこ
とを確認できます。ドリフトの詳細については、「AWS Control Tower でドリフトを検出および解決す
る (p. 191)」を参照してください。

Note

AWS Control Tower に OU とそのアカウントが表示されるときに、ある異常な状況が発生する
ことがあります。登録済み OU にアカウントを作成した後、登録済みのアカウントを別の未登録
の OU に移動すると (特に AWS Organizations を使用してアカウントを移動すると)、OU の詳細
ページに「1/0」アカウントという結果が表示されることがあります。また、その未登録の OU 
に別の未登録のアカウントを作成した可能性もあります。未登録のアカウントがある場合、コン
ソールではその OU に対して「1/1」などと表示されます。単一の (新規作成の) アカウントが登録
されているように見えますが、実際には登録されていません。新しいアカウントを登録する必要
があります。

新しい OU の作成
AWS Control Tower で新しい OU を作成するには

1. [Organization] (組織) ページに移動します。
2. 右上の [Create resources] (リソースの作成) ドロップダウンメニューから [Create organizational unit]

(組織単位の作成) を選択します。
3. [OU name] (OU 名) フィールドに名前を指定します。
4. [Parent OU] (親 OU) ドロップダウンに、登録済み OU の階層が表示されます。作成している新しい OU 

の親 OU を選択します。
5. [Add] (追加) を選択します。

Tip

ネストされた OU をより少ない手順で追加するには、[Organization] (組織) ページのテーブル
に表示される親 OU の名前を選択し、親 OU の [OU] ページを表示します。次に、右上にある
[Actions] (アクション) ドロップダウンメニューから [Add an OU] (OU の追加) を選択します。新
しい OU が、選択した OU の下にネストされた OU として自動的に作成されます。

Note

ランディングゾーンが最新でない場合は、ドロップダウンメニューに階層ではなくフラットリ
ストが表示されます。ランディングゾーンにネストされた OU が含まれている場合でも、L5 
OU の下に新しい OU を作成できないため、ドロップダウンに L5 OU は表示されません。AWS 
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登録時または再登録時に発生する障害のよくある原因

Control Tower のネストされた OU の詳細については、「AWS Control Tower のネストされた 
OU (p. 207)」を参照してください。

登録時または再登録時に発生する障害のよくある原因
OU またはそのいずれかのメンバーアカウントの登録 (または再登録) が失敗した場合は、パスしなかった
事前チェックに関する詳細なレポートが含まれているファイルをダウンロードできます。登録領域の右上
に表示される [Download] (ダウンロード) ボタンを選択すると、ダウンロードを可尿できます。

このセクションでは、事前チェックが失敗した場合に発生する可能性があるエラーの種類とそのエラーの
修正方法について説明します。

一般に、OU を登録または再登録すると、その OU 内のすべてのアカウントが AWS Control Tower に登
録されます。ただし、OU 全体が正常に登録されても、一部のアカウントが登録に失敗する場合がありま
す。このような場合は、そのアカウントに関連する事前チェックの失敗を解決して、そのアカウントまた
は OU を再登録する必要があります。

ランディングゾーンのエラー

• ランディングゾーンの準備ができていない

現在のランディングゾーンを修復するか、最新バージョンに更新してください。

OU エラー

• SCP の最大数を超えている

OU あたりのサービスコントロールポリシー (SCP) の制限を超えているか、別のクォータに達してい
る可能性があります。AWS Control Tower ランディングゾーンのすべての OU には、OU あたり 5 個の 
SCP という制限が適用されます。クォータの許容数を超える SCP がある場合は、SCP を削除または結
合する必要があります。

• SCP の競合

既存の SCP が OU またはアカウントに適用されているために、AWS Control Tower がアカウントを
登録できない可能性があります。適用された SCP を調べて、AWS Control Tower の動作を妨げるポリ
シーがないか確認してください。階層の上位にある OU から継承された SCP を確認してください。

• スタックセットのクォータを超えている

スタックセットのクォータを超えている可能性があります。クォータの許容数を超えるインスタンス
がある場合は、スタックインスタンスをいくつか削除する必要があります。詳細については、「AWS 
CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation のクォータ」を参照してください。

• アカウントの上限を超えている

AWS Control Tower では、登録時に各 OU を 298 アカウントに制限しています。

アカウントエラー

• アカウントで事前チェックが禁止されている

OU 上の既存の SCP が原因で、AWS Control Tower が OU メンバーアカウントに対して事前チェックを
実行できません。この事前チェックの失敗を解決するには、OU を更新するか、OU から SCP を削除し
ます。

• E メールアドレスのエラー

アカウントに指定した E メールアドレスが命名基準に準拠していません。許可される文字を正規表現 
(regex) で指定するは、[A-Z0-9a-z._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+[.]+[A-Za-z]+ を使用します。

214

https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/cloudformation-limits.html


AWS Control Tower ユーザーガイド
組織の更新

• 設定レコーダーまたは配信チャネルが有効

アカウントに既存の AWS Config 設定レコーダーまたは配信チャネルがある可能性があります。アカ
ウントを登録するには、AWS Control Tower 管理アカウントがリソースを管理しているすべての AWS 
リージョンで AWS CLI を使用して、これらを削除または変更する必要があります。

• STS が無効

AWS Security Token Service (AWS STS) がアカウントで無効になっている可能性がありま
す。AWSSTS エンドポイントは、AWS Control Tower でサポートされているすべてのリージョンのアカ
ウントでアクティブ化する必要があります。

• IAM Identity Center の競合

AWS Control Tower ホームリージョンが AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 
(IAM Identity Center) リージョンと同じではありません。IAM Identity Center が既にセットアップされて
いる場合、AWS Control Tower ホームリージョンは IAM Identity Center リージョンと同じである必要が
あります。

• SNS トピックが競合している

アカウントには、AWS Control Tower で使用する必要がある Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) トピック名があります。AWS Control Tower は、特定の名前を付けてリソース (SNS ト
ピックなど) を作成します。このような名前が既に取得されている場合は、AWS Control Tower のセッ
トアップが失敗します。こうした状況は、AWS Control Tower に以前に登録されたアカウントを再利用
している場合に発生する可能性があります。

• 一時停止中のアカウントが検出される

このアカウントは停止しています。AWS Control Tower に登録することはできません。アカウントをこ
の OU から削除してから再試行してください。

• IAM ユーザーがポートフォリオにない

OU を登録する前に、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーを Service Catalog ポート
フォリオに追加します。このエラーは、管理アカウントにのみ関係します。

• アカウントが前提条件を満たしていない

アカウントがアカウント登録の前提条件を満たしていません。例えば、アカウントに AWS Control 
Tower に登録するために必要なロールと許可が不足している可能性があります。ロールを追加する手順
については、「必要な IAM ロールを既存の AWS アカウントに手動で追加し、登録します。 (p. 134)」
を参照してください。

繰り返しになりますが、AWS CloudTrail はすべての AWS アカウントでそのアカウントを AWS Control 
Tower に登録するときに自動的に有効になります。登録前のアカウントで CloudTrail が有効になっている
場合は、登録プロセスを開始する前に CloudTrail を非アクティブ化しない限り、二重請求が発生する可能
性があります。

組織の更新
組織単位 (OU) を更新したり、OU 内の複数のアカウントを更新したりするための最も簡単な方法は、OU 
を再登録することです。

AWS Control Tower の OU とアカウントを更新する場
合
ランディングゾーン更新を実行するときは、登録済みのアカウントを更新して、そのアカウントに新しい
コントロールを適用する必要があります。
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1つの OU 内の複数のアカウントの更新

• [Re-Register] (再登録) オプションを使用して、OU の下にあるすべてのアカウントを更新できます。
• ランディングゾーンに複数の登録済み OU がある場合は、すべての OU を再登録して、すべてのアカウ

ントを更新します。
• 単一のアカウントを更新するには、AWS Control Tower コンソールから更新するか、AWS Service 

Catalog で [Update provisioned product] (プロビジョニング済み製品の更新) オプションを選択します。
「コンソールでアカウントを更新する (p. 144)」を参照してください。

同じ OU 内の複数のアカウントの更新
1 つの操作で 1 つの OU 内の複数のアカウントを更新するには

1. https://console.aws.amazon.com/controltower で AWS Control Tower コンソールにサインインしま
す。

2. 左ペインのナビゲーションメニューで、[Organization] (組織) を選択します。
3. [Organization] (組織) ページで、OU を選択して [OU details] (OU の詳細ページ) を表示します。
4. 右上の [Actions] (アクション) で、[Re-Register OU] (OU を再登録) を選択します。

すべてのアカウントと OU を更新する必要がある場合は、これらのステップを AWS Control Tower 組織の
各 OU に対して繰り返します。

または、[Update available] (更新プログラムが利用できます) のステータスが表示されているアカウントを
選択して、必要なぶんだけ [Update account] (アカウントの更新) を選択することもできます。

再登録中の処理
OU を再登録すると、次のような処理が行われます。

• [State] (状態) フィールドは、アカウントが現在 AWS Control Tower に登録されているか ([Enrolled] (登
録済み))、アカウントが一度も登録されたことがないか ([Not enrolled] (未登録))、以前に登録に失敗した
か ([Enrollment failed] (登録に失敗しました)) を示します。

• OU を再登録すると、ステータスが [Not enrolled] (未登録) または [Enrollment failed] (登録に失敗しまし
た) であるすべてのアカウントに AWSControlTowerExecution ロールが追加されます。

• AWS Control Tower は、それらの新規登録アカウントに Single Sign-On (IAM Identity Center) ログイン
を作成します。

• [Enrolled] (登録済み) のアカウントは、AWS Control Tower に再登録されます。
• SCP がデフォルトの定義に戻されるため、OU に適用されている予防コントロールのドリフトが修正さ

れます。
• 最新のランディングゾーンの変更を反映するように、すべてのアカウントが更新されます。

詳細については、「既存の AWS アカウントの登録 (p. 128)」を参照してください。
Tip

OU を再登録するときや、ランディングゾーンバージョンと複数のメンバーアカウントを更新す
るときに、StackSet-AWSControlTowerExecutionRole と記述されたエラーメッセージが表示され
ることがあります。管理アカウントのこの StackSet は、登録済みのすべてのメンバーアカウント
に AWSControlTowerExecution IAM ロールが既に存在するために失敗することがあります。この
エラーメッセージは想定される動作であり、無視してもかまいません。

1 つのアカウントを更新するには
AWS Control Tower コンソールの AWS Control Tower アカウント、または Service Catalog コンソール
で、個々の AWS Control Tower アカウントを更新できます。
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1 つのアカウントを更新するには

AWS Control Tower コンソールで 1 つのアカウントを更新するには、「コンソールでアカウントを更新す
る (p. 144)」を参照してください。

AWS Service Catalog で 1 つのアカウントを更新するには

1. AWS Service Catalog に移動します。
2. 左ペインのナビゲーションメニューで、[Provisioned products] (プロビジョニングされた製品) を選択

します。
3. [Provisioned products] (プロビジョニングされた製品) ページで、更新するプロビジョニングされた製

品の横にあるラジオボタンを選択します。
4. 右上の [Actions] (アクション) ドロップダウンから [Update] (更新) を選択して更新します。

AWS Service Catalog での更新の詳細については、「プロビジョニング済み製品の更新 (p. 144)」、および
「 Service Catalog 管理者ガイド」の「Updating products」(製品の更新) を参照してください。
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コントロールの動作とガイダンス

AWS Control Tower のコントロール
について

コントロールは、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。AWS Control Tower は、リソースを管理し AWS アカウントのグループ全体の
コンプライアンスをモニタリングするのに役立つ予防、検出、およびプロアクティブコントロールを実装
します。

コントロールは組織単位 (OU) 全体に適用され、OU 内のすべての AWS アカウントはコントロールの影響
を受けます。したがって、ユーザーがランディングゾーン内の AWS アカウントで作業を実行する場合、
ユーザーは常に自分のアカウントの OU に適用されるコントロールに従います。

Note

当社では、業界での用途や他の AWS サービスに合わせて、用語を移行しています。この間、ド
キュメント、コンソール、ブログ、およびビデオで、以前の用語である「ガードレールl と、新し
い用語「コントロール」が表示される場合があります。これらの用語は、当社の目的では同義語
です。

コントロールの目的

コントロールを使用すると、ポリシーの意図を表現できます。例えば、OU で [Detect Whether Public 
Read Access to Amazon S3 Buckets is Allowed] (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を検出する) という検出コントロールを有効にした場合は、そのエンティティ 
(ユーザーなど) に、OU 下の任意のアカウントの任意の Amazon S3 バケットへのインターネット上の読み
取りアクセスを許可するかどうかを指定できます。

コントロールの動作とガイダンス
コントロールは、動作とガイダンスに従って分類されます。

各コントロールの動作は、予防、検出、またはプロアクティブのいずれかです。コントロールのガイダン
スとは、各コントロールを OU に適用する方法について推奨されるプラクティスを指します。コントロー
ルのガイダンスは、コントロールの動作が予防、検出、またはプロアクティブのいずれｋであっても関係
ありません。

コントロールの動作

• 予防 – 予防コントロールはポリシー違反につながるアクションを禁止するため、アカウントはコンプラ
イアンスを維持できます。予防コントロールのステータスは、適用または無効です。予防コントロール
は、すべての AWS リージョンでサポートされています。

• 検出 – 検出コントロールは、ポリシー違反など、アカウント内のリソースの非準拠を検出し、ダッシュ
ボードを通じてアラートを提供します。検出コントロールのステータスは、クリア、違反、または無
効です。検出コントロールは、AWS Control Tower がサポートする AWS リージョンでのみ適用されま
す。

• プロアクティブ — プロアクティブコントロールは、プロビジョニング前にリソースをスキャンし、リ
ソースがそのコントロールに準拠していることを確認します。準拠していないリソースはプロビジョニ
ングされません。プロアクティブコントロールは AWS CloudFormation フックによって実装され、AWS 
CloudFormation によってプロビジョニングされるリソースに適用されます。プロアクティブコントロー
ルのステータスは、PASS (合格)、FAIL (不合格)、または SKIP (スキップ) です。AWS CloudFormation 
フックの詳細については、AWS CloudFormation ドキュメントの「CharaCharacteristics of hooks」を参
照してください。
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コントロールの動作の実装

• 予防コントロールは、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。

• 検出コントロールは、AWS Config ルールを使用して実装されます。
• プロアクティブコントロールは、AWS CloudFormation フックを使用して実装されます。
• 特定の必須コントロールは、一意の SCP としてではなく、複数のアクションを実行する単一の SCP に

よって実装されます。したがって、同じ SCP が、その SCP が適用される各必須コントロールの下のコ
ントロールリファレンスに表示されます。

• 統合されたセキュリティハブの検出コントロールは、すべてのセキュリティハブコントロールと同様
に、AWS Config ルールを使用して実装されます。これらのコントロールは、セキュリティハブの一部
であるサービスマネージド標準 (AWS Control Tower) によって所有されます。

コントロールのガイダンス

AWS Control Tower が提供するガイダンスには 3 つのカテゴリがあります。必須コントロール、強く推奨
されるコントロール、および選択的コントロールです。

• 必須コントロールは、ランディングゾーンで常に実施されます。どの OU でもオフにすることはできま
せん。

• 強く推奨されるコントロールは、Well-Architected マルチアカウント環境に共通のベストプラクティスを
実施するように設計されています。これらのコントロールは、OU 内のすべてのアカウントに、OU レベ
ルで適用されます。

• 選択的コントロールを使用すると、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。これらのコントロールは、OU 内のすべてのアカウントに、OU レベ
ルで適用されます。

デフォルト: 新しいランディングゾーンを作成すると、AWS Control Tower は、すべての必須コントロー
ルをデフォルトで有効にし、最上位レベルの OU に適用します。ガバナンスを OU に拡張すると、AWS 
Control Tower はデフォルトで必須コントロールを OU に適用します。強く推奨されるコントロールと選択
的コントロールは、デフォルトで有効になりません。

コントロールと OU に関する考慮事項
コントロールと OU を使用する場合は、以下の特性を考慮してください。

コントロール、ランディングゾーン、および OU

• ランディングゾーンを作成すると、ランディングゾーン内のすべてのリソースがコントロールの対象に
なります。例えば、特定のコントロールは、Amazon S3 バケットに適用されます。

• AWS Control Tower で作成された OU には、必須コントロールが自動的に適用されます。オプションの
コントロールは、管理者の裁量で適用されます。

• AWS Control Tower のランディングゾーン外で作成された OU (つまり、AWS Organizations で作成され
た登録されていない OU) は AWS Control Tower コンソールに表示されますが、AWS Control Tower の
コントロールは、登録済み OU にならない限りそれらの OU に適用されません。

• ネストされた OU については、ツリーの上位にある OU で有効になっている予防制御は、そのツリー内
の未登録の OU にも適用されます。

• AWS Control Tower に登録されている組織単位 (OU) でコントロールを有効にすると、予防コントロー
ルは、登録済みかどうかに関係なく、OU 下のすべてのメンバーアカウントに適用されます。検出コン
トロールは、登録済みのアカウントにのみ適用されます。
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AWS Control Tower で、ネストされた OU にコントロールを適用する方法の詳細については、「ネストさ
れた OU とコントロール (p. 210)」を参照してください。

管理アカウントのコントロールの例外
管理アカウントのルートユーザーおよび管理者は、通常はコントロールで拒否される作業を実行できま
す。この例外は意図的なものです。管理アカウントが使用できない状態にならないようにします。管理ア
カウント内で実行されたすべてのアクションは、説明責任と監査の目的で、ログアーカイブアカウントに
含まれるログで引き続き追跡されます。

コントロールとアカウントに関する考慮事項
コントロールとアカウントを使用する場合は、以下の特性を考慮してください。

コントロールとアカウント

• AWS Control Tower で Account Factory を使用して作成されたアカウントは、親 OU のコントロールを
継承し、関連付けられたリソースが作成されます。

• AWS Control Tower のランディングゾーン外で作成されたアカウントは、AWS Control Tower のコント
ロールを継承しません。これらは未登録のアカウントと呼ばれます。

• AWS Control Tower 外で作成されたアカウントは、登録されるまで AWS Control Tower のコントロール
を継承しません。ただし、これらの未登録のアカウントは AWS Control Tower に表示されます。

アカウントは、OU に登録されると、その OU からコントロールを継承します。
• OU には、登録済みまたは未登録のメンバーアカウントを含めることができます。
• 登録済みの AWS Control Tower OU のメンバーアカウントにならない限り、未登録のアカウントにコ

ントロールは適用されません。その場合、OU の予防コントロールが未登録のアカウントに適用されま
す。検出コントロールは適用されません。

• オプションのコントロールを有効にすると、AWS Control Tower は、アカウントに一定の追加 AWS リ
ソースを作成して管理します。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、コントロ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、
「AWS Control Tower コントロールライブラリ (p. 230)」を参照してください。

• アカウントを 1 つの OU から別の OU に移動しても、以前の OU のコントロールは削除されません。移
動先 OU で新しいフックベースのコントロールを有効にすると、古いフックベースのコントロールがア
カウントから削除され、新しいコントロールに置き換わります。SCP と AWS Config ルールで実装され
たコントロールは、アカウントが OU を変更した場合は必ず手動で削除する必要があります。

コントロールの詳細を表示する
個々のコントロールの詳細を表示するには、[Controls] (コントロール) ページのテーブルからコントロール
の名前を選択します。

コンソールの各 [Control Details] (コントロールの詳細) ページに、各コントロールに関する以下の詳細が表
示されます。

• [Control name] (コントロール名) – コントロールの名前。
• [Control objectvie] (コントロールの目標) — このコントロールが実施に役立つ定義済みの目標。コント

ロール目標のリスト (p. 221)を参照してください
• [Service] (サービス) — このコントロールが適用される AWS サービス。
• [Control owner] (コントロールオーナー) — このコントロールを所有および管理する AWS サービス。
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• [Behavior] (動作) — コントロールの動作は、予防、検出、またはプロアクティブに設定されます。
• [Implementation] (実装) — SCP、AWS Config マネージドルール、AWS CloudFormation フックなど、こ

のコントロールの基礎となる実装方法。
• [Resource] (リソース) — このコントロールによって監視され、または影響を受ける AWS リソース。
• [Framework] (フレームワーク) — このコントロールが実施に役立つ業界標準のコンプライアンスフレー

ムワーク。例えば、NIST 800-53 Rev 5。
• [Control ID] (コントロール ID) — 各コントロールに割り当てられた一意識別子。この識別子は、コント

ロールの分類システムの一部です。
• [API controlIdentifier] (AAPI コントロール識別子) — この識別子は、AWS Control Tower API を呼び出す

ときに必要です。
• [Guidance] (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。
• [Severity] (重大度) — このコントロールの違反に関連する相対的なリスク。
• [Release date] (リリース日) – コントロールが使用可能になった日付。

リージョン拒否コントロールのステータスは、別のエントリとして表示されます。

[Control details] (コントロールの詳細) ページには、次のようなその他の情報が表示される場合がありま
す。

• [Description] (説明) - コントロールとその機能の簡単な説明。
• [Remediation message] (修復メッセージ) — AWS CloudFormation フックコントロールが FAIL ステータ

スを返した場合に何を変更すべきかについての提案。
• [Remediation samples] (修正サンプル) — AWS CloudFormation フックコントロールで PASS または 

FAIL の結果を返す可能性のある設定の例。
• [Usage consideration] (使用上の考慮事項) — このコントロールの適用方法や影響を受ける可能性のある

リソースに関する追加情報。
• [Gherkin artifact] (Gherkin アーティファクト) — Gherkin は AWS CloudFormation フックコントロールの

読みやすい仕様であり、PASS、FAIL、または SKIP の結果を返すテストの要件を示しています。

コントロールアーティファクトを表示するには

各コントロールは、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、ベースライン AWS CloudFormation テンプレート、設定ドリフトを作成できる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 (SCP、Service Control 
Policy)、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 Rulesを含めることができ
ます。

コントロールのアーティファクトを表示するには、[アーティファクト] タブを選択し、[コントロー
ルの詳細] ページで、[サービスコントロールポリシー (SCP)]、[AWS Config ルール]、または [AWS 
CloudFormation ポリシーテンプレート] を表示します。

コントロール目標のリスト
各コントロールは、これらの目標のいずれかを実施します。コントロールの目標を実施するために、コン
トロールをグループで適用しなければならない場合があります。関連するコントロールに関する情報は 
AWS Control Tower コンソールの [Control details] (コントロールの詳細) ページで確認できます。

コントロールの目標

• CO.1 ロギングとモニタリングを確立する
• CO.2 保管中のデータを暗号化する
• CO.3 転送中のデータを暗号化する
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• CO.4 データの整合性を保護する
• CO.5 最小特権を実施する
• CO.6 ネットワークアクセスを制限する
• CO.7 コストを最適化する
• CO.8 回復性を向上させる
• CO.9 可用性を向上させる
• CO.10 設定を保護する
• CO.11 インシデント対応を準備する
• CO.12 脆弱性を管理する
• CO.13 シークレットを管理する
• CO.14 ディザスタリカバリを準備する
• CO.15 強力な認証を使用する

OU でコントロールを有効にする
必須および継承されたコントロールは、OU の設定に従って自動的に有効になります。オプションのコン
トロールは、OU で手動で有効にすることも、コンソールから有効にすることも、コントロール API を使
用して有効にすることもできます。次の手順では、コンソールから OU のコントロールを有効にするス
テップについて説明します。

Important

オプションのコントロールを有効にすると、AWS Control Tower は、アカウントに AWS リソー
スを作成して管理します。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、コントロールの状態が不明になる可能性があります。

OU のコントロールを有効にするには、コンソールから

1. ウェブブラウザを使用して、AWS Control Tower コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
controltower) に移動します。

2. 左側のナビゲーションから [Controls] (コントロール) を選択します。
3. 有効にするコントロール、例えば、[Control: Detect Whether Encryption is Enabled for Amazon EBS 

Volumes Attached to Amazon EC2 Instances] (コントロール: 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を検出する) を選択しま
す。コントロールの詳細ページが開きます。

4. [Organizational units enabled] (組織単位が有効) から、[Enable guardrail on OU] (OU でコントロール
を有効にする) を選択します。

5. 新しいページが表示され、OU の名前が一覧表示されます。このコントロールを有効にする OU を特
定します。

6. [Enable control on OU] (OU でコントロールを有効にする) を選択します。
7. これで、コントロ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 にこのコントロールが適用されていることがわかります。

Note

予防コントロールと検出コントロールは同時に有効にすることができます。

コンソールで OU のコントロールを無効にするには

1. ウェブブラウザを使用して、AWS Control Tower コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
controltower) に移動します。
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2. 左側のナビゲーションから [Controls] (コントロール) を選択します。
3. 無効にするコントロール、例えば、[コントロール: 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を検出する] を選択します。コ
ントロールの詳細ページが開きます。

4. [組織単位が有効] タブで、コントロールを削除する OU の横にあるラジオボタンを選択します。
5. 右上の [コントロールを無効にする] を選択します。
6. これでコントロールが無効になります。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 にこのコントロールは今後適用されません。

オプションコントロールの同時デプロイ
オプションのコントロールを適用する場合は、一度に複数のコントロールをデプロイできます。同時操
作に対する StackSets の上限は 5000 です。例えば、[Detect Whether MFA for the Root User is Enabled]
(ルートユーザーに対して MFA が有効になっているかどうかを検出する) と [Detect Whether Public Write 
Access to Amazon S3 Buckets is Allowed] (Simple Storage Service (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を検出する) を同時に有効にすることができます。

個々のコントロールオペレーションが完了するのを待たずに、複数のオプションコントロールを適用また
は削除できます。同時操作が制限されるのは、AWS Control Tower がランディングゾーンのセットアップ
中であるか、新しい組織にガバナンスを拡張中である場合だけです。

利用可能な機能

• 複数の異なる検出コントロールを同じ OU に対して同時に適用または削除します。
• 複数の異なる検出コントロールを複数の異なる OU に対して同時に適用または削除します。
• 同じ検出コントロールを複数の OU に対して同時に適用または削除します。
• 複数の異なる予防コントロールを同じ OU に対して同時に適用または削除します。
• 複数の異なる予防コントロールを複数の異なる OU に対して同時に適用または削除します。
• 同じ予防コントロールを複数の異なる OU に対して同時に適用または削除します。
• 予防コントロールと検出コントロールを同時に適用または削除できます。

個々のコントロールオペレーションが完了するのを待たずに、複数のオプションコントロールを適用また
は削除できます。同時操作が制限されるのは、AWS Control Tower がランディングゾーンのセットアップ
中であるか、新しい組織にガバナンスを拡張中である場合だけです。

予防コントロールは、ネストされた OU に適用すると、ターゲット OU の下にネストされたすべてのアカ
ウントと OU に影響します。これらのアカウントや OU が AWS Control Tower に登録されていない場合で
も影響を受けます。予防コントロールを実装するには、AWS Organizations の一部であるサービスコント
ロールポリシー (SCP) を使用します。検出コントロールを実装するには、AWS Config ルールを使用しま
す。コントロールは、新しいアカウントを作成したり、既存のアカウントを変更したりしても有効に存続
します。AWS Control Tower は、各アカウントが有効なポリシーにどのように準拠しているかを示すサマ
リーレポートを提供します。使用可能なコントロールの詳細なリストについては、「AWS Control Tower 
コントロールライブラリ (p. 230)」を参照してください。

コントロールとコンプライアンス
AWS Control Tower 内では、コンプライアンスとは、デプロイした検出コントロールやドリフト検出ルー
ルに基づいて評価されたリソースの状態を指します。AWS Control Tower のコンプライアンスはドリフト
に関連しています。通常、非準拠リソースの状態はドリフトです。AWS Control Tower のコントロール
は、コンプライアンスのルールを体現しています。ドリフトを特定することで、準拠リソースと非準拠リ
ソースを区別しやすくなります。
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AWS Control Tower はリソースのコンプライアンスを評価し、OU、アカウント、コントロールの各レベル
のコンプライアンス結果を報告します。このセクションでは、コントロール、OU、アカウントのコンプラ
イアンスステータスについて詳しく説明します。

コンプライアンスレポートは、組織のアカウントに関連するリソースが、既定のポリシーに準拠している
ことをクラウド管理者が確認しやすくします。リソースが準拠していれば、ビルダーは数回クリックする
だけで、新しい AWS リソースを簡単にプロビジョニングできます。

AWS Control Tower でのコンプライアンスについて話すときは、データプライバシーや健康情報基準など
の政府規制の遵守と同じ意味を意図するものではありません。ただし、AWS Control Tower は、組織が多
くの政府規制 (フレームワークと呼ばれることがある) に準拠するのを支援できます。

• AWS Control Tower が政府規制および業界標準の遵守の維持を支援する方法の詳細については、「コン
プライアンス検証」を参照してください。

• AWS CloudFormation スタックの作成中に AWS Control Tower のリソースコンプライアンスを検証
する方法の詳細については、このブログ記事「How AWS Control Tower users can proactively verify 
compliance in AWS CloudFormation AWS CloudFormationstacks」(AWS Control Tower ユーザーがス
タックのコンプライアンスをプロアクティブに検証する方法) を参照してください。

継続的なガバナンスのために、管理者は、セキュリティ、運用、コンプライアンスに関する明確に定義さ
れたルールである事前構成済みのコントロールを有効にできます。これらのコントロールにより、次のこ
とが可能になります。

• ポリシーに準拠しないリソースのデプロイを防止します (SCP で実装された予防コントロールによっ
て、または AWS CloudFormation フックで実装されたプロアクティブコントロールによって)。

• デプロイされたリソースの非準拠を継続的に監視します (AWS Config ルールで実装された検出コント
ロールによって)。

AWS Control Tower でのコンプライアンスルール (コントロール) の例:

• Detect Whether Public Write Access to Amazon S3 Buckets is Allowed (Simple Storage Service (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を検出する) (p. 1006)

• Detect Whether Unrestricted Incoming TCP Traffic is Allowed (無制限の着信 TCP トラフィックが許可さ
れているかどうかを検出する) (p. 1003)

政府のコンプライアンス規制 (フレームワーク) の例:

• 米国の 1996 年の医療保険の相互運用性と説明責任に関する法令 (HIPAA、Health Insurance Portability 
and Accountability Act)

• 2016 年制定の欧州連合の一般データ保護規則 (GDPR)

管理者はコンプライアンスをどのように確認できるか
検出コントロールのコンプライアンスは、AWS Control Tower 監査アカウントの AWS Config アグリゲー
タから取得されたデータに従って決定されます。コンプライアンスステータスは、AWS Control Tower コ
ンソールで確認するか、Audit アカウントに E メールメッセージを送信する SNS トピックを購読するか、
またはその両方で確認できます。

検出コントロールのステータス

AWS Control Tower コンソールで検出コントロールのコンプライアンスステータスを確認するには、左側
のナビゲーションで [Controls] (コントロール) を選択し、コントロールテーブルからコントロール名を選
択します。次に、そのコントロールの詳細ページで [Accounts] (アカウント) セクションまでスクロールし
ます。検出コントロールの設定が間違っていると、アカウントのコントロールのコンプライアンスステー
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タスが [Unknown] (不明) になる場合があります。例えば、異動されたアカウントドリフトなど、アカウン
トドリフトに伴って [Unknown] (不明) ステータスが表示される場合があります。[Unknown] (不明) ステー
タスは、SCP ドリフトの結果として表示されることもあります。

Note

AWS Control Tower には、AWS Control Tower コンソールの外部でアクティブ化されたルールを
含め、AWS Control Tower に登録している組織単位にデプロイされたすべての AWS Config ルー
ルのコンプライアンスステータスが表示されます。すべての設定ルールのコンプライアンスス
テータスを確認するには、AWS Control Tower コンソールの [Account details] (アカウントの詳細) 
のページに移動します。AWS Control Tower によって管理されるコントロールと AWS Control 
Tower の外部でデプロイされた設定ルールのコンプライアンスステータスを示すリストが表示さ
れます。準拠していない AWS Config ルールを識別できます。

予防コントロールのステータス

OU の予防コントロールのコンプライアンスステータスは、[OU detail] (OU の詳細) ページで [Enabled 
controls] (有効なコントロール) セクションまでスクロールすると確認できます。OU に設定の間違った
予防コントロールがある場合は、ページ上部の [Details] (詳細) セクションで、その OU の [State] (状態) 
フィールドに [Registration failed] (登録に失敗しました) と表示されます。予防コントロールの設定ミス
は、SCP ドリフトによって最も頻繁に発生します。これは、コントロールの SCP が AWS Organizations 
コンソールによって OU から変更された、またはデタッチされた場合に発生する可能性があります。

プロアクティブコントロールのステータス

コントロールのコンプライアンスステータスは他のページでも確認できます。

• AWS Control Tower の[Dashboard] (ダッシュボード) ページで、ページ下部の [Controls] (コントロール) 
セクションまでスクロールします。

• [Control details] (コントロールの詳細) ページは、別のページでコントロールの名前を選択すると表示さ
れます。

Note

AWS Control Tower コンソールに表示されるコントロールの [State] (状態) は、特定の OU につ
いてのコントロールの有効または無効の状態のみが反映されます。このフィールドには、フレー
ムワークのコンプライアンスステータスやランディングゾーン環境のドリフトステータスに関す
る情報は反映されません。コントロールの[State] (状態) と [Status] (ステータス) の情報は、コン
ソールでのみ確認できます。パブリック API からは確認できません。コントロールのステータス
を確認するには、AWS Control Tower コンソールの [Control details] (コントロールの詳細) ページ
に移動します。

ネストされた OU とコンプライアンス

OU に [Noncompliant] (非準拠) のステータスが表示されている場合は、OU の直下にあるアカウントの 1 
つに非準拠のリソースが含まれていることを意味します。OU のコンプライアンスステータスは、OU の下
のネストされた OU のコンプライアンスステータス、または OU の直下にないアカウントのコンプライア
ンスステータスの影響を受けません。

その他のリソース

アカウントに非準拠のリソースがある場合、そのアカウントは、AWS Control Tower コンソールの [OU]
または [Account] (アカウント) ページで、[Noncompliant] (非準拠) のステータスで表示されることがありま
す。非準拠ステータスの原因となった特定のリソースに関する詳細は、[Account details] (アカウントの詳
細) ページに表示されます。

アカウントに [Compliant] (準拠) ステータスが表示される場合は、非準拠のリソースがないことを意味しま
す。したがって、[Account details] (アカウントの詳細) ページにリソースの詳細は表示されず、空のテーブ
ルのみ表示されます。

コンプライアンスステータスの更新を受信する
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コンプライアンスに関する更新を受信するには、リソースのコンプライアンスステータスが変更された
ときに通知を送信する SNS トピックをサブスクライブします。この章の後半にある「監査アカウントの 
SNS によるコンプライアンス通知 (p. 229)」を参照してください。

AWS Control Tower がリソースに関する情報を収集する方法の詳細については、AWS Config のアグリ
ゲータのドキュメントを参照してください。

ドリフトは OU とアカウントリソースのコンプライアンスステータスを変更します。

ドリフトされたリソースは、AWS Control Tower コンソールの [Compliance] (コンプライアンス) 
ステータスフィールドで、[Unknown] (不明) ステータスで表示される場合があります。[Unknown]
(不明) 状態は、ドリフトが存在するため、AWS Control Tower がリソースのコンプライアンスス
テータスを判断できないことを示します。ドリフトは必ずしも検出コントロールのコンプライア
ンス違反ではありません。ドリフトの詳細については、「AWS Control Tower でドリフトを検出
および解決する (p. 191)」を参照してください。
このタイプのドリフトの別のケースでは、リソースは準拠していないのに準拠していると表示さ
れることがあります。AWS Config ルールを削除したり、Config レコーダーをオフにしたりする
と、コンプライアンスを評価できなくなるため、コンプライアンスステータスがコンソールに正
確に反映されないことがあります。例えば、Config レコーダーをオフにした場合、最後に評価さ
れたステータスが引き続きコンソールに表示されます。同様に、AWS Config ルールを削除する
と、そのルールの対象となるリソースは常に準拠していると表示されます。この状況では、環境
によっては、報告されない非準拠のリソースがいくつか存在する可能性があります。AWS Config 
リソースを削除したりオフにしたりしないでください。

コントロール、OU、アカウントの AWS Control 
Tower コンプライアンスステータス
コントロール、アカウント、OU のコンプライアンスは、AWS Control Tower ダッシュボードで報告され
ます。このセクションでは、アカウントまたは OU でコントロールが有効になっていると仮定して、AWS 
Control Tower で考えられるコンプライアンスおよびコンプライアンス違反のカテゴリを一覧表示します。

• コントロールの場合: OU と OU 内のメンバーアカウントでコントロールが有効になっている限り、コン
プライアンスステータスとしては、[Enforced] (適用)、[Clear] (クリア)、[In violation] (違反) がありえま
す。このコントロールステータスは、個々のコントロールの詳細ページで確認できます。

• アカウントまたは OU の場合: コンプライアンスステータスとして、[Compliant] (準拠)、[Noncompliant]
(非準拠)、[Unknown] (不明) が可能です。コンプライアンスステータスとは、1 つのアカウントに関連付
けられているリソースのステータス、または複数のコントロールが有効になっている OU 内のすべての
アカウントのステータスを指します。アカウントまたは OU のコンプライアンスステータスは、アカウ
ントまたは OU の詳細ページで確認できます。

Note

AWS Control Tower コンソールに表示されるコントロールの [State] (状態) は、特定の OU につ
いてのコントロールの有効または無効の状態のみが反映されます。このフィールドには、フレー
ムワークのコンプライアンスステータスやランディングゾーン環境のドリフトステータスに関す
る情報は反映されません。コントロールの[State] (状態) と [Status] (ステータス) の情報は、コン
ソールでのみ確認できます。パブリック API からは確認できません。コントロールのステータス
を確認するには、AWS Control Tower コンソールの [Control details] (コントロールの詳細) ページ
に移動します。

次のリストは、特にコントロールについて報告されるコンプライアンスステータスの詳細を示し
ています。

• Enforced – 最大レベルの保護。このコンプライアンスルールに違反する操作は、単に許可されませ
ん。
• 報告対象: 予防コントロール (SCP)
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• 適用先: OU のメンバーである複数のアカウントのいずれかで有効になっている予防コントロール。コ
ントロールは、OU レベルで有効化されます。

• Clear – コンプライアンスルールが適切に実施されています。違反は検出されませんでした。
• 報告対象: 検出コントロール (AWS Config ルール)
• チェック対象: OU のメンバーである複数のアカウントのいずれかで有効になっている検出コントロー

ル。コントロールは、OU レベルで有効化されます。
• In violation – リソースがコントロールに現状違反していることを示します。

• 報告対象: 検出コントロール (AWS Config ルール)
• チェック対象: OU のメンバーである複数のアカウントのいずれかで有効になっている検出コントロー

ル。コントロールは、OU レベルで有効化されます。

次のリストは、特に OU とそのメンバーアカウントについて報告されるコンプライアンスステー
タスの詳細を示しています。

• Compliant – コンプライアンスルールが適切に実施されています。どのリソースについても違反は検出
されていません。コントロールは、OU に登録されているすべてのアカウントとそのリソースに、OU レ
ベルで適用されます。
• 報告対象: 検出コントロール (AWS Config ルール)
• チェック対象:

• OU 内のメンバーアカウントに適用される個別の検出コントロール
• OU 内のメンバーアカウントに適用される複数の検出コントロール

• Noncompliant – コンプライアンスルールが適用されています。ただし、OU 内の 1 つ以上のメンバー
アカウントで非準拠のリソースが検出されました。
• 報告対象: 検出コントロール (AWS Config ルール)
• チェック対象:

• OU 内のメンバーアカウントに適用される個別の検出コントロール
• OU 内のメンバーアカウントに適用される複数の検出コントロール

次のステータスは、任意のアカウント、コントロール、または OU について報告される場合があります。

Unknown – コンプライアンスルールに違反しているか、コンプライアンスを保証できません。

• 報告対象:

• 検出コントロール (AWS Config ルール)
• 予防コントロール (SCP)

• チェック対象:

• OU のメンバーであるいずれかのアカウントで有効になっている検出コントロール。コントロール
は、OU レベルで有効化されます。

• OU のメンバーであるいずれかのアカウントで有効になっている予防コントロール。コントロール
は、OU レベルで有効化されます。

• 基本的にコンプライアンスステータスを持つすべてのもの (アカウント、コントロール、リソース、
または OU)。

ドリフトの防止と通知
特定のコントロールを有効にして、AWS Control Tower でのコンプライアンスの維持に役立つ特定の SNS 
通知をサブスクライブできます。
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ドリフトモニタリング保護

AWS Control Tower は、予防コントロールについて、ドリフトモニタリング保護のパッシブおよびアク
ティブな方法を提供します。

• パッシブ保護: AWS Organizations は、予防コントロール (SCP) のドリフトをモニタリングしてログに
記録します。

• アクティブ保護: AWS Control Tower ドリフトモニタリングサービス (p. 192)が、予防コントロール 
SCP を定期的にアクティブにスキャンします。

AWS Control Tower は、ドリフトが検出された場合、SNS メッセージングによって通知します。

ドリフト防止

一部のコントロールでは、コンプライアンスレポートメカニズムを変更できません。

• AWS Control Tower によって設定された AWS Config Rules への変更を許可しない (p. 241) (必須、予
防コントロール)

• Disallow Deletion of AWS Config Aggregation Authorizations Created by AWS Control Tower (AWS 
Control Tower が作成した AWS Config 集約認証の削除を許可しない) (p. 234) (必須、予防コントロー
ル)

• Disallow Changes to Tags Created by AWS Control Tower for AWS Config Resources (AWS Control 
Tower が作成した リソースのタグの変更を許可しない) (p. 239) (必須、予防コントロール)

• AWS Config への設定変更を許可しない (p. 240) (必須、予防コントロール)

予防コントロールとは対照的に、検出コントロールは、関連する AWS Config ルールに違反するリソース
を通知します。

ドリフトとコントロールのコンプライアンスに関する SNS 通知を受信するには

Amazon SNS によって適切なドリフトおよびコントロールのコンプライアンス通知を受信する方法につい
ては、「監査アカウントの SNS によるコンプライアンス通知 (p. 229)」を参照してください。

SNS トピックのパブリッシャーとサブスクライバー
aws-controltower-AllConfigNotifications トピック:

• AWS::Config::DeliveryChannel リソースは、このトピックに設定の変更に関する通知を送信する
ように設定されています。

• AWS Config が送信できる通知のタイプは、AWS Config ドキュメントの「Amazon SNS トピック」セ
クションで定義されています。

• AWS::CloudTrail::Trail リソースは、このトピックにログファイル配信の通知を送信するように設
定されています。

• このトピックをサブスクライブできます。

aws-controltower-SecurityNotifications トピック:

• AWS::Events::Rule リソースは、このトピックに AWS Config ルールのコンプライアンスの変更に関
する通知 (SNS 通知タイプの 1 つ) を送信するように設定されています。

• aws-controltower-NotificationForwarder Lambda 関数は、このトピックをサブスクライブ
し、aws-controltower-AggregateSecurityNotifications トピックに SNS 通知を転送しま
す。
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aws-controltower-AggregateSecurityNotifications トピック:

• このトピックは、Lambda 関数によって転送された通知を aws-controltower-
SecurityNotifications から受信します。

• また、ホームリージョンでドリフト通知を受信します。
• AWS Control Tower でトピックが作成されると、監査アカウントの E メールアドレスにサブスクリプ

ションが追加されます。このサブスクリプションを確認する必要があります。

Note

E メールアドレスなどのエンドポイントは、各サブスクリプションを確認する必要がありま
す。SNS は、サブスクリプションが確認されるまで、エンドポイントにメッセージを送信しませ
ん。

監査アカウントの SNS によるコンプライアンス通知
監査アカウントに送信された E メールでコンプライアンス変更通知を受信するには、次の Amazon SNS 
トピックをサブスクライブします。

arn:aws:sns:AWSRegion:AuditAccount:aws-controltower-
AggregateSecurityNotifications

サブスクライブするときは、実際の AWS Control Tower ホームリージョンおよび監査アカウント情報を、
表示されたトピック名に代入してください。AWS Control Tower を実行している、サポートされている各 
AWS リージョンに関する通知を受信する SNS トピックをサブスクライブできます。

SNS トピックと受信できる通知

• aws-controltower-AllConfigNotifications トピック:

コンプライアンス、非準拠、および変更に関する通知を AWS Config から受信します。また、ログファ
イルの配信時に AWS CloudTrail から通知を受け取ります。

• aws-controltower-SecurityNotifications トピック:

これらのトピックの 1 つが、サポートされる各 AWS リージョンに対して存在します。そのリージョン
の AWS Config からコンプライアンス、非準拠、および変更に関する通知を受信します。受信したすべ
ての通知を aws-controltower-AggregateSecurityNotifications に転送します。

• aws-controltower-AggregateSecurityNotifications トピック:

このトピックは、サポートされる各 AWS リージョンに存在します。リージョン固有の aws-
controltower-SecurityNotifications トピックから非準拠に関する通知を受信します。さら
に、ホームリージョンでは、ドリフト通知も受信します。

SNS トピックに関するその他の考慮事項:

• これらのトピックはすべて、監査アカウントに存在し、そこで通知を受信します。
• デフォルトでは、監査アカウントの E メールアドレスは aws-controltower-
AggregateSecurityNotifications SNS トピックをサブスクライブします。

• AWS Control Tower の SNS トピックは、意図的に非常にノイズの多いものとなっています。例え
ば、AWS Config は、AWS Config が新しいリソースを検出するたびに通知を送信します。

• SNS トピックから特定のタイプの通知を除外したい管理者は、AWS Lambda 関数を作成して、SNS ト
ピックにサブスクライブすることができます。または、サポート記事「AWSリソースが準拠していない
場合に AWS Config を使用して通知を受けるにはどうすればよいですか?」で説明されているように、通
知をフィルタリングする EventBridge ルールを設定することもできます。
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• AWS Config 通知には JSON オブジェクトが含まれています。
• AWS Control Tower ドリフト通知はプレーンテキストで表示されます。

AWS Control Tower コントロールライブラリ
次のセクションには、AWS Control Tower で利用可能な各コントロールのリファレンスエントリが含ま
れています。コントロールは、共通の特性に従ってセクションにグループ化されます。各コントロールリ
ファレンスエントリには、ランディングゾーンの OU で特定のコントロ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
• 必須コントロール (p. 230)
• プロアクティブコントロール (p. 246)
• Security Hub 標準 (p. 979)
• データレジデンシー保護を強化するコントロール (p. 981)
• オプションコントロール (p. 1000)

Note

"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED" が指定されている 4 つの必須コントロールは、意図的に同
一になっています。サンプルコードは正しいです。

必須コントロール
必須コントロールは AWS Control Tower によって所有され、ランディングゾーンのすべての OU に適用さ
れます。これらのコントロールはランディングゾーンのセットアップ時にデフォルトで適用され、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コントロールのリファレンスを
示します。

トピック
• Disallow Changes to Encryption Configuration for AWS Control Tower Created Amazon S3 Buckets in 

Log Archive (AWS Control Tower がログアーカイブに作成した Simple Storage Service (Amazon S3) 
バケットの暗号化設定の変更を許可しない) (p. 231)

• Disallow Changes to Logging Configuration for AWS Control Tower Created Amazon S3 Buckets in Log 
Archive (AWS Control Tower がログアーカイブに作成した Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケットのログ設定の変更を許可しない) (p. 232)

• Disallow Changes to Bucket Policy for AWS Control Tower Created Amazon S3 Buckets in Log Archive 
(AWS Control Tower がログアーカイブに作成した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのバ
ケットポリシーの変更を許可しない) (p. 232)

• Disallow Changes to Lifecycle Configuration for AWS Control Tower Created Amazon S3 Buckets in 
Log Archive (AWS Control Tower がログアーカイブに作成した Simple Storage Service (Amazon S3) 
バケットのライフサイクル設定の変更を許可しない) (p. 233)

• Disallow Changes to Amazon CloudWatch Logs Log Groups set up by AWS Control Tower (AWS 
Control Tower によって設定された Amazon CloudWatch Logs ロググループへの変更を不許可にす
る) (p. 234)

• Disallow Deletion of AWS Config Aggregation Authorizations Created by AWS Control Tower (AWS 
Control Tower が作成した AWS Config 集約認証の削除を許可しない) (p. 234)

• Disallow Deletion of Log Archive (ログアーカイブの削除を禁止する) (p. 235)
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• Detect Public Read Access Setting for Log Archive (ログアーカイブのパブリック読み取りアクセス設
定を検出する) (p. 235)

• Detect Public Write Access Setting for Log Archive (ログアーカイブのパブリック書き込みアクセス設
定を検出する) (p. 236)

• Disallow Configuration Changes to CloudTrail (CloudTrail への設定変更を不許可にする) (p. 236)
• Integrate CloudTrail Events with Amazon CloudWatch Logs (CloudTrail イベントを Amazon 

CloudWatch Logs と統合する) (p. 237)
• 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) (p. 237)
• Enable Integrity Validation for CloudTrail Log File (CloudTrail のログファイルの整合性検証を有効にす

る) (p. 238)
• Disallow Changes to Amazon CloudWatch Set Up by AWS Control Tower (AWS Control Tower によっ

て設定された Amazon CloudWatch への変更を不許可にする) (p. 238)
• Disallow Changes to Tags Created by AWS Control Tower for AWS Config Resources (AWS Control 

Tower が作成した リソースのタグの変更を許可しない) (p. 239)
• AWS Config への設定変更を許可しない (p. 240)
• 使用可能なすべてのリージョンで AWS Config を有効にする (p. 240)
• AWS Control Tower によって設定された AWS Config Rules への変更を許可しない (p. 241)
• Disallow Changes to AWS IAM Roles Set Up by AWS Control Tower and AWS CloudFormation (AWS 

Control Tower と AWS CloudFormation によって設定された AWS IAM ロールへの変更を不許可にす
る) (p. 241)

• AWS Control Tower によって設定された AWS Lambda 関数の変更を許可しない (p. 243)
• 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 への変更を不許可にする) (p. 244)
• 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への変更を不許可にする) (p. 245)
• セキュリティ組織単位の共有アカウントで AWS CloudTrail または CloudTrail Lake が有効になってい

るかどうかを検出する (p. 245)

Note

"Sid": "GRCLOUDTRAILENABLED" が指定されている 4 つの必須コントロールは、意図的に同
一になっています。サンプルコードは正しいです。

Disallow Changes to Encryption Configuration for AWS Control 
Tower Created Amazon S3 Buckets in Log Archive (AWS Control 
Tower がログアーカイブに作成した Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットの暗号化設定の変更を許可しない)
このコントロールは、AWS Control Tower がログアーカイブアカウントに作成する Amazon S3 バケット
の暗号化を変更できないようにします。これは、必須ガイダンスによる予防コントロールです。デフォル
トでは、このコントロールはセキュリティ OU で有効になっています。追加の OU で有効にすることはで
きません。

このコントロ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", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCTAUDITBUCKETENCRYPTIONCHANGESPROHIBITED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutEncryptionConfiguration" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::aws-controltower*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Disallow Changes to Logging Configuration for AWS Control 
Tower Created Amazon S3 Buckets in Log Archive (AWS Control 
Tower がログアーカイブに作成した Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのログ設定の変更を許可しない)
このコントロールは、AWS Control Tower がログアーカイブアカウントに作成する Amazon S3 バケット
のログ設定を変更できないようにします。これは、必須ガイダンスによる予防コントロールです。デフォ
ルトでは、このコントロールはセキュリティ OU で有効になっています。追加の OU で有効にすることは
できません。

このコントロールのアーティファクトは、以下の SCP です。

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

Disallow Changes to Bucket Policy for AWS Control Tower 
Created Amazon S3 Buckets in Log Archive (AWS Control Tower 
がログアーカイブに作成した Simple Storage Service (Amazon 
S3) バケットのバケットポリシーの変更を許可しない)
このコントロールは、AWS Control Tower がログアーカイブアカウントに作成する Amazon S3 バケット
のバケットポリシーを変更できないようにします。これは、必須ガイダンスによる予防コントロールで
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す。デフォルトでは、このコントロールはセキュリティ OU で有効になっています。追加の OU で有効に
することはできません。

このコントロールのアーティファクトは、以下の SCP です。

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

Disallow Changes to Lifecycle Configuration for AWS Control 
Tower Created Amazon S3 Buckets in Log Archive (AWS Control 
Tower がログアーカイブに作成した Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのライフサイクル設定の変更を許可しな
い)
このコントロールは、AWS Control Tower がログアーカイブアカウントに作成する Amazon S3 バケット
のライフサイクル設定を変更できないようにします。これは、必須ガイダンスによる予防コントロールで
す。デフォルトでは、このコントロールはセキュリティ OU で有効になっています。追加の OU で有効に
することはできません。

このコントロールのアーティファクトは、以下の SCP です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRCTAUDITBUCKETLIFECYCLECONFIGURATIONCHANGESPROHIBITED", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "s3:PutLifecycleConfiguration" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:s3:::aws-controltower*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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Disallow Changes to Amazon CloudWatch Logs Log Groups set 
up by AWS Control Tower (AWS Control Tower によって設定さ
れた Amazon CloudWatch Logs ロググループへの変更を不許可
にする)
このコントロールは、ランディングゾーンの設定時に AWS Control Tower がログアーカイブアカウントに
作成した Amazon CloudWatch Logs ロググループの保持ポリシーを変更できないようにします。また、顧
客アカウントのログ保持ポリシーの変更もできません。これは、必須ガイダンスによる予防コントロール
です。デフォルトでは、このコントロールはすべての OU で有効になっています。

このコントロールのアーティファクトは、以下の SCP です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRLOGGROUPPOLICY", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "logs:DeleteLogGroup", 
                "logs:PutRetentionPolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:*aws-controltower*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringNotLike": { 
                    "aws:PrincipalArn": [ 
                        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Disallow Deletion of AWS Config Aggregation Authorizations 
Created by AWS Control Tower (AWS Control Tower が作成した 
AWS Config 集約認証の削除を許可しない)
このコントロールは、ランディングゾーンの設定時に AWS Control Tower が監査アカウントに作成した 
AWS Config 集約承認を削除できないようにします。これは、必須ガイダンスによる予防コントロールで
す。デフォルトでは、このコントロールはすべての OU で有効になっています。

このコントロールのアーティファクトは、以下の SCP です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRCONFIGAGGREGATIONAUTHORIZATIONPOLICY", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "config:DeleteAggregationAuthorization" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:config:*:*:aggregation-authorization*" 
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      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
        }, 
        "StringLike": { 
          "aws:ResourceTag/aws-control-tower": "managed-by-control-tower" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Disallow Deletion of Log Archive (ログアーカイブの削除を禁止す
る)
このコントロールは、AWS Control Tower によってログアーカイブアカウントに作成された Amazon S3 
バケットを削除できないようにします。これは、必須ガイダンスによる予防コントロールです。デフォル
トでは、このコントロールは [Security] (セキュリティ) OU で有効になっています。

このコントロールのアーティファクトは、以下の SCP です。

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

Detect Public Read Access Setting for Log Archive (ログアーカイ
ブのパブリック読み取りアクセス設定を検出する)
このコントロールは、ログアーカイブ共有アカウントの 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を検出します。このコントロールは、アカウントのステータスを変更
しません。これは、必須ガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは
[Security] (セキュリティ) OU で有効になっています。

このコントロ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' 
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    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

Detect Public Write Access Setting for Log Archive (ログアーカイ
ブのパブリック書き込みアクセス設定を検出する)
このコントロールは、ログアーカイブ共有アカウントの 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を検出します。このコントロールは、アカウントのステータスを変更
しません。これは、必須ガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは
[Security] (セキュリティ) OU で有効になっています。

このコントロ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

Disallow Configuration Changes to CloudTrail (CloudTrail への設
定変更を不許可にする)
このコントロールは、ランディングゾーンでの CloudTrail の設定変更を防止します。これは、必須ガイダ
ンスによる予防コントロールです。デフォルトでは、このコントロールはすべての OU で有効になってい
ます。

このコントロ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", 
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            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:DeleteTrail", 
                "cloudtrail:PutEventSelectors", 
                "cloudtrail:StopLogging", 
                "cloudtrail:UpdateTrail" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower-*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Integrate CloudTrail Events with Amazon CloudWatch Logs 
(CloudTrail イベントを Amazon CloudWatch Logs と統合する)
このコントロールは、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を実行します。これは、必須ガイダンスによる予防コントロールです。デフォ
ルトでは、このコントロールはすべての OU で有効になっています。

このコントロ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": ["arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower-*"], 
            "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)
このコントロールは、使用可能なすべての AWS リージョン で CloudTrail を有効にします。これは、必
須ガイダンスによる予防コントロールです。デフォルトでは、このコントロールはすべての OU で有効に
なっています。

このコントロールのアーティファクトは、以下の SCP です。

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

Enable Integrity Validation for CloudTrail Log File (CloudTrail のロ
グファイルの整合性検証を有効にする)
このコントロールは、すべてのアカウントと OU で CloudTrail ログファイルの整合性検証を有効にしま
す。それにより、CloudTrail ログファイル検証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 Simple Storage Service (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、必須ガイダンスによる予防コントロールで
す。デフォルトでは、このコントロールはすべての OU で有効になっています。

このコントロ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": ["arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower-*"], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Disallow Changes to Amazon CloudWatch Set Up by AWS 
Control Tower (AWS Control Tower によって設定された Amazon 
CloudWatch への変更を不許可にする)
このコントロールは、ランディングゾーンの設定時に AWS Control Tower によって設定された Amazon 
CloudWatch の変更を禁止します。これは、必須ガイダンスによる予防コントロールです。デフォルトで
は、このコントロールはすべての OU で有効になっています。
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このコントロールのアーティファクトは、以下の SCP です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "GRCLOUDWATCHEVENTPOLICY", 
      "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 Tags Created by AWS Control Tower for 
AWS Config Resources (AWS Control Tower が作成した リソー
スのタグの変更を許可しない)
このコントロールは、ランディングゾーンの設定時に AWS Control Tower が作成した、設定およびコ
ンプライアンスデータを収集する AWS Config リソースについて、タグを変更できないようにします。
これにより、AWS Control Tower によってタグ付けされた集約認証に対する TagResource 操作および
UntagResource 操作が拒否されます。これは、必須ガイダンスによる予防コントロールです。デフォル
トでは、このコントロールはすべての OU で有効になっています。

このコントロールのアーティファクトは、以下の 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" 
        } 
      } 
    } 
  ]
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}

AWS Config への設定変更を許可しない
このコントロールは、AWS Config の設定変更を防止します。これにより、AWS Config の設定変更を不
許可にすることで、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
須ガイダンスによる予防コントロールです。デフォルトでは、このコントロールはすべての OU で有効に
なっています。

このコントロ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" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

使用可能なすべてのリージョンで AWS Config を有効にする
このコントロールは、使用可能なすべての AWS リージョン で AWS Config を有効にします。これは、必
須ガイダンスによる予防コントロールです。デフォルトでは、このコントロールはすべての OU で有効に
なっています。

このコントロ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": ["*"], 
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            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS Control Tower によって設定された AWS Config Rules への
変更を許可しない
このコントロールは、ランディングゾーンの設定時に AWS Control Tower によって実装された AWS 
Config Rules の変更を禁止します。これは、必須ガイダンスによる予防コントロールです。デフォルトで
は、このコントロールはすべての OU で有効になっています。

このコントロ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 AWS IAM Roles Set Up by AWS Control 
Tower and AWS CloudFormation (AWS Control Tower と AWS 
CloudFormation によって設定された AWS IAM ロールへの変更
を不許可にする)
このコントロールは、ランディングゾーンの設定時に AWS Control Tower が作成した AWS IAM ロールの
変更を禁止します。これは、必須ガイダンスによる予防コントロールです。デフォルトでは、このコント
ロールはすべての OU で有効になっています。

コントロールの更新

必須コントロール AWS-GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED の更新バージョンがリリースされました。
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AWS Control Tower に登録されている OU のアカウントは AWSControlTowerExecution ロールを有効
にする必要があるため、コントロールのこの変更が必要になります。コントロールの以前のバージョンで
は、このロールは作成されません。

AWS CloudFormation StackSets が AWSControlTowerExecution ロールを作成できるように、AWS 
Control Tower は既存のコントロールを更新して、例外を追加しました。もう 1 つの処置として、この新
しいコントロールは、子アカウントのプリンシパルがアクセスできないように、StackSet ロールを保護し
ます。

新しいコントロールバージョンでは、以前のバージョンで提供されたすべてのアクションに加えて、次の
アクションが実行されます。

• stacksets-exec-* ロール (AWS CloudFormation が所有) を許可して、AWS Control Tower で作成さ
れた IAM ロールに対してアクションを実行します。

• IAM ロール名がパターン stacksets-exec-* と一致する、子アカウントの IAM ロールに対する変更を
防止します。

コントロールのバージョンの更新は、以下のように OU とアカウントに影響します。

• ガバナンスを OU に拡張すると、その受信 OU は登録プロセスの一環としてコントロールの更新バー
ジョンを受け取ります。この OU の最新バージョンを取得するためにランディングゾーンを更新する必
要はありません。AWS Control Tower は、登録する OU に最新バージョンを自動的に適用します。

• このリリース後に随時ランディングゾーンを更新または修復すると、今後のプロビジョニングのために
コントロールがこのバージョンに更新されます。

• このリリース日より前に AWS Control Tower で作成または登録された OU で、リリース日の後に修復ま
たは更新されていないランディングゾーンの一部である OU は、古いバージョンのコントロールで引き
続き運用され、AWSControlTowerExecution ロールの作成をブロックします。

• このコントロールの更新の 1 つの結果として、OU は異なるバージョンのコントロールで機能できま
す。ランディングゾーンを更新して、更新されたバージョンのコントロールを OU に一様に適用しま
す。

更新されたコントロ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", 
          "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*", 
          "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"    #this line is new 
        ], 
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        "Condition": { 
          "ArnNotLike": { 
            "aws:PrincipalArn": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution", 
                "arn:aws:iam::*:role/stacksets-exec-*"    #this line is new 
         ] 
       } 
      } 
    } 
  ]
}

このコントロールの以前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", 
        "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" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AWS Control Tower によって設定された AWS Lambda 関数の変
更を許可しない
このコントロールは、AWS Control Tower によって設定された AWS Lambda Lambda 関数の変更を禁止
します。これは、必須ガイダンスによる予防コントロールです。デフォルトでは、このコントロールはす
べての OU で有効になっています。

このコントロ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", 
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      "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" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

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 への変更
を不許可にする)
このコントロールは、AWS Control Tower によって設定された Amazon SNS の変更を禁止します。それ
により、ランディングゾーンの Amazon SNS 通知設定の整合性が保護されます。これは、必須ガイダン
スによる予防コントロールです。デフォルトでは、このコントロールはすべての OU で有効になっていま
す。

このコントロ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" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

244



AWS Control Tower ユーザーガイド
必須コントロール

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への変更を不許可にする)
このコントロールは、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
を禁止します。これにより、ランディングゾーンの Amazon SNS サブスクリプション設定の整合性が保護
され、AWS Config Rules コンプライアンスの変更の通知がトリガーされます。これは、必須ガイダンスに
よる予防コントロールです。デフォルトでは、このコントロールはすべての OU で有効になっています。

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

セキュリティ組織単位の共有アカウントで AWS CloudTrail また
は CloudTrail Lake が有効になっているかどうかを検出する
このコントロールは、セキュリティ組織単位の共有アカウントで AWS CloudTrail または CloudTrail Lake 
が有効になっているかどうかを検出します。CloudTrail または CloudTrail Lake が共有アカウントで有効で
ない場合、ルールは NON_COMPLIANT です。これは、必須のガイダンスによる検出コントロールです。
デフォルトでは、このコントロールはセキュリティ OU で有効になっています。

このコントロ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 detect whether an account has AWS CloudTrail 
 or CloudTrail Lake enabled. 
   
  Parameters: 
    ConfigRuleName: 
      Type: 'String' 
      Description: 'Name for the Config rule' 
   
  Resources: 
    CheckForCloudtrailEnabled: 
      Type: AWS::Config::ConfigRule 
      Properties: 
        ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
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        Description: Detects whether an account has AWS CloudTrail or CloudTrail Lake 
 enabled. The rule is NON_COMPLIANT if either CloudTrail or CloudTrail Lake is not enabled 
 in an account. 
        Source: 
          Owner: AWS 
          SourceIdentifier: CLOUD_TRAIL_ENABLED

プロアクティブコントロール
プロアクティブコントロールは、AWS CloudFormation フックを使用して実装されるオプションコント
ロールです。プロアクティブコントロールは主に 3 つの [Categories] (カテゴリ) に分類されます。

これらのコントロールは、リソースをデプロイする前にリソースをチェックして、新しいリソースが環境
内で有効になっているコントロールに準拠しているかどうかを判断するため、プロアクティブと呼ばれま
す。

AWS Control Tower コンソールで、次のような、割り当てられたカテゴリに従ってグループ内のコント
ロールを表示できます。

• [Control objectives] (コントロールの目標): 環境でコントロールを実装する具体的な目的。
• [Frameworks] (フレームワーク): 業界標準のコンプライアンスフレームワーク。
• [Services] (サービス): コントロールによって管理される可能性のある AWS サービス。

このリファレンスガイドでは、プロアクティブコントロールは関連する AWS サービスに従って分類され
ています。

Note

OU でプロアクティブコントロールを有効にする前に、識別子 CT.CLOUDFORMATION.PR.1 を
持つ SCP ベースの選択的コントロールを適用する必要があります。「AWS CloudFormation レジ
ストリ内のリソースタイプ、モジュール、フックの管理を禁止する (p. 1016)」を参照してくださ
い。この SCP が有効になっていない場合、このコントロールを前提条件として有効にするよう指
示するか、他のプロアクティブコントロールの依存関係として示すエラーメッセージが表示され
ます。

プロアクティブコントロールの動作

プロアクティブコントロールは、リソースが AWS CloudFormation スタック操作によって作成また
は更新されるたびにリソースをチェックします。具体的には、これらのプロアクティブコントロール
は、preCreate および preUpdate AWS CloudFormation フックハンドラーとして実装されます。
そのため、これらのコントロールは、AWS コンソール、AWS API、AWS SDK、またはその他の IaC 
(Infrastructure-as-Code) ツールなどの手段を介してサービスに直接行われるリクエストには影響しない
可能性があります。preCreate および preUpdate フックが動作するタイミングの詳細については、
「AWS CloudFormation フック」を参照してください。

サンプルテンプレートに従って環境内のプロアクティブコントロールのテストを設定する場合、テンプ
レートは特定のコントロールのみをテストするために作成されていることに注意してください。他のコン
トロールは、そのテンプレートで PASS 評価を受けられない場合があります。この動作は想定されるもの
です。環境でプロアクティブコントロールを有効にする前に、個別にテストすることをお勧めします。

Note

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの中には、AWS Control TowerAWS リージョ
ン が利用できる特定の場所では動作しないものがあることを知っておくことが重要です。これ
は、これらのリージョンは AWS CloudFormation フックに必要な基本機能をサポートしていない
ためです。そのため、AWS Control Tower を通じてプロアクティブコントロールをデプロイして
も、そのコントロールは AWS Control Tower で管理しているすべてのリージョンで動作しない可
能性があります。
プロアクティブコントロールのリージョンは、AWS Control Tower コンソールで表示できます。
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トピック
• Amazon API Gateway コントロール (p. 247)
• AWS Certificate Manager コントロール (p. 269)
• Amazon CloudFront コントロール (p. 274)
• AWS CloudTrail コントロール (p. 347)
• AWS CodeBuild コントロール (p. 364)
• AWS Database Migration Service (AWS DMS) コントロール (p. 410)
• Amazon DynamoDB コントロール (p. 414)
• DynamoDB Accelerator のコントロール (p. 418)
• AWS Elastic Beanstalk コントロール (p. 423)
• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) のコントロール (p. 442)
• Amazon Elastic Container Registry のコントロール (p. 506)
• Amazon Elastic Container Service のコントロール (p. 517)
• Amazon Elastic File System のコントロール (p. 578)
• Elastic Load Balancing のコントロール (p. 593)
• Amazon GuardDuty のコントロール (p. 676)
• AWS Identity and Access Management (IAM) のコントロール (p. 680)
• AWS Key Management Service (AWS KMS) コントロール (p. 716)
• Amazon Kinesis のコントロール (p. 721)
• AWS Lambda コントロール (p. 726)
• AWS Network Firewall コントロール (p. 733)
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) のコントロール (p. 753)
• Amazon Redshift のコントロール (p. 879)
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のコントロール (p. 910)
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) のコントロール (p. 945)
• AWS WAF リージョナルコントロール (p. 955)
• AWS WAF コントロール (p. 963)
• AWS WAFV2 コントロール (p. 970)

Amazon API Gateway コントロール
トピック

• [CT.APIGATEWAY.PR.1] Amazon API Gateway REST および WebSocket API でログ記録を有効にす
る必要があります (p. 247)

• [CT.APIGATEWAY.PR.2] Amazon API Gateway REST API ステージで AWS X-Ray トレーシングを有
効にする必要があります (p. 253)

• [CT.APIGATEWAY.PR.3] Amazon API Gateway REST API ステージで、キャッシュデータ用に保管時
の暗号化が設定されている必要があります (p. 258)

• [CT.APIGATEWAY.PR.4] Amazon API Gateway V2 ステージのアクセスログが有効になっている必要
があります (p. 264)

[CT.APIGATEWAY.PR.1] Amazon API Gateway REST および WebSocket API で
ログ記録を有効にする必要があります

このコントロールは、Amazon API Gateway ステージ内のすべてのメソッドに実行ログ記録が設定されて
いるかどうかをチェックします。

247



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ApiGateway::Stage
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.APIGATEWAY.PR.1 ルールの仕様 (p. 249)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.APIGATEWAY.PR.1 
ルールの仕様 (p. 249) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.APIGATEWAY.PR.1 サンプルテンプレート (p. 251) を参照してください。

説明

Amazon API Gateway REST または WebSocket API ステージでは、関連するログを有効にする必要
があります。API Gateway REST および WebSocket API 実行ログ記録は、API Gateway REST お
よび WebSocket API ステージに対して行われたリクエストの詳細な記録を提供します。ステージに
は、API 統合バックエンドレスポンス、Lambda オーソライザーレスポンス、AWS 統合エンドポイント用
requestId が含まれます。

使用に関する考慮事項

• このコントロールでは、Amazon API Gateway ステージですべてのメソッドとリソース (* の
HttpMethod と /* の ResourcePath) の実行ログを設定する必要があります。

ルール違反の修正

すべてのメソッド (* の HttpMethod と /* のResourcePath) について、LoggingLevel を ERROR ま
たは INFO に設定する MethodSetting で、Amazon API Gateway ステージの実行ログを設定します。ど
のメソッド設定でも、LoggingLevel を OFF に設定しないでください。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon API Gateway ステージ - 例

Amazon API Gateway ステージは、すべてのメソッドとリソースについて、error レベルの実行ログが設
定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ApiGatewayStage": { 
        "Type": "AWS::ApiGateway::Stage", 
        "Properties": { 
            "StageName": "Sample", 
            "Description": "Sample Stage", 
            "RestApiId": { 
                "Ref": "RestApi" 
            }, 
            "DeploymentId": { 
                "Ref": "Deployment" 
            }, 
            "MethodSettings": [ 
                { 
                    "ResourcePath": "/*", 
                    "HttpMethod": "*", 
                    "LoggingLevel": "ERROR" 
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                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ApiGatewayStage: 
  Type: AWS::ApiGateway::Stage 
  Properties: 
    StageName: Sample 
    Description: Sample Stage 
    RestApiId: !Ref 'RestApi' 
    DeploymentId: !Ref 'Deployment' 
    MethodSettings: 
      - ResourcePath: /* 
        HttpMethod: '*' 
        LoggingLevel: ERROR 

                 

CT.APIGATEWAY.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   api_gw_v1_execution_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether all methods in Amazon API Gateway stage have execution 
 logging configured.
#  
# Reports on:
#   AWS::ApiGateway::Stage
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any API Gateway stage resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, 'MethodSettings' is not present or is provided and is 
 an empty list.
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
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#       And: In the stage resource, Execution Logging is not configured for all HTTP 
 Methods and API resources (In
#            'MethodSettings', 'LoggingLevel' is omitted, or not set to 'ERROR' or 'INFO', 
 for 'HttpMethod' of '*' and
#            'ResourcePath' of '/*' )
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, Execution Logging is configured for all HTTP Methods 
 and API resources (In
#            'MethodSettings', 'LoggingLevel' is set to 'ERROR' or 'INFO', for 'HttpMethod' 
 of '*' and
#            'ResourcePath' of '/*' )
#       And: 'LoggingLevel' has been set to 'OFF' for any other Method Setting
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, Execution Logging is configured for all HTTP Methods 
 and API resources (In
#            'MethodSettings', 'LoggingLevel' is set to 'ERROR' or 'INFO', for 'HttpMethod' 
 of '*' and
#            'ResourcePath' of '/*' )
#       And: 'LoggingLevel' has not been provided or set to 'ERROR' or 'INFO' for all other 
 Method Settings
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let API_GW_STAGE_TYPE = "AWS::ApiGateway::Stage"
let INPUT_DOCUMENT = this
let VALID_LOG_LEVELS = [ "ERROR", "INFO" ]

#
# Assignments
#
let api_gateway_stages = Resources.*[ Type == %API_GW_STAGE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule api_gw_v1_execution_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %api_gateway_stages not empty { 
    check(%api_gateway_stages.Properties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.1]: Require an Amazon API Gateway REST and WebSocket API to have 
 logging activated 
        [FIX]: Configure execution logging on Amazon API Gateway stages with a 
 'MethodSetting' that sets 'LoggingLevel' to 'ERROR' or 'INFO' for all methods 
 ('HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/*'). Ensure that you do not set 
 'LoggingLevel' to 'OFF' for any method setting. 
        >>
}

rule api_gw_v1_execution_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %API_GW_STAGE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%API_GW_STAGE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.1]: Require an Amazon API Gateway REST and WebSocket API to have 
 logging activated 
        [FIX]: Configure execution logging on Amazon API Gateway stages with a 
 'MethodSetting' that sets 'LoggingLevel' to 'ERROR' or 'INFO' for all methods 
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 ('HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/*'). Ensure that you do not set 
 'LoggingLevel' to 'OFF' for any method setting. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(api_gateway_stage) { 
    %api_gateway_stage { 
        # Scenario 2 
        MethodSettings exists 
        MethodSettings is_list 
        MethodSettings not empty 

        # Scenario 3 
        # At least one wildcard entry exists with valid logging enabled 
        some MethodSettings[*] { 
            HttpMethod exists 
            ResourcePath exists 
            LoggingLevel exists 

            HttpMethod == "*" 
            ResourcePath == "/*" 
            LoggingLevel in %VALID_LOG_LEVELS 
        } 

        # Scenario 4, 5 
        # When other methods explictly set/override logging settings, ensure that logging 
 is not disabled 
        MethodSettings[*] { 
            when LoggingLevel exists { 
                LoggingLevel in %VALID_LOG_LEVELS 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.APIGATEWAY.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  RestApi: 
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    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: ExampleRestApi 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Example 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 
      MethodSettings: 
      - ResourcePath: "/*" 
        HttpMethod: "*" 
        LoggingLevel: ERROR 
      - ResourcePath: "/" 
        HttpMethod: GET 
        LoggingLevel: INFO 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  RestApi: 

252



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: ExampleRestApi 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Example 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 

     

[CT.APIGATEWAY.PR.2] Amazon API Gateway REST API ステージで AWS X-
Ray トレーシングを有効にする必要があります

このコントロールは、Amazon API Gateway REST API で AWS X-Ray トレースが有効になっていること
を確認します。

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ApiGateway::Stage
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.APIGATEWAY.PR.2 ルール仕様 (p. 255)
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詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.APIGATEWAY.PR.2 
ルール仕様 (p. 255) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.APIGATEWAY.PR.2 サンプルテンプレート (p. 256) を参照してください。

説明

AWS X-Ray アクティブトレースを使用すると、基盤となるインフラストラクチャのパフォーマンスの変化
に対してより迅速に対応できます。パフォーマンスの変化により、API が利用できなくなる可能性があり
ます。X-Ray アクティブトレースは、API Gateway REST API オペレーションと接続サービスを介して流
れるユーザーリクエストのリアルタイムメトリクスを提供します。

ルール違反の修正

TracingEnabled を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon API Gateway ステージ - 例

Amazon API Gateway ステージは、AWS X-Ray トレースが有効に設定されています。この例は JSON と 
YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ApiGatewayStage": { 
        "Type": "AWS::ApiGateway::Stage", 
        "Properties": { 
            "StageName": "Sample", 
            "Description": "Sample Stage", 
            "TracingEnabled": true, 
            "RestApiId": { 
                "Ref": "RestApi" 
            }, 
            "DeploymentId": { 
                "Ref": "Deployment" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ApiGatewayStage: 
  Type: AWS::ApiGateway::Stage 
  Properties: 
    StageName: Sample 
    Description: Sample Stage 
    TracingEnabled: true 
    RestApiId: !Ref 'RestApi' 
    DeploymentId: !Ref 'Deployment' 
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CT.APIGATEWAY.PR.2 ルール仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   api_gw_xray_enabled_check
#  
# Description:
#   This control ensures that AWS X-Ray tracing is enabled on Amazon API Gateway REST APIs.
#  
# Reports on:
#   AWS::ApiGateway::Stage
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any API Gateway stage resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'TracingEnabled' is not present on the API Gateway stage
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'TracingEnabled' is present on the API Gateway stage and is set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'TracingEnabled' is present on the API Gateway stage and is set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let API_GW_STAGE_TYPE = "AWS::ApiGateway::Stage"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let api_gateway_stages = Resources.*[ Type == %API_GW_STAGE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule api_gw_xray_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                    %api_gateway_stages not empty { 
    check(%api_gateway_stages.Properties) 
        << 
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        [CT.APIGATEWAY.PR.2]: Require an Amazon API Gateway REST API stage to have AWS X-
Ray tracing activated 
        [FIX]: Set 'TracingEnabled' to 'true'. 
        >>
}

rule api_gw_xray_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %API_GW_STAGE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%API_GW_STAGE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.2]: Require an Amazon API Gateway REST API stage to have AWS X-
Ray tracing activated 
        [FIX]: Set 'TracingEnabled' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(api_gateway_stage) { 
    %api_gateway_stage { 
        # Scenario 2, 3, 4 
        TracingEnabled exists 
        TracingEnabled == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.APIGATEWAY.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: Testing 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
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        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Dev 
      Description: Dev Stage 
      TracingEnabled: true 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: Testing 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
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      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Dev 
      Description: Dev Stage 
      TracingEnabled: false 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 

     

[CT.APIGATEWAY.PR.3] Amazon API Gateway REST API ステージで、キャッ
シュデータ用に保管時の暗号化が設定されている必要があります

このコントロールは、キャッシュが有効になっている Amazon API Gateway REST API ステージで、
キャッシュの暗号化も有効になっているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 保管中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ApiGateway::Stage
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.APIGATEWAY.PR.3 ルールの仕様 (p. 260)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.APIGATEWAY.PR.3 
ルールの仕様 (p. 260) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL AWS CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.APIGATEWAY.PR.3 サンプルテンプレート (p. 262) を参照してください。

説明

保管中のデータを暗号化すると、ディスクに保存されているデータが、AWS に認証されていないユーザー
によってアクセスされるリスクが軽減されます。これにより、無許可のユーザーによるデータの取得を制
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限するために、別の一連のアクセスコントロールが追加されます。例えば、データを読み取る前にデータ
を復号化するには、API の許可が必要です。

API Gateway REST API キャッシュは、セキュリティを強化するために、保管中に暗号化する必要があり
ます。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、キャッシュクラスタリングが有効になっている API Gateway ステージリ
ソースにのみ適用されます。

• キャッシュクラスタリングが有効になっている場合、このコントロールでは、* の
HttpMethod と /* の ResourcePath を含む MethodSetting エントリを指定することによ
り、すべてのリソースとメソッドについてキャッシュ暗号化を有効にする必要があります。

ルール違反の修正

API Gateway キャッシュの暗号化を設定するには、すべてのメソッド (* の HttpMethod と /*
のResourcePath) について CacheDataEncrypted を true に設定する MethodSetting を使用しま
す。どのメソッド設定でも、CacheDataEncrypted を false に設定しないでください。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

API Gateway ステージの例

この例は、すべてのメソッド (* の HttpMethod と /* の ResourcePath) について、キャッシュデータ
を暗号化するように設定された API Gateway ステージを示しています。この例は JSON と YAML で示さ
れています。

JSON の例

{ 
    "ApiGatewayStage": { 
        "Type": "AWS::ApiGateway::Stage", 
        "Properties": { 
            "StageName": "Dev", 
            "Description": "Development Stage", 
            "CacheClusterEnabled": true, 
            "CacheClusterSize": 0.5, 
            "RestApiId": { 
                "Ref": "RestApi" 
            }, 
            "DeploymentId": { 
                "Ref": "Deployment" 
            }, 
            "MethodSettings": [ 
                { 
                    "ResourcePath": "/*", 
                    "HttpMethod": "*", 
                    "CacheDataEncrypted": true 
                }, 
                { 
                    "ResourcePath": "/", 
                    "HttpMethod": "POST" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例
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ApiGatewayStage: 
  Type: AWS::ApiGateway::Stage 
  Properties: 
    StageName: Dev 
    Description: Development Stage 
    CacheClusterEnabled: true 
    CacheClusterSize: 0.5 
    RestApiId: !Ref 'RestApi' 
    DeploymentId: !Ref 'Deployment' 
    MethodSettings: 
      - ResourcePath: /* 
        HttpMethod: '*' 
        CacheDataEncrypted: true 
      - ResourcePath: / 
        HttpMethod: POST 

                 

CT.APIGATEWAY.PR.3 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   api_gw_cache_encrypted_check
#  
# Description:
#   This rule checks whether Amazon API Gateway REST API stages that have caching enabled 
 also encrypt the caches.
#  
# Reports on:
#   AWS::ApiGateway::Stage
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon API Gateway stage resources
#     Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is not set, or is set to bool(false) on the API Gateway 
 stage resource
#     Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is set to bool(true) on the API Gateway stage resource
#       And: In the Stage resource, 'MethodSettings' is not present or is provided and is 
 an empty list.
#     Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is set to bool(true) on the API Gateway stage resource
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#       And: In the stage resource, cache data encryption is not enabled for all HTTP 
 methods and API resources (In
#           'MethodSettings', 'CacheDataEncrypted' is omitted or set to bool(false) for 
 'HttpMethod' of '*' and
#           'ResourcePath' of '/*' )
#     Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is set to bool(true) on the API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource, cache data encryption is configured for all 
 'MethodSettings' (CacheDataEncrypted is
#           bool(true) for 'HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/*')
#       And: 'CacheDataEncrypted' has been set to bool(false) for any other method settings
#     Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an API Gateway stage resource
#       And: 'CacheClusterEnabled' is set to bool(true) on the API Gateway stage resource
#       And: In the stage resource cache data encryption is configured for all 
 'MethodSettings' (CacheDataEncrypted is
#           bool(true) for 'HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/*')
#       And: 'CacheDataEncrypted' has not been provided or set to bool(true) for all other 
 method settings
#     Then: PASS

#
# Constants
#
let API_GW_STAGE_TYPE = "AWS::ApiGateway::Stage"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let api_gateway_stages = Resources.*[ Type == %API_GW_STAGE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule api_gw_cache_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                       %api_gateway_stages not empty { 
    check(%api_gateway_stages.Properties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.3]: Require that an Amazon API Gateway REST API stage has 
 encryption at rest configured for cache data 
        [FIX]: Configure encryption on API Gateway caches with a 'MethodSetting' that sets 
 'CacheDataEncrypted' to true for all methods ('HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/
*'). Ensure that you do not set 'CacheDataEncrypted' to false for any method setting. 
        >>
}

rule api_gw_cache_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %API_GW_STAGE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%API_GW_STAGE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.3]: Require that an Amazon API Gateway REST API stage has 
 encryption at rest configured for cache data 
        [FIX]: Configure encryption on API Gateway caches with a 'MethodSetting' that sets 
 'CacheDataEncrypted' to true for all methods ('HttpMethod' of '*' and 'ResourcePath' of '/
*'). Ensure that you do not set 'CacheDataEncrypted' to false for any method setting. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
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rule check(api_gateway_stage) { 
    %api_gateway_stage [ 
        CacheClusterEnabled exists 
        CacheClusterEnabled == true 
    ] { 
        # Scenario 2, 3, 4, 6 
        cache_encrypted(this) 
    }
}

rule cache_encrypted(api_gateway_stage) { 
    %api_gateway_stage { 
        MethodSettings exists 
        MethodSettings is_list 
        MethodSettings not empty 

        some MethodSettings[*] { 
            HttpMethod exists 
            ResourcePath exists 
            CacheDataEncrypted exists 

            HttpMethod == "*" 
            ResourcePath == "/*" 
            CacheDataEncrypted == true 
        } 

        MethodSettings[*] { 
            when CacheDataEncrypted exists { 
                CacheDataEncrypted == true 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.APIGATEWAY.PR.3 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
      Name: ExampleRestApi 
  GetMethod: 
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    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Example 
      Description: Example Stage 
      CacheClusterEnabled: true 
      CacheClusterSize: 0.5 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 
      MethodSettings: 
      - ResourcePath: "/*" 
        HttpMethod: "*" 
        CacheDataEncrypted: true 
      - ResourcePath: "/" 
        HttpMethod: "POST" 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  RestApi: 
    Type: AWS::ApiGateway::RestApi 
    Properties: 
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      Name: ExampleRestApi 
  GetMethod: 
    DependsOn: PutMethod 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: GET 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  PutMethod: 
    Type: AWS::ApiGateway::Method 
    Properties: 
      HttpMethod: PUT 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      ResourceId: 
        Fn::GetAtt: 
        - "RestApi" 
        - "RootResourceId" 
      AuthorizationType: NONE 
      MethodResponses: 
      - StatusCode: "200" 
      Integration: 
        Type: MOCK 
  Deployment: 
    DependsOn: GetMethod 
    Type: 'AWS::ApiGateway::Deployment' 
    Properties: 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
  ApiGatewayStage: 
    Type: AWS::ApiGateway::Stage 
    Properties: 
      StageName: Example 
      Description: Example Stage 
      CacheClusterEnabled: true 
      CacheClusterSize: 0.5 
      RestApiId: 
        Ref: RestApi 
      DeploymentId: 
        Ref: Deployment 
      MethodSettings: 
      - ResourcePath: "/*" 
        HttpMethod: "*" 
        CacheDataEncrypted: false 

     

[CT.APIGATEWAY.PR.4] Amazon API Gateway V2 ステージのアクセスログが有
効になっている必要があります

このコントロールは、Amazon API Gateway V2 ステージのアクセスログが有効になっているかどうかを
チェックします。アクセスロギングは HTTP および WebSocket API でサポートされています。

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
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• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ApiGatewayV2::Stage
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.APIGATEWAY.PR.4 ルール仕様 (p. 266)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.APIGATEWAY.PR.4 
ルール仕様 (p. 266) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.APIGATEWAY.PR.4 サンプルテンプレート (p. 268) を参照してください。

説明

アクセスログにより、API を呼び出したユーザーと、呼び出し元が API にアクセスした方法を記録でき
ます。独自のロググループを作成したり、既存のロググループを選択したりすることができます。これら
は、API Gateway で管理することができます。

ルール違反の修正

AccessLogSettings 設定を提供し、DestinationArn を Amazon CloudWatch ロググループの ARN 
に設定し、Format を単一行のログ形式設定に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon API Gateway HTTP API ステージ - 例

Amazon API Gateway HTTP API ステージは、API アクセスログを Amazon CloudWatch Logs に送信する
ように設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "HttpApiStage": { 
        "Type": "AWS::ApiGatewayV2::Stage", 
        "Properties": { 
            "StageName": "SampleStage", 
            "Description": "Sample Stage", 
            "ApiId": { 
                "Ref": "HttpApi" 
            }, 
            "AccessLogSettings": { 
                "DestinationArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "LogGroup", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "Format": "{\"requestId\":\"$context.requestId\", \"ip\": 
 \"$context.identity.sourceIp\", \"user\":\"$context.identity.user\",\"requestTime\":
\"$context.requestTime\"}" 
            } 
        } 
    }
} 
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YAML の例

HttpApiStage: 
  Type: AWS::ApiGatewayV2::Stage 
  Properties: 
    StageName: SampleStage 
    Description: Sample Stage 
    ApiId: !Ref 'HttpApi' 
    AccessLogSettings: 
      DestinationArn: !GetAtt 'LogGroup.Arn' 
      Format: '{"requestId":"$context.requestId", "ip": "$context.identity.sourceIp", 
        "user":"$context.identity.user","requestTime":"$context.requestTime"}' 

                 

CT.APIGATEWAY.PR.4 ルール仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   api_gw_v2_access_logs_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon API Gateway V2 stages have access logging enabled. 
 Access logging is supported for HTTP and WebSocket APIs.
#  
# Reports on:
#   AWS::ApiGatewayV2::Stage
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any APIGatewayV2 stage resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an APIGatewayV2 stage resource
#       And: 'AccessLogSettings' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an APIGatewayV2 stage resource
#       And: 'AccessLogSettings' has been provided
#       And: 'AccessLogSettings.DestinationArn' has not been provided, or has been provided 
 as an empty string or
#            invalid local reference
#       And: 'AccessLogSettings.Format' is provided as a non-empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an APIGatewayV2 stage resource
#       And: 'AccessLogSettings' has been provided
#       And: 'AccessLogSettings.DestinationArn' is provided as a non-empty string or valid 
 local reference
#       And: 'AccessLogSettings.Format' has not been provided, or is an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an APIGatewayV2 stage resource
#       And: 'AccessLogSettings' has been provided
#       And: 'AccessLogSettings.DestinationArn' is provided as a non-empty string or valid 
 local reference
#       And: 'AccessLogSettings.Format' is provided as a non-empty string
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let API_GW_V2_STAGE_TYPE = "AWS::ApiGatewayV2::Stage"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let api_gateway_v2_stages = Resources.*[ Type == %API_GW_V2_STAGE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule api_gw_v2_access_logs_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %api_gateway_v2_stages not empty { 
    check(%api_gateway_v2_stages.Properties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.4]: Require an Amazon API Gateway V2 stage to have access logging 
 activated 
            [FIX]: Provide an 'AccessLogSettings' configuration, setting 'DestinationArn' 
 to the ARN of an Amazon CloudWatch log group and 'Format' to a single line log format 
 configuration. 
        >>
}

rule api_gw_v2_access_logs_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %API_GW_V2_STAGE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%API_GW_V2_STAGE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.APIGATEWAY.PR.4]: Require an Amazon API Gateway V2 stage to have access logging 
 activated 
            [FIX]: Provide an 'AccessLogSettings' configuration, setting 'DestinationArn' 
 to the ARN of an Amazon CloudWatch log group and 'Format' to a single line log format 
 configuration. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(api_gateway_v2_stage) { 
    %api_gateway_v2_stage { 
        # Scenario 2 
        AccessLogSettings exists 
        AccessLogSettings is_struct 

        AccessLogSettings { 
            # Scenario 3 
            DestinationArn exists 
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            check_is_string_and_not_empty(DestinationArn) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, DestinationArn, "AWS::Logs::LogGroup") 

            # Scenario 4, 5 
            Format exists 
            check_is_string_and_not_empty(Format) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.APIGATEWAY.PR.4 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
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    Properties: 
      RetentionInDays: 7 
  HttpApi: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Api 
    Properties: 
      Name: ExampleApi 
      ProtocolType: HTTP 
  HttpApiStage: 
    Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Stage' 
    Properties: 
      StageName: ExampleStage 
      Description: Example Stage 
      ApiId: 
        Ref: HttpApi 
      AccessLogSettings: 
        DestinationArn: 
          Fn::GetAtt: 
          - "LogGroup" 
          - "Arn" 
        Format: >- 
          {"requestId":"$context.requestId", "ip": "$context.identity.sourceIp", 
          "user":"$context.identity.user","requestTime":"$context.requestTime"} 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  HttpApi: 
    Type: AWS::ApiGatewayV2::Api 
    Properties: 
      Name: ExampleApi 
      ProtocolType: HTTP 
  HttpApiStage: 
    Type: 'AWS::ApiGatewayV2::Stage' 
    Properties: 
      StageName: ExampleStage 
      Description: Example Stage 
      ApiId: 
        Ref: HttpApi 

     

AWS Certificate Manager コントロール
トピック

• [CT.ACM.PR.1] AWS Private CA 証明書には単一のドメイン名が必要です (p. 269)

[CT.ACM.PR.1] AWS Private CA 証明書には単一のドメイン名が必要です

このコントロールは、AWS Certificate Manager (ACM) プライベート CA 証明書に、単一ドメイン名では
なくワイルドカードドメイン名が含まれていないかどうかを確認します。

• コントロールの目標: 設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CertificateManager::Certificate
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• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ACM.PR.1 ルール仕様 (p. 271)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.ACM.PR.1 ルール仕
様 (p. 271) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ACM.PR.1 サンプルテンプレート (p. 274) を参照してください。

説明

AWS Private CA では、ドメイン名にワイルドカード (*) を使用できるため、同じドメイン内の複数のサイ
トを保護できます。この種の証明書にはリスクがあります。証明書の秘密鍵が侵害されると、侵害された
証明書を含むすべてのドメインとサブドメインが侵害されるからです。このようなリスクを軽減するため
に、ワイルドカード証明書の代わりに単一ドメイン名証明書を使用することをお勧めします。

ルール違反の修正

DomainName と SubjectAlternativeNames 内の各エントリを、ワイルドカード (*) を含まない完全修
飾ドメイン名 (FQDN) に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS Certificate Manager プライベート CA 証明書 - 例 1

単一ドメインで構成され、サブジェクト代替名を持たない AWS Certificate Manager プライベート CA 証
明書。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "Resources": { 
        "ACMCertificate": { 
            "Type": "AWS::CertificateManager::Certificate", 
            "Properties": { 
                "CertificateAuthorityArn": "arn:aws:acm-pca:us-
east-1:123456789012:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012", 
                "DomainName": "example.com" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: AWS::CertificateManager::Certificate 
    Properties: 
      CertificateAuthorityArn: arn:aws:acm-pca:us-east-1:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 
      DomainName: example.com 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。
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AWS Certificate Manager プライベート CA 証明書 - 例 2

単一ドメインで構成され、1 つのサブジェクト代替名を持つ AWS Certificate Manager プライベート CA 証
明書。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "Resources": { 
        "ACMCertificate": { 
            "Type": "AWS::CertificateManager::Certificate", 
            "Properties": { 
                "CertificateAuthorityArn": "arn:aws:acm-pca:us-
east-1:123456789012:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012", 
                "DomainName": "example.com", 
                "SubjectAlternativeNames": [ 
                    "www.example.com" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: AWS::CertificateManager::Certificate 
    Properties: 
      CertificateAuthorityArn: arn:aws:acm-pca:us-east-1:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 
      DomainName: example.com 
      SubjectAlternativeNames: 
        - www.example.com 

                 

CT.ACM.PR.1 ルール仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   acm_certificate_domain_name_check
#  
# Description:
#   This control checks whether any AWS Certificate Manager (ACM) Private CA certificates 
 have wildcard domain names instead of single domain names.
#  
# Reports on:
#   AWS::CertificateManager::Certificate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
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#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ACM certificate resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has not been provided
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'DomainName' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'SubjectAlternativeNames' has not been provided or provided as an empty list
#       And: 'DomainName' has been provided with a string that begins with a wildcard 
 character ('*').
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'DomainName' has been provided with a string that does not begin with a 
 wildcard character ('*').
#       And: 'SubjectAlternativeNames' has been provided as a non-empty list containing a 
 string that
#            begins with a wildcard character ('*').
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'DomainName' has been provided with a string that does not begin with a 
 wildcard character ('*').
#       And: 'SubjectAlternativeNames' has not been provided or provided as an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ACM certificate resource
#       And: 'CertificateAuthorityArn' has been provided
#       And: 'DomainName' has been provided with a string that does not begin with a 
 wildcard character ('*').
#       And: 'SubjectAlternativeNames' has been provided as a non-empty list where no 
 entries are strings that
#            begin with a wildcard character ('*').
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ACM_CERTIFICATE_TYPE = "AWS::CertificateManager::Certificate"
let WILDCARD_DOMAIN_NAME_REGEX_PATTERN = /^(\*\.).*$/
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let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let acm_certificates = Resources.*[ Type == %ACM_CERTIFICATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule acm_certificate_domain_name_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %acm_certificates not empty { 
    check(%acm_certificates.Properties) 
        << 
        [CT.ACM.PR.1]: Require an AWS Private CA certificate to have a single domain name 
            [FIX]: Set 'DomainName' and each entry within 'SubjectAlternativeNames' to a 
 fully qualified domain name (FQDN) that does not contain a wildcard (*). 
        >>
}

rule acm_certificate_domain_name_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ACM_CERTIFICATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ACM_CERTIFICATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ACM.PR.1]: Require an AWS Private CA certificate to have a single domain name 
            [FIX]: Set 'DomainName' and each entry within 'SubjectAlternativeNames' to a 
 fully qualified domain name (FQDN) that does not contain a wildcard (*). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(acm_certificate) { 
    %acm_certificate[ 
        CertificateAuthorityArn exists 
    ] { 
        # Scenario 2 
        DomainName exists 
        # Scenario 3 and 4 
        check_wildcarded_domain(DomainName) 
        check_subject_alternative_names(this) 
    }
}

rule check_subject_alternative_names(acm_certificate) { 
    %acm_certificate [ 
        SubjectAlternativeNames exists 
        SubjectAlternativeNames is_list 
        SubjectAlternativeNames not empty 
    ] { 
        SubjectAlternativeNames[*] { 
            check_wildcarded_domain(this) 
        } 
    }
}

rule check_wildcarded_domain(domain) { 
    %domain { 
        this is_string 
        this != %WILDCARD_DOMAIN_NAME_REGEX_PATTERN 
    }
}

#
# Utility Rules
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#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ACM.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: AWS::CertificateManager::Certificate 
    Properties: 
      CertificateAuthorityArn: arn:aws:acm-pca:us-east-1:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 
      DomainName: example.com 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: AWS::CertificateManager::Certificate 
    Properties: 
      CertificateAuthorityArn: arn:aws:acm-pca:us-east-1:123456789012:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 
      DomainName: '*.example.com' 

     

Amazon CloudFront コントロール
トピック

• [CT.CLOUDFRONT.PR.1] Amazon CloudFront ディストリビューションにデフォルトのルートオブ
ジェクトが設定されている必要があります (p. 275)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.2] Amazon S3 でバックアップされたオリジンを持つ Amazon CloudFront 
ディストリビューションは、オリジンアクセスアイデンティティが設定されている必要がありま
す (p. 280)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.3] Amazon CloudFront ディストリビューションに送信中の暗号化が設定され
ている必要があります (p. 287)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.4] Amazon CloudFront ディストリビューションにオリジンフェイルオーバー
が設定されている必要があります (p. 294)
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• [CT.CLOUDFRONT.PR.5] すべての Amazon CloudFront ディストリビューションでロギングが有効に
なっている必要があります (p. 300)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.6] Amazon CloudFront ディストリビューションはカスタム SSL/TLS 証明書を
使用する必要があります (p. 306)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.7] Amazon CloudFront ディストリビューションは SNI を使用して HTTPS リ
クエストを処理する必要があります (p. 312)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.8] Amazon CloudFront ディストリビューションは、カスタムオリジンへのト
ラフィックを暗号化する必要があります (p. 319)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.9] Amazon CloudFront ディストリビューションには、最低でも TLSv1.2 のセ
キュリティポリシーが設定されている必要があります (p. 327)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.10] Amazon S3 でバックアップされたオリジンを使用する Amazon 
CloudFront ディストリビューションには、オリジンアクセスコントロールが設定されている必要があ
ります。 (p. 333)

• [CT.CLOUDFRONT.PR.11] Amazon CloudFront ディストリビューションは、エッジロケーションとカ
スタムオリジンとの間で更新された SSL プロトコルを使用する必要があります (p. 340)

[CT.CLOUDFRONT.PR.1] Amazon CloudFront ディストリビューションにデフォ
ルトのルートオブジェクトが設定されている必要があります

このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションがデフォルトのルートオブジェクトで
ある特定のオブジェクトを返すように設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CLOUDFRONT.PR.1 ルールの仕様 (p. 276)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CLOUDFRONT.PR.1 
ルールの仕様 (p. 276) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CLOUDFRONT.PR.1 サンプルテンプレート (p. 278) を参照してください。

説明

ユーザーは、ディストリビューション内のオブジェクトではなく、ディストリビューションのルート URL 
を要求することがあります。この場合、デフォルトのルートオブジェクトを指定することで、ウェブディ
ストリビューションのコンテンツの漏洩を防止できます。

ルール違反の修正

DefaultRootObject プロパティでデフォルトのルートオブジェクトを指定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon CloudFront ディストリビューション - 例

Amazon CloudFront ディストリビューションにデフォルトのルートオブジェクトが設定されています。こ
の例は JSON と YAML で示されています。
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JSON の例

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "DefaultRootObject": "index.html" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      DefaultRootObject: index.html 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_default_root_object_configured_check
#  
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# Description:
#   This control checks whether an Amazon CloudFront distribution is configured to return a 
 specific object that is the default root object.
#  
# Reports on:
#    AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#    AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DefaultRootObject' is not present on the CloudFront distribution resource or 
 is present and
#            is an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DefaultRootObject' is present on the CloudFront distribution resource and is 
 a non-empty string
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_default_root_object_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          %cloudfront_distributions not 
 empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.1]: Require an Amazon CloudFront distribution to have a default 
 root object configured 
            [FIX]: Specify a default root object in the 'DefaultRootObject' property. 
        >>
}

rule cloudfront_default_root_object_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.1]: Require an Amazon CloudFront distribution to have a default 
 root object configured 
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            [FIX]: Specify a default root object in the 'DefaultRootObject' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            # Scenario 2 
            DefaultRootObject exists 
            # Scenario 3 
            check_is_string_and_not_empty(DefaultRootObject) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy 
         ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
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            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        DefaultRootObject: index.html 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

279



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

[CT.CLOUDFRONT.PR.2] Amazon S3 でバックアップされたオリジンを持つ 
Amazon CloudFront ディストリビューションは、オリジンアクセスアイデンティ
ティが設定されている必要があります
このコントロールは、Amazon S3 によってバックアップされた Amazon CloudFront ディストリビュー
ションにオリジンアクセスアイデンティティが設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CLOUDFRONT.PR.2 ルール仕様 (p. 281)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CLOUDFRONT.PR.2 
ルール仕様 (p. 281) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CLOUDFRONT.PR.2 サンプルテンプレート (p. 285) を参照してください。

説明

CloudFront OAI は、ユーザーが S3 バケットのコンテンツに直接アクセスできないようにします。ユー
ザーが S3 バケットに直接アクセスできると、ユーザーは CloudFront ディストリビューションと、基盤と
なる S3 バケットコンテンツに適用されるすべてのアクセス許可を迂回します。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Amazon S3 によってバックアップされている 1 つ以上のオリジンで構成
された Amazon CloudFront ディストリビューションにのみ適用されます。

ルール違反の修正

Origins プロパティを使用して Amazon S3 でバックアップされたオリジンを設定しま
す。Amazon S3 によってバックアップされる各オリジンについて、S3OriginConfig 設定内の
OriginAccessIdentity プロパティを使用して、オリジンアクセスアイデンティティを設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon CloudFront ディストリビューション - 例

Amazon S3 バケットオリジンおよびオリジンアクセスアイデンティティを持つ Amazon CloudFront ディ
ストリビューション。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleS3Origin", 
                        "DomainName": { 
                            "Fn::GetAtt": [ 

280



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

                                "OriginBucket", 
                                "RegionalDomainName" 
                            ] 
                        }, 
                        "S3OriginConfig": { 
                            "OriginAccessIdentity": { 
                                "Fn::Join": [ 
                                    "", 
                                    [ 
                                        "origin-access-identity/cloudfront/", 
                                        { 
                                            "Ref": "OriginBucketOai" 
                                        } 
                                    ] 
                                ] 
                            } 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleS3Origin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleS3Origin 
          DomainName: !GetAtt 'OriginBucket.RegionalDomainName' 
          S3OriginConfig: 
            OriginAccessIdentity: !Join 
              - '' 
              - - origin-access-identity/cloudfront/ 
                - !Ref 'OriginBucketOai' 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleS3Origin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.2 ルール仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_origin_access_identity_enabled_check
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#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon CloudFront distributions backed by Amazon S3 are 
 configured with an origin access identity.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: No S3 backed 'Origins' are provided on the CloudFront distribution resource or 
 'Origins' is not present on
#            the CloudFront distribution resource or is present and an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'S3Origin' is present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more S3 backed 'Origins' are configured on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'OriginAccessIdentity' is not present or is an empty string in the 
 'S3OriginConfig' property or invalid
#            local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more S3 backed 'Origins' are provided on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'S3OriginConfig' is present with an 'OriginAccessIdentity for each S3 backed 
 'Origin' on the
#            CloudFront distribution resource that is a non-empty string or valid local 
 reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let S3_BUCKET_DNS_NAME_PATTERN = /(.*)\.s3(-external-\d|[-\.][a-z]*-[a-z]*-[0-9])?
\.amazonaws\.com(\.cn)?$/
let INPUT_DOCUMENT = this
#
# Assignments
#
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let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_origin_access_identity_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          %cloudfront_distributions not 
 empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.2]: Require any Amazon CloudFront distributions with Amazon S3 
 backed origins to have an origin access identity configured 
            [FIX]: Configure Amazon S3 backed origins by means of the 'Origins' property. 
 For each origin backed by Amazon S3, configure an origin access identity by means of the 
 'OriginAccessIdentity' property within an 'S3OriginConfig' configuration. 
        >>
}

rule cloudfront_origin_access_identity_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.2]: Require any Amazon CloudFront distributions with Amazon S3 
 backed origins to have an origin access identity configured 
            [FIX]: Configure Amazon S3 backed origins by means of the 'Origins' property. 
 For each origin backed by Amazon S3, configure an origin access identity by means of the 
 'OriginAccessIdentity' property within an 'S3OriginConfig' configuration. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution[ 
        filter_cloudfront_distribution_with_legacy_s3_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 3 
            S3Origin not exists 
        } 
    } 

    %cloudfront_distribution[ 
        # Scenario 2 
        filter_cloudfront_distribution_with_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 4 
            Origins [ 
                DomainName == %S3_BUCKET_DNS_NAME_PATTERN or 
                check_origin_domain_name_get_att(DomainName) 
            ] { 
                S3OriginConfig exists 
                S3OriginConfig is_struct 
                S3OriginConfig { 
                    # Scenario 3 and 5 
                    OriginAccessIdentity exists 
                    check_is_string_and_not_empty(OriginAccessIdentity) or 
                    check_local_oai(OriginAccessIdentity) 
                } 
            } 
        } 
    }
}
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rule check_origin_domain_name_get_att(domain) { 
  %domain { 
    'Fn::GetAtt' { 
        this is_list 
        this not empty 
        this[1] == "DomainName" or 
        this[1] == "RegionalDomainName" 
    } 
    check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::S3::Bucket") 
  }
}

rule check_local_oai(oai) { 
    %oai { 
        'Fn::Join' { 
            this[1] exists 
            this[1] is_list 
            this[1] not empty 
            some this[1].* { 
                check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, 
 "AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity") 
            } 
        } or 
        'Fn::Sub' { 
            when this is_list { 
                this[1] exists 
                this[1] is_struct 
                some this[1].* { 
                   check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, 
 "AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity") 
                } 
            } 
            when this is_string { 
                check_is_string_and_not_empty(this) 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Origins exists 
            Origins is_list 
            Origins not empty 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_legacy_s3_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            S3Origin exists 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
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rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
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          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  OriginBucketOai: 
    Type: AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity 
    Properties: 
      CloudFrontOriginAccessIdentityConfig: 
        Comment: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-oai 
  OriginBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  OriginBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: OriginBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
              - '' 
              - - 'arn:aws:s3:::' 
                - Ref: OriginBucket 
                - /* 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:iam::cloudfront:user/CloudFront Origin Access Identity ' 
                  - Ref: OriginBucketOai 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleS3Origin 
          DomainName: 
            Fn::GetAtt: 
            - OriginBucket 
            - RegionalDomainName 
          S3OriginConfig: 
            OriginAccessIdentity: 
              Fn::Join: 
              - "" 
              - - "origin-access-identity/cloudfront/" 
                - Ref: OriginBucketOai 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleS3Origin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
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    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleS3Origin 
          DomainName: examplebucket.s3.amazonaws.com 
          S3OriginConfig: {} 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleS3Origin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.3] Amazon CloudFront ディストリビューションに送信中
の暗号化が設定されている必要があります
このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションが HTTPS を直接またはリダイレクト
経由で使用しているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 転送中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CLOUDFRONT.PR.3 ルールの仕様 (p. 290)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CLOUDFRONT.PR.3 
ルールの仕様 (p. 290) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CLOUDFRONT.PR.3 サンプルテンプレート (p. 292) を参照してください。

説明

HTTPS (TLS) を使用すると、潜在的な攻撃者が中間者攻撃または同様の攻撃を使用してネットワークト
ラフィックを盗聴または操作するのを防止できます。HTTPS (TLS) 経由の暗号化された接続のみを許可す
る必要があります。転送中のデータの暗号化は、パフォーマンスに影響する可能性があります。TLS のパ
フォーマンスプロファイルと影響を把握するには、この機能を使用してアプリケーションをテストする必
要があります。
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ルール違反の修正

DefaultCacheBehavior で ViewerProtocolPolicy を設定し、CacheBehavior を https-only ま
たは redirect-to-https に設定してください。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon CloudFront ディストリビューション - 例 1

Amazon CloudFront ディストリビューションは、ビューワー接続に HTTPS を使用する必要があるデフォ
ルトのキャッシュ動作で設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
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以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon CloudFront ディストリビューション - 例 2

Amazon CloudFront ディストリビューションは、ビューワー HTTP 接続を HTTPS にリダイレクトする
キャッシュ動作で設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "CacheBehaviors": [ 
                    { 
                        "ViewerProtocolPolicy": "redirect-to-https", 
                        "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                        "PathPattern": "*" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      CacheBehaviors: 
        - ViewerProtocolPolicy: redirect-to-https 

289



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

          TargetOriginId: sampleOrigin 
          PathPattern: '*' 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.3 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_viewer_policy_https_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions use HTTPS, either 
 directly or through a redirection.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.DefaultCacheBehavior' is missing on the CloudFront 
 distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.DefaultCacheBehavior' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' in 'DefaultCacheBehavior' is missing or set to a value 
 other than 'https-only' or
#            'redirect-to-https' (e.g. 'allow-all')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.CacheBehavior' is provided on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' in the 'CacheBehavior' is  is missing or set to a value 
 other than 'https-only' or
#            'redirect-to-https' (e.g. 'allow-all')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.DefaultCacheBehavior' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' in 'DefaultCacheBehavior' is set to 'https-only' or 
 'redirect-to-https'
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.CacheBehavior' are provided on the CloudFront distribution 
 resource as a non-empty list
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' in the 'CacheBehavior' is set to 'https-only' or 
 'redirect-to-https'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let ALLOWED_VIEWER_PROTOCOL_POLICIES = [ "https-only", "redirect-to-https" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_viewer_policy_https_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.3]: Require an Amazon CloudFront distribution to have encryption 
 in transit configured 
            [FIX]: Set 'ViewerProtocolPolicy' in 'DefaultCacheBehavior' and 'CacheBehavior' 
 to 'https-only' or 'redirect-to-https'. 
        >>
}

rule cloudfront_viewer_policy_https_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.3]: Require an Amazon CloudFront distribution to have encryption 
 in transit configured 
            [FIX]: Set 'ViewerProtocolPolicy' in 'DefaultCacheBehavior' and 'CacheBehavior' 
 to 'https-only' or 'redirect-to-https'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            DefaultCacheBehavior exists 
            DefaultCacheBehavior is_struct 

            DefaultCacheBehavior { 
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                # Scenarios 2 and 4 
                check_viewer_protocol_policy(this) 
            } 

            when CacheBehaviors exists 
                 CacheBehaviors is_list 
                 CacheBehaviors not empty { 

                    CacheBehaviors[*] { 
                        # Scenarios 3 and 5 
                        check_viewer_protocol_policy(this) 
                    } 
            } 
        } 
    }
}

rule check_viewer_protocol_policy(cache_behaviour) { 
    %cache_behaviour { 
        ViewerProtocolPolicy exists 
        ViewerProtocolPolicy in %ALLOWED_VIEWER_PROTOCOL_POLICIES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.3 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
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          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: allow-all 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
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[CT.CLOUDFRONT.PR.4] Amazon CloudFront ディストリビューションにオリジ
ンフェイルオーバーが設定されている必要があります
このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションが 2 つのオリジングループメンバーを
含むオリジングループで構成されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 可用性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CLOUDFRONT.PR.4 ルールの仕様 (p. 296)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CLOUDFRONT.PR.4 
ルールの仕様 (p. 296) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CLOUDFRONT.PR.4 サンプルテンプレート (p. 298) を参照してください。

説明

CloudFront オリジンのフェイルオーバーにより、可用性を向上できます。オリジンフェイルオーバーは、
プライマリオリジンが使用できない場合、または特定の HTTP レスポンスステータスコードを返した場合
に、自動的にセカンダリーオリジンにトラフィックをリダイレクトします。

ルール違反の修正

Amazon CloudFront ディストリビューションに 2 つのオリジングループメンバーを含むオリジングループ
を設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon CloudFront ディストリビューション - 例 1

Amazon CloudFront ディストリビューションは、2 つのオリジングループメンバーを含むオリジングルー
プで設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "one.example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    }, 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin2", 
                        "DomainName": "two.example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
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                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "OriginGroups": { 
                    "Quantity": 1, 
                    "Items": [ 
                        { 
                            "Id": "ExampleOriginGroup", 
                            "FailoverCriteria": { 
                                "StatusCodes": { 
                                    "Items": [ 
                                        400 
                                    ], 
                                    "Quantity": 1 
                                } 
                            }, 
                            "Members": { 
                                "Quantity": 2, 
                                "Items": [ 
                                    { 
                                        "OriginId": "sampleOrigin" 
                                    }, 
                                    { 
                                        "OriginId": "sampleOrigin2" 
                                    } 
                                ] 
                            } 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: one.example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        - Id: sampleOrigin2 
          DomainName: two.example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
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      OriginGroups: 
        Quantity: 1 
        Items: 
          - Id: ExampleOriginGroup 
            FailoverCriteria: 
              StatusCodes: 
                Items: 
                  - 400 
                Quantity: 1 
            Members: 
              Quantity: 2 
              Items: 
                - OriginId: sampleOrigin 
                - OriginId: sampleOrigin2 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.4 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_origin_failover_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distribution is configured with an 
 origin group that contains two origin group members.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'OriginGroups' is not present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'OriginGroups' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'Quantity' within 'OriginGroups' is 0
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'OriginGroups' is present on the CloudFront distribution resource
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#       And: 'Quantity' within 'OriginGroups' is >= 1
#       And: 'Quantity' within 'Members' is < 2
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'OriginGroups' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'Quantity' within 'OriginGroups' is >= 1
#       And: 'Quantity' within 'Members' is == 2
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_origin_failover_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.4]: Require an Amazon CloudFront distribution to have origin 
 failover configured 
            [FIX]: Configure an origin group on the Amazon CloudFront Distribution with two 
 origin group members. 
        >>
}

rule cloudfront_origin_failover_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.4]: Require an Amazon CloudFront distribution to have origin 
 failover configured 
            [FIX]: Configure an origin group on the Amazon CloudFront Distribution with two 
 origin group members. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            # Scenario 2 
            OriginGroups exists 
            OriginGroups is_struct 

            OriginGroups { 
                # Scenario 3 
                Quantity exists 
                Quantity >= 1 
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                Items exists 
                Items is_list 
                Items not empty 

                Items[*] { 
                    Members exists 
                    Members is_struct 
                    Members { 
                        # Scenarios 4 and 5 
                        Quantity == 2 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.4 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
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        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: one.example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        - Id: exampleOrigin2 
          DomainName: two.example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        OriginGroups: 
          Quantity: 1 
          Items: 
          - Id: ExampleOriginGroup 
            FailoverCriteria: 
              StatusCodes: 
                Items: 
                - 400 
                Quantity: 1 
            Members: 
              Quantity: 2 
              Items: 
              - OriginId: exampleOrigin 
              - OriginId: exampleOrigin2 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
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          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.5] すべての Amazon CloudFront ディストリビューション
でロギングが有効になっている必要があります
このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションにアクセスログが設定されているかど
うかをチェックします。

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CLOUDFRONT.PR.5 ルールの仕様 (p. 301)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CLOUDFRONT.PR.5 
ルールの仕様 (p. 301) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CLOUDFRONT.PR.5 サンプルテンプレート (p. 304) を参照してください。

説明

CloudFront アクセスログは、CloudFront が受信するすべてのユーザーリクエストに関する詳細情報を提供
します。各ログには、リクエストが受信された日時、リクエストを行ったビューワーの IP アドレス、リク
エストソース、ビューワーからのリクエストポート番号などの情報が含まれます。

これらのアクセスログは、セキュリティ監査やアクセス監査などのアプリケーションや犯罪捜査に役立ち
ます。

ルール違反の修正

DistributionConfig.Logging の Bucket を Amazon CloudFront ディストリビューションアクセスロ
グを受信するように設定された Amazon S3 バケットに設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon CloudFront ディストリビューション - 例

Amazon CloudFront ディストリビューションは、アクセスログを有効にして設定されています。この例は 
JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 

300



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "Logging": { 
                    "Bucket": { 
                        "Fn::GetAtt": [ 
                            "LoggingBucket", 
                            "RegionalDomainName" 
                        ] 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      Logging: 
        Bucket: !GetAtt 'LoggingBucket.RegionalDomainName' 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.5 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_access_logs_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon CloudFront distributions are configured with access 
 logging.
#  
# Reports on:
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#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.Logging.Bucket' configuration is not present on the 
 CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.Logging' configuration is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'Bucket' has been provided in the 'DistributionConfig.Logging' configuration 
 with with an empty string or
#            invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.Logging' configuration is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: A 'Bucket' property has been provided within the 'DistributionConfig.Logging' 
 configuration with a
#            non-empty string or valid local stack reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_access_logs_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.5]: Require any Amazon CloudFront distribution to have logging 
 enabled 
            [FIX]: Set 'Bucket' in 'DistributionConfig.Logging' to an Amazon S3 bucket that 
 has been configured to receive Amazon CloudFront distribution access logs. 
        >>
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}

rule cloudfront_access_logs_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.5]: Require any Amazon CloudFront distribution to have logging 
 enabled 
            [FIX]: Set 'Bucket' in 'DistributionConfig.Logging' to an Amazon S3 bucket that 
 has been configured to receive Amazon CloudFront distribution access logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Logging exists 
            Logging is_struct 
            Logging { 
                # Scenario 2 
                Bucket exists 

                # Scenarios 3 and 4 
                check_is_string_and_not_empty(Bucket) or 
                check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, Bucket, %S3_BUCKET_TYPE) 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
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    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.5 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
              - 's3:PutBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
              - '' 
              - - 'arn:aws:s3:::' 
                - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              AWS: 
                Ref: AWS::AccountId 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
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    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Logging: 
          Bucket: 
            Fn::GetAtt: 
            - LoggingBucket 
            - RegionalDomainName 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
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[CT.CLOUDFRONT.PR.6] Amazon CloudFront ディストリビューションはカスタ
ム SSL/TLS 証明書を使用する必要があります
このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションに関連付けられている証明書がカスタ
ム SSL/TLS 証明書であるかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 転送中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CLOUDFRONT.PR.6 ルールの仕様 (p. 307)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CLOUDFRONT.PR.6 
ルールの仕様 (p. 307) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CLOUDFRONT.PR.6 サンプルテンプレート (p. 310) を参照してください。

説明

カスタム SSL/TLS を使用すると、ユーザーは代替ドメイン名を使用してコンテンツにアクセスできます。
カスタム証明書は AWS Certificate Manager (推奨)、または IAM で保存できます。

使用に関する考慮事項

• このコントロールには、代替ドメイン名または CNAME とも呼ばれる、Aliases を使用する 
Amazon CloudFront ディストリビューションとのみ互換性のあるビューアー証明書設定が必要
です。

ルール違反の修正

AcmCertificateArn、MinimumProtocolVersion、および SslSupportMethod の値を含む
ViewerCertificate 設定を指定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon CloudFront ディストリビューション - 例

AWS Certificate Manager SSL 証明書を使用して設定された Amazon CloudFront ディストリビューショ
ン。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
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                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "ViewerCertificate": { 
                    "AcmCertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2021", 
                    "SslSupportMethod": "sni-only" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      ViewerCertificate: 
        AcmCertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
        MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2021 
        SslSupportMethod: sni-only 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.6 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_custom_ssl_certificate_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the certificate associated with an Amazon CloudFront 
 distribution is a custom SSL/TLS certificate.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
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# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is not present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: One of 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are not provided or provided 
 as empty strings or invalid
#            local references
#       And: One of 'MinimumProtocolVersion' and 'SslSupportMethod' is not provided or 
 provided as an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are provided in the 
 'ViewerCertificate' configuration as
#             non-empty strings or 'AcmCertificateArn' is a valid local reference
#       And: 'MinimumProtocolVersion' and 'SslSupportMethod' are provided as non-empty 
 strings
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_custom_ssl_certificate_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                  %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
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        [CT.CLOUDFRONT.PR.6]: Require an Amazon CloudFront distribution to use custom SSL/
TLS certificates 
            [FIX]: Provide a 'ViewerCertificate' configuration with values for 
 'AcmCertificateArn', 'MinimumProtocolVersion', and 'SslSupportMethod'. 
        >>
}

rule cloudfront_custom_ssl_certificate_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.6]: Require an Amazon CloudFront distribution to use custom SSL/
TLS certificates 
            [FIX]: Provide a 'ViewerCertificate' configuration with values for 
 'AcmCertificateArn', 'MinimumProtocolVersion', and 'SslSupportMethod'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            ViewerCertificate exists 
            ViewerCertificate is_struct 

            ViewerCertificate { 
                CloudFrontDefaultCertificate not exists or 
                CloudFrontDefaultCertificate == false 

                check_custom_acm_certificate_provided(AcmCertificateArn, 
 "AWS::CertificateManager::Certificate") or 
                check_custom_iam_certificate_provided(IamCertificateId) 

                MinimumProtocolVersion exists 
                check_is_string_and_not_empty(MinimumProtocolVersion) 

                SslSupportMethod exists 
                check_is_string_and_not_empty(SslSupportMethod) 
            } 
        } 
    }
}

rule check_custom_acm_certificate_provided(certificate, cfn_type) { 
    %certificate { 
        this exists 
        check_is_string_and_not_empty(this) or 
        check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, %cfn_type) 
    }
}

rule check_custom_iam_certificate_provided(certificate) { 
    %certificate { 
        this exists 
        check_is_string_and_not_empty(this) 
    }
}

#
# Utility Rules
#
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rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.6 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
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          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2021 
          SslSupportMethod: sni-only 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
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            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          CloudFrontDefaultCertificate: true 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.7] Amazon CloudFront ディストリビューションは SNI を
使用して HTTPS リクエストを処理する必要があります

このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションが SNI を使用して HTTPS リクエスト
を処理するように設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 転送中のデータの暗号化、可用性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CLOUDFRONT.PR.7 ルールの仕様 (p. 314)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CLOUDFRONT.PR.7 
ルールの仕様 (p. 314) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CLOUDFRONT.PR.7 サンプルテンプレート (p. 317) を参照してください。

説明

Server Name Indication (SNI) は、TLS プロトコルを拡張したものです。2010 年以降にリリースされたほ
とんどのブラウザとクライアントは、SNI をサポートしています。SNI を使用して HTTPS リクエストに
対応するように CloudFront を設定した場合、CloudFront は代替ドメイン名を各エッジロケーションの IP 
アドレスと関連付けます。ビューワーがコンテンツに対して HTTPS リクエストを送信すると、DNS は、
正しいエッジロケーションの IP アドレスにリクエストをルーティングします。ドメイン名の IP アドレス
は、SSL/TLS ハンドシェイクネゴシエーション時に決定されます。IP アドレスはディストリビューション
専用ではありません。

使用に関する考慮事項

• このコントロールには、Aliases (代替ドメイン名または CNAME とも呼ばれます) を使用する 
Amazon CloudFront ディストリビューションとのみ互換性のあるビューアー証明書設定が必要
です

ルール違反の修正

ViewerCertificate 内で、SslSupportMethod を sni-only に設定
し、MinimumProtocolVersion を SNI (TLSv1 またはそれ以上) をサポートするプロトコルに設定
し、AcmCertificateArn を AWS ACM 証明書の ARN に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。
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Amazon CloudFront ディストリビューション - 例

Amazon CloudFront ディストリビューションは、SNI を使用して HTTPS リクエストを処理するように設
定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "ViewerCertificate": { 
                    "AcmCertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2021", 
                    "SslSupportMethod": "sni-only" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      ViewerCertificate: 
        AcmCertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
        MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2021 
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        SslSupportMethod: sni-only 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.7 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_sni_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions are configured to use 
 SNI to serve HTTPS requests.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is not present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are provided in the 
 'ViewerCertificate' configuration
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in the 'ViewerCertificate' configuration 
 with a protocol that does not
#            support SNI (SSLv3)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are provided in the 
 'ViewerCertificate' configuration
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#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in the 'ViewerCertificate' configuration 
 with a protocol that supports
#            SNI (TLSv1 or greater)
#       And: 'SslSupportMethod' is set to 'vip'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'ViewerCertificate' is present on the CloudFront distribution resource
#       And: 'AcmCertificateArn' or 'IamCertificateId' are provided in the 
 'ViewerCertificate' configuration
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in the 'ViewerCertificate' configuration 
 with a protocol that supports
#            SNI (TLSv1 or greater)
#       And: 'SslSupportMethod' is set to 'sni-only'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let UNSUPPORTED_PROTOCOLS_FOR_SNI = [ "SSLv3" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_sni_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                       %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.7]: Require an Amazon CloudFront distribution to use SNI to serve 
 HTTPS requests 
            [FIX]: Within 'ViewerCertificate', set 'SslSupportMethod' to 'sni-only', 
 'MinimumProtocolVersion' to a protocol that supports SNI ('TLSv1' or greater), and 
 'AcmCertificateArn' to the ARN of an AWS ACM certificate. 
        >>
}

rule cloudfront_sni_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.7]: Require an Amazon CloudFront distribution to use SNI to serve 
 HTTPS requests 
            [FIX]: Within 'ViewerCertificate', set 'SslSupportMethod' to 'sni-only', 
 'MinimumProtocolVersion' to a protocol that supports SNI ('TLSv1' or greater), and 
 'AcmCertificateArn' to the ARN of an AWS ACM certificate. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
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            ViewerCertificate exists 
            ViewerCertificate is_struct 

            ViewerCertificate { 
                CloudFrontDefaultCertificate not exists or 
                CloudFrontDefaultCertificate == false 

                check_custom_acm_certificate_provided(AcmCertificateArn, 
 "AWS::CertificateManager::Certificate") or 
                check_custom_iam_certificate_provided(IamCertificateId) 

                MinimumProtocolVersion exists 
                MinimumProtocolVersion not in %UNSUPPORTED_PROTOCOLS_FOR_SNI 

                SslSupportMethod exists 
                SslSupportMethod == "sni-only" 
            } 
        } 
    }
}

rule check_custom_acm_certificate_provided(certificate, cfn_type) { 
    %certificate { 
        this exists 
        check_is_string_and_not_empty(this) or 
        check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, %cfn_type) 
    }
}

rule check_custom_iam_certificate_provided(certificate) { 
    %certificate { 
        this exists 
        check_is_string_and_not_empty(this) 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
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    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.7 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          AcmCertificateArn: 
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            Ref: ACMCertificate 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2021 
          SslSupportMethod: sni-only 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1 
          SslSupportMethod: vip 
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[CT.CLOUDFRONT.PR.8] Amazon CloudFront ディストリビューションは、カス
タムオリジンへのトラフィックを暗号化する必要があります

このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションがカスタムオリジンへのトラフィック
を暗号化しているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 転送中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CLOUDFRONT.PR.8 ルールの仕様 (p. 322)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CLOUDFRONT.PR.8 
ルールの仕様 (p. 322) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CLOUDFRONT.PR.8 サンプルテンプレート (p. 325) を参照してください。

説明

HTTPS (TLS) は、ネットワークトラフィックの傍受や操作を防止するために使用できます。HTTPS (TLS) 
経由の暗号化された接続のみを許可する必要があります。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、1 つ以上のオリジンが設定されている Amazon CloudFront ディストリ
ビューションにのみ適用されます。

ルール違反の修正

Amazon CloudFront のカスタムオリジンの場合は、すべてのキャッシュ動作につい
て、OriginProtocolPolicy を https-only または match-viewer. When setting
OriginProtocolPolicy to match-viewer, do not set Viewer/ProtocolPolicy to aallow-all' に設定しま
す。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon CloudFront ディストリビューション - 例 1

Amazon CloudFront ディストリビューションは、https-only のオリジンプロトコルポリシーにより、カ
スタムオリジンへの HTTPS 接続を要求するように設定されています。この例は JSON と YAML で示され
ています。

JSON の例

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
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                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "CacheBehaviors": [ 
                    { 
                        "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                        "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                        "PathPattern": "*", 
                        "CachePolicyId": { 
                            "Ref": "CachePolicy" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      CacheBehaviors: 
        - ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: sampleOrigin 
          PathPattern: '*' 
          CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon CloudFront ディストリビューション - 例 2

Amazon CloudFront ディストリビューションは、match-viewer のオリジンプロトコルポリシーによ
り、カスタムオリジンへの HTTPS 接続を要求するように設定されています。この例は JSON と YAML で
示されています。

JSON の例

320



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "CacheBehaviors": [ 
                    { 
                        "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                        "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                        "PathPattern": "*", 
                        "CachePolicyId": { 
                            "Ref": "CachePolicy" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "match-viewer" 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      CacheBehaviors: 
        - ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: sampleOrigin 
          PathPattern: '*' 
          CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: match-viewer 
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CT.CLOUDFRONT.PR.8 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_traffic_to_origin_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions are encrypting traffic 
 to custom origins.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIPs
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'Origins' is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There are no 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'CustomOrigin' is present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: At least one 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' has an 
 'OriginProtocolPolicy' of 'http-only'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: At least one 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' has an 
 'OriginProtocolPolicy' of 'match-viewer'
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#       And: Any 'ViewerProtocolPolicy' is set to 'allow-all' for 'DefaultCacheBehavior' or 
 any configured
#            'CacheBehaviors'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: All 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 'OriginProtocolPolicy' of 
 'https-only'
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront Distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: At least one 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' has an 
 'OriginProtocolPolicy' of 'match-viewer'
#       And: 'ViewerProtocolPolicy' is not set to 'allow-all' for both 
 'DefaultCacheBehavior' and any configured
#            'CacheBehaviors'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_traffic_to_origin_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %cloudfront_distributions not empty 
 { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.8]: Require an Amazon CloudFront distribution to encrypt traffic 
 to custom origins 
            [FIX]: For Amazon CloudFront custom origins, set 'OriginProtocolPolicy' to 
 'https-only' or match-viewer'. When setting 'OriginProtocolPolicy' to 'match-viewer', do 
 not set 'ViewerProtocolPolicy' to 'allow-all' for any cache behaviors. 
        >>
}

rule cloudfront_traffic_to_origin_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.8]: Require an Amazon CloudFront distribution to encrypt traffic 
 to custom origins 
            [FIX]: For Amazon CloudFront custom origins, set 'OriginProtocolPolicy' to 
 'https-only' or match-viewer'. When setting 'OriginProtocolPolicy' to 'match-viewer', do 
 not set 'ViewerProtocolPolicy' to 'allow-all' for any cache behaviors. 
        >>
}

#
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# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution[ 
        filter_cloudfront_distribution_with_legacy_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 4 
            CustomOrigin not exists 
        } 
    } 

    %cloudfront_distribution [ 
        # Scenario 2 
        filter_cloudfront_distribution_with_origins(this) 
    ] { 
        let cloudfront_distro = this 

        DistributionConfig { 
            Origins [ 
                # Scenario 3 
                CustomOriginConfig exists 
                CustomOriginConfig is_struct 
            ] { 
                CustomOriginConfig { 
                    # Scenario 5 
                    OriginProtocolPolicy != "http-only" 
                    # Scenario 6 
                    OriginProtocolPolicy == "https-only" or 
                    # Scenario 6 and 8 
                    
 match_viewer_policy_with_no_allow_all_viewer_protocol_policy(OriginProtocolPolicy, 
 %cloudfront_distro) 
                } 
            } 
        } 
    }
}

rule match_viewer_policy_with_no_allow_all_viewer_protocol_policy(origin_protocol_policy, 
 cloudfront_distribution) { 
    %origin_protocol_policy { 
        this == "match-viewer" 

        %cloudfront_distribution { 
            DistributionConfig { 
                DefaultCacheBehavior exists 
                DefaultCacheBehavior is_struct 

                DefaultCacheBehavior { 
                    check_viewer_protocol_policy(this) 
                } 

                when CacheBehaviors exists 
                     CacheBehaviors is_list 
                     CacheBehaviors not empty { 

                        CacheBehaviors[*] { 
                            check_viewer_protocol_policy(this) 
                        } 
                } 
            } 
        } 
    }
}
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rule check_viewer_protocol_policy(cache_behaviour) { 
    %cache_behaviour { 
        ViewerProtocolPolicy exists 
        ViewerProtocolPolicy != "allow-all" 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Origins exists 
            Origins is_list 
            Origins not empty 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_legacy_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            CustomOrigin exists 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.8 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
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          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        CacheBehaviors: 
        - ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          PathPattern: '*' 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: allow-all 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
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            Ref: CachePolicy 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: match-viewer 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.9] Amazon CloudFront ディストリビューションには、最
低でも TLSv1.2 のセキュリティポリシーが設定されている必要があります
このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションがビューアー接続に少なくとも 
TLSv1.2 以上のセキュリティポリシーと暗号スイートを使用しているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 脆弱性の管理
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CLOUDFRONT.PR.9 ルールの仕様 (p. 328)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CLOUDFRONT.PR.9 
ルールの仕様 (p. 328) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CLOUDFRONT.PR.9 サンプルテンプレート (p. 331) を参照してください。

説明

AWS Control Tower では、AWS リソースとの通信には SSL/TLS を使用することを推奨します。TLS バー
ジョン 1.2 以降をお勧めします。

CloudFront がビューワーとの HTTPS 接続に使用するセキュリティポリシーを指定できます。セキュリ
ティポリシーは 2 つの設定を決定します。1) CloudFront がビューワーとの通信に使用できる最小 SSL/
TLS プロトコル、2) CloudFront がビューワーに返すコンテンツを暗号化するために使用できる暗号です。

使用に関する考慮事項

• このコントロールには、代替ドメイン名または CNAME とも呼ばれる、Aliases を使用する 
Amazon CloudFront ディストリビューションとのみ互換性のあるビューアー証明書設定が必要
です。

ルール違反の修正

MinimumProtocolVersion が TLSv1.2 以上に設定された ViewerCertificate 構成を提供してくださ
い。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon CloudFront ディストリビューション - 例

Amazon CloudFront ディストリビューションは、ビューワーの HTTPS 接続に TLS バージョン 1.2 を使用
するように設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例
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{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "ViewerCertificate": { 
                    "MinimumProtocolVersion": "TLSv1.2_2018", 
                    "AcmCertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "SslSupportMethod": "vip" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      ViewerCertificate: 
        MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2018 
        AcmCertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
        SslSupportMethod: vip 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.9 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_security_policy_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions are using a minimum 
 security policy and cipher suite of TLSv1.2 or greater for viewer connections.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is not present on the CloudFront 
 distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' in 'ViewerCertificate' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is not provided in 'ViewerCertificate' or 
 provided and set to bool(false)
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is not provided in 'ViewerCertificate' or provided as 
 an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is not provided in 'ViewerCertificate' or 
 provided and set to bool(false)
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in 'ViewerCertificate' and is to one of 
 SSLv3, TLSv1,
#             TLSv1_2016, or TLSv1.1_2016
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
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#       And: 'DistributionConfig.ViewerCertificate' is present on the CloudFront 
 distribution resource
#       And: 'CloudFrontDefaultCertificate' is not provided in 'ViewerCertificate' or 
 provided and set to bool(false)
#       And: 'MinimumProtocolVersion' is provided in 'ViewerCertificate' and is not set to 
 SSLv3, TLSv1,
#            TLSv1_2016, or TLSv1.1_2016
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let INPUT_DOCUMENT = this
let NON_COMPLIANT_TLS_POLICIES_LIST = ["SSLv3", "TLSv1", "TLSv1_2016", "TLSv1.1_2016"]

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_security_policy_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %cloudfront_distributions not empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.9]: Require an Amazon CloudFront distribution to have a security 
 policy of TLSv1.2 as a minimum 
            [FIX]: Provide a 'ViewerCertificate' configuration with 
 'MinimumProtocolVersion' set to TLSv1.2 or higher. 
        >>
}

rule cloudfront_security_policy_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.9]: Require an Amazon CloudFront distribution to have a security 
 policy of TLSv1.2 as a minimum 
            [FIX]: Provide a 'ViewerCertificate' configuration with 
 'MinimumProtocolVersion' set to TLSv1.2 or higher. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            # Scenario 2 
            ViewerCertificate exists 
            ViewerCertificate is_struct 

            ViewerCertificate { 
                # Scenario 3 
                CloudFrontDefaultCertificate not exists or 
                CloudFrontDefaultCertificate == false 

                # Scenario 4, 5 and 6 
                MinimumProtocolVersion exists 
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                check_is_string_and_not_empty(MinimumProtocolVersion) 
                MinimumProtocolVersion not in %NON_COMPLIANT_TLS_POLICIES_LIST 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.9 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
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          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1.2_2018 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          SslSupportMethod: sni-only 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
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        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        ViewerCertificate: 
          MinimumProtocolVersion: TLSv1 
          AcmCertificateArn: 
            Ref: ACMCertificate 
          SslSupportMethod: vip 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.10] Amazon S3 でバックアップされたオリジンを使用す
る Amazon CloudFront ディストリビューションには、オリジンアクセスコント
ロールが設定されている必要があります。
このコントロールは、Amazon S3 によってバックアップされている Amazon CloudFront ディストリ
ビューションがオリジンアクセスコントロールを使用するように設定されているかどうかをチェックしま
す。

• コントロールの目標:最小特権の適用、設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CLOUDFRONT.PR.10 ルールの仕様 (p. 334)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CLOUDFRONT.PR.10 
ルールの仕様 (p. 334) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CLOUDFRONT.PR.10 サンプルテンプレート (p. 338) を参照してください。

説明

CloudFront OAC は、ユーザーが Amazon S3 バケットのコンテンツに直接アクセスできないようにしま
す。S3 バケットへの直接アクセスは、CloudFront ディストリビューションと、基盤となる S3 バケットコ
ンテンツに適用されるすべてのアクセス許可を迂回します。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Amazon S3 によってバックアップされているオリジンが 1 つ以上設定さ
れている Amazon CloudFront ディストリビューションにのみ適用されます。

ルール違反の修正

Origins プロパティは、Amazon S3 によってバックアップされるオリジンを設定します。Amazon S3 に
よってバックアップされる各オリジンについて、OriginAccessControlId プロパティを使用して、オ
リジンアクセスアイデンティティを設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon CloudFront ディストリビューション - 例

Amazon CloudFront ディストリビューションは、Amazon S3 バケットオリジンを持ち、オリジンアクセス
コントロールが設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。
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JSON の例

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": { 
                            "Fn::GetAtt": [ 
                                "OriginBucket", 
                                "RegionalDomainName" 
                            ] 
                        }, 
                        "OriginAccessControlId": { 
                            "Ref": "OriginAccessControl" 
                        }, 
                        "S3OriginConfig": {} 
                    } 
                ], 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: !GetAtt 'OriginBucket.RegionalDomainName' 
          OriginAccessControlId: !Ref 'OriginAccessControl' 
          S3OriginConfig: {} 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.10 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
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#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_origin_access_control_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions backed by Amazon S3 
 are configured to use an origin access control.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: No S3 backed 'Origins' are provided on the CloudFront distribution resource or 
 'Origins' is not present on
#            the CloudFront distribution resource or is present and an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'S3Origin' is present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more S3 backed 'Origins' are configured on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'OriginAccessControlId' is not present for the 'Origin' or is an empty string 
 or invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more S3 backed 'Origins' are provided on the CloudFront distribution 
 resource
#       And: 'OriginAccessControlId' is present for each S3 backed 'Origin' and is a non-
empty string or valid local
#            reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let CLOUDFRONT_ORIGIN_ACCESS_CONTROL_TYPE = "AWS::CloudFront::OriginAccessControl"
let S3_BUCKET_DNS_NAME_PATTERN = /(.*)\.s3(-external-\d|[-\.][a-z]*-[a-z]*-[0-9])?
\.amazonaws\.com(\.cn)?$/
let INPUT_DOCUMENT = this
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#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloudfront_origin_access_control_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          %cloudfront_distributions not 
 empty { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.10]: Require any Amazon CloudFront distributions with Amazon S3 
 backed origins to have origin access control configured 
            [FIX]: The 'Origins' property configures origins backed by Amazon S3. For 
 each origin backed by Amazon S3, configure an origin access control identifier using the 
 'OriginAccessControlId' property. 
        >>
}

rule cloudfront_origin_access_control_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.10]: Require any Amazon CloudFront distributions with Amazon S3 
 backed origins to have origin access control configured 
            [FIX]: The 'Origins' property configures origins backed by Amazon S3. For 
 each origin backed by Amazon S3, configure an origin access control identifier using the 
 'OriginAccessControlId' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution[ 
        filter_cloudfront_distribution_with_legacy_s3_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 3 
            S3Origin not exists 
        } 
    } 

    %cloudfront_distribution[ 
        # Scenario 2 
        filter_cloudfront_distribution_with_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            Origins [ 
                # Scenario 4 
                DomainName == %S3_BUCKET_DNS_NAME_PATTERN or 
                check_origin_domain_name_get_att(DomainName) 
            ] { 
                # Scenario 3 and 5 
                OriginAccessControlId exists 
                check_is_string_and_not_empty(OriginAccessControlId) or 
                check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, OriginAccessControlId, 
 %CLOUDFRONT_ORIGIN_ACCESS_CONTROL_TYPE) 
            } 
        } 
    }
}
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rule filter_cloudfront_distribution_with_legacy_s3_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            S3Origin exists 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            Origins exists 
            Origins is_list 
            Origins not empty 
        } 
    }
}

rule check_origin_domain_name_get_att(domain) { 
  %domain { 
    'Fn::GetAtt' { 
        this is_list 
        this not empty 
        this[1] == "DomainName" or 
        this[1] == "RegionalDomainName" 
    } 
    check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::S3::Bucket") 
  }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 

337



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.10 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  OriginAccessControl: 
    Type: AWS::CloudFront::OriginAccessControl 
    Properties: 
      OriginAccessControlConfig: 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-oac 
        OriginAccessControlOriginType: s3 
        SigningBehavior: always 
        SigningProtocol: sigv4 
  OriginBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  OriginBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: OriginBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
              - '' 
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              - - 'arn:aws:s3:::' 
                - Ref: OriginBucket 
                - /* 
            Principal: 
              Service: cloudfront.amazonaws.com 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "AWS:SourceArn": 
                  Fn::Join: 
                  - '' 
                  - - 'arn:aws:cloudfront::' 
                    - Ref: AWS::AccountId 
                    - ':distribution/' 
                    - Ref: CloudFrontDistribution 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: 
            Fn::GetAtt: 
            - OriginBucket 
            - RegionalDomainName 
          OriginAccessControlId: 
            Ref: OriginAccessControl 
          S3OriginConfig: {} 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  OriginBucketOai: 
    Type: AWS::CloudFront::CloudFrontOriginAccessIdentity 
    Properties: 
      CloudFrontOriginAccessIdentityConfig: 
        Comment: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-oai 
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  OriginBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  OriginBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: OriginBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
              - '' 
              - - 'arn:aws:s3:::' 
                - Ref: OriginBucket 
                - /* 
            Principal: 
              AWS: 
                Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:iam::cloudfront:user/CloudFront Origin Access Identity ' 
                  - Ref: OriginBucketOai 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        Origins: 
        - Id: exampleS3Origin 
          DomainName: 
            Fn::GetAtt: 
            - OriginBucket 
            - RegionalDomainName 
          S3OriginConfig: 
            OriginAccessIdentity: 
              Fn::Sub: "origin-access-identity/cloudfront/${OriginBucketOai}" 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleS3Origin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 

     

[CT.CLOUDFRONT.PR.11] Amazon CloudFront ディストリビューションは、
エッジロケーションとカスタムオリジンとの間で更新された SSL プロトコルを使
用する必要があります

このコントロールは、Amazon CloudFront ディストリビューションが CloudFront エッジロケーションと
カスタムオリジン間の HTTPS 通信に非推奨の SSL プロトコルを使用しているかどうかをチェックしま
す。

• コントロールの目標: 脆弱性の管理
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CloudFront::Distribution
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CLOUDFRONT.PR.11 ルールの仕様 (p. 342)
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詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CLOUDFRONT.PR.11 
ルールの仕様 (p. 342) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CLOUDFRONT.PR.11 サンプルテンプレート (p. 345) を参照してください。

説明

2015 年、Internet Engineering Task Force (IETF) は、SSL 3.0 はプロトコルの安全性が不十分であること
から廃止すべきであると正式に発表しました。カスタムオリジンへの HTTPS 通信には、TLSv1.2 以降を
使用することをお勧めします。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、1 つ以上のカスタムオリジンが設定された Amazon CloudFront ディスト
リビューションにのみ適用されます。

ルール違反の修正

CustomOriginConfig 構成のある Origins の OriginSSLProtocols から非推奨の SSL プロトコル
を削除します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon CloudFront ディストリビューション - 例

Amazon CloudFront ディストリビューションは、TLS v1.2 をオリジン SSL プロトコルとして使用するよ
うに設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CloudFrontDistribution": { 
        "Type": "AWS::CloudFront::Distribution", 
        "Properties": { 
            "DistributionConfig": { 
                "Enabled": false, 
                "DefaultCacheBehavior": { 
                    "ViewerProtocolPolicy": "https-only", 
                    "TargetOriginId": "sampleOrigin", 
                    "CachePolicyId": { 
                        "Ref": "CachePolicy" 
                    } 
                }, 
                "Origins": [ 
                    { 
                        "Id": "sampleOrigin", 
                        "DomainName": "example.com", 
                        "CustomOriginConfig": { 
                            "OriginProtocolPolicy": "https-only", 
                            "OriginSSLProtocols": [ 
                                "TLSv1.2" 
                            ] 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
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YAML の例

CloudFrontDistribution: 
  Type: AWS::CloudFront::Distribution 
  Properties: 
    DistributionConfig: 
      Enabled: false 
      DefaultCacheBehavior: 
        ViewerProtocolPolicy: https-only 
        TargetOriginId: sampleOrigin 
        CachePolicyId: !Ref 'CachePolicy' 
      Origins: 
        - Id: sampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
            OriginSSLProtocols: 
              - TLSv1.2 

                 

CT.CLOUDFRONT.PR.11 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloudfront_no_deprecated_ssl_protocols_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon CloudFront distributions are using deprecated 
 SSL protocols for HTTPS communication between CloudFront edge locations and custom 
 origins.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudFront::Distribution
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CloudFront distribution resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'Origins' is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
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#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There are no 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: All 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 'OriginProtocolPolicy' of 
 'http-only'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: 'CustomOrigin' is present on the CloudFront distribution resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: One or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 
 'OriginProtocolPolicy' not equal to 'http-only'
#       And: 'OriginSSLProtocols' has not been specified or specified as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: One or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 
 'OriginProtocolPolicy' not equal to 'http-only'
#       And: 'OriginSSLProtocols' has been specified as a non-empty list and contains 
 'SSLv3'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CloudFront distribution resource
#       And: One or more 'Origins' has been configured
#       And: There one or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig'
#       And: One or more 'Origins' with a 'CustomOriginConfig' have an 
 'OriginProtocolPolicy' not equal to 'http-only'
#       And: 'OriginSSLProtocols' has been specified as a non-empty list and does not 
 contain 'SSLv3'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE = "AWS::CloudFront::Distribution"
let UNSUPPORTED_ORIGIN_SSL_PROTOCOLS = [ "SSLv3" ]
let OUT_OF_SCOPE_PROTOCOL_POLICIES = [ "http-only" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudfront_distributions = Resources.*[ Type == %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
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#
rule cloudfront_no_deprecated_ssl_protocols_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %cloudfront_distributions not empty 
 { 
    check(%cloudfront_distributions.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.11]: Require an Amazon CloudFront distribution to use updated SSL 
 protocols between edge locations and custom origins 
            [FIX]: Remove deprecated SSL protocols from 'OriginSSLProtocols' in 'Origins' 
 that have 'CustomOriginConfig' configurations. 
        >>
}

rule cloudfront_no_deprecated_ssl_protocols_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDFRONT_DISTRIBUTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDFRONT.PR.11]: Require an Amazon CloudFront distribution to use updated SSL 
 protocols between edge locations and custom origins 
            [FIX]: Remove deprecated SSL protocols from 'OriginSSLProtocols' in 'Origins' 
 that have 'CustomOriginConfig' configurations. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution[ 
        filter_cloudfront_distribution_with_legacy_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            # Scenario 5 
            CustomOrigin not exists 
        } 
    } 

    %cloudfront_distribution[ 
        # Scenario 2 
        filter_cloudfront_distribution_with_origins(this) 
    ] { 
        DistributionConfig { 
            Origins [ 
                # Scenario 3 and 4 
                CustomOriginConfig exists 
                CustomOriginConfig is_struct 
                filter_custom_origin_config(CustomOriginConfig) 
            ] { 
                CustomOriginConfig { 
                    # Scenario 6, 7 and 8 
                    OriginSSLProtocols exists 
                    OriginSSLProtocols is_list 
                    OriginSSLProtocols not empty 
                    %UNSUPPORTED_ORIGIN_SSL_PROTOCOLS.* not in OriginSSLProtocols 
                } 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 
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        DistributionConfig { 
            Origins exists 
            Origins is_list 
            Origins not empty 
        } 
    }
}

rule filter_cloudfront_distribution_with_legacy_origins(cloudfront_distribution) { 
    %cloudfront_distribution { 
        DistributionConfig exists 
        DistributionConfig is_struct 

        DistributionConfig { 
            CustomOrigin exists 
        } 
    }
}

rule filter_custom_origin_config(custom_origin_config) { 
    %custom_origin_config { 
        OriginProtocolPolicy exists 
        OriginProtocolPolicy not in %OUT_OF_SCOPE_PROTOCOL_POLICIES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDFRONT.PR.11 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
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          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
            OriginSSLProtocols: 
            - TLSv1 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CachePolicy: 
    Type: AWS::CloudFront::CachePolicy 
    Properties: 
      CachePolicyConfig: 
        DefaultTTL: 20 
        MaxTTL: 20 
        MinTTL: 19 
        Name: 
          Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-cache-policy
ParametersInCacheKeyAndForwardedToOrigin:
          CookiesConfig: 
            CookieBehavior: none 
          EnableAcceptEncodingGzip: false 
          HeadersConfig: 
            HeaderBehavior: none 
          QueryStringsConfig: 
            QueryStringBehavior: none 
  CloudFrontDistribution: 
    Type: AWS::CloudFront::Distribution 
    Properties: 
      DistributionConfig: 
        Enabled: false 
        DefaultCacheBehavior: 
          ViewerProtocolPolicy: https-only 
          TargetOriginId: exampleOrigin 
          CachePolicyId: 
            Ref: CachePolicy 
        Origins: 
        - Id: exampleOrigin 
          DomainName: example.com 
          CustomOriginConfig: 
            OriginProtocolPolicy: https-only 
            OriginSSLProtocols: 
            - SSLv3 
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AWS CloudTrail コントロール
トピック

• [CT.CLOUDTRAIL.PR.1] AWS CloudTrail トレイルは保存時の暗号化が有効になっている必要がありま
す (p. 347)

• [CT.CLOUDTRAIL.PR.2] AWS CloudTrail トレイルはログファイルの検証が有効になっている必要があ
ります (p. 353)

• [CT.CLOUDTRAIL.PR.3] AWS CloudTrail トレイルには、Amazon CloudWatch Logs のロググループ設
定が必要です (p. 358)

[CT.CLOUDTRAIL.PR.1] AWS CloudTrail トレイルは保存時の暗号化が有効に
なっている必要があります

このコントロールは、AWS CloudTrail がサーバー側の暗号化 (SSE) の AWS KMS key 暗号化を使用する
よう設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 保管中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CloudTrail::Trail
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CLOUDTRAIL.PR.1 ルールの仕様 (p. 348)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CLOUDTRAIL.PR.1 
ルールの仕様 (p. 348) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CLOUDTRAIL.PR.1 サンプルテンプレート (p. 350) を参照してください。

説明

機密性の高い CloudTrail ログファイルのセキュリティ強化として、CloudTrail ログファイルの保管中の
暗号化には、AWS KMS keys (SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化を使用する必要があります。デ
フォルトでは、CloudTrail によってバケットに配信されるログファイルは、「Amazon S3 マネージド暗号
化キーによる Amazon サーバー側の暗号化 (SSE-S3)」によって暗号化されることに注意してください。

ルール違反の修正

KMSKeyId プロパティを有効な KMS キーに設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS CloudTrail トレイル - 例

AWS CloudTrail トレイルは、AWS KMS keys によるサーバー側の暗号化 (SSE-KMS) を使用するように設
定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
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    "CloudTrail": { 
        "Type": "AWS::CloudTrail::Trail", 
        "Properties": { 
            "IsLogging": true, 
            "KMSKeyId": { 
                "Ref": "KMSKey" 
            }, 
            "S3BucketName": { 
                "Ref": "LoggingBucket" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CloudTrail: 
  Type: AWS::CloudTrail::Trail 
  Properties: 
    IsLogging: true 
    KMSKeyId: !Ref 'KMSKey' 
    S3BucketName: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

CT.CLOUDTRAIL.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloud_trail_encryption_enabled_check
#  
# Description:
#   This rule checks whether AWS CloudTrail is configured to use the server-side encryption 
 (SSE) AWS KMS key encryption.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudTrail::Trail
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any AWS CloudTrailtrails
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'KMSKeyId' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
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#       And: 'KMSKeyId' has been provided and is set to an empty string or a non-valid 
 local reference to a KMS key or
#            Alias
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'KMSKeyId' has been provided and is a non-empty string or a valid reference to 
 a KMS key or Alias.
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE = "AWS::CloudTrail::Trail"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudtrail_trails = Resources.*[ Type == %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloud_trail_encryption_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %cloudtrail_trails not empty { 
    check_cloudtrail_kms_key_configuration(%cloudtrail_trails.Properties) 
        < < 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.1]: Require an AWS CloudTrail trail to have encryption at rest 
 activated 
        [FIX]: Set the 'KMSKeyId' property to a valid KMS key. 
        >>
}

rule cloud_trail_encryption_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE) { 
    check_cloudtrail_kms_key_configuration(%INPUT_DOCUMENT.
%CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.1]: Require an AWS CloudTrail trail to have encryption at rest 
 activated 
        [FIX]: Set the 'KMSKeyId' property to a valid KMS key. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_cloudtrail_kms_key_configuration(cloudtrail_trail){ 
    %cloudtrail_trail { 
        # Scenario 2 
        KMSKeyId exists 
        # Scenario 3 and 4 
        check_is_string_and_not_empty(KMSKeyId) or 
        check_kms_key_id_local_ref(KMSKeyId) 
    }
}

rule check_kms_key_id_local_ref(key_ref) { 
    %key_ref { 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::KMS::Key") or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::KMS::Alias") 
    } 
 }
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#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_RESOURCE_TYPE) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_RESOURCE_TYPE) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_RESOURCE_TYPE) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_RESOURCE_TYPE) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_RESOURCE_TYPE 
    }
} 

     

CT.CLOUDTRAIL.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  KMSKey: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: example-cloudtrail-key-policy 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root 
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          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
        - Sid: Allow CloudTrail to encrypt logs 
          Effect: Allow 
          Action: "kms:GenerateDataKey*" 
          Principal: 
            Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
          Resource: '*' 
          Condition: 
            StringLike: 
              "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": [ 
                Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:*:${AWS::AccountId}:trail/*" 
              ] 
            StringEquals: 
              "aws:SourceArn":  
                Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
        - Sid: Allow CloudTrail to describe key 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
          Action: kms:DescribeKey 
          Resource: '*' 
        - Sid: Allow principals in the account to decrypt log files 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: "*" 
          Action: 
           - "kms:Decrypt" 
           - "kms:ReEncryptFrom" 
          Resource: "*" 
          Condition: 
            StringEquals:  
              "kms:CallerAccount": 
                Ref: AWS::AccountId 
              "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": 
                Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:*:${AWS::AccountId}:trail/*" 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
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              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      KMSKeyId: 
        Ref: KMSKey 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
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                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 

     

[CT.CLOUDTRAIL.PR.2] AWS CloudTrail トレイルはログファイルの検証が有効
になっている必要があります

このコントロールは、AWS CloudTrail トレイルでログファイルの整合性の検証が有効になっているかどう
かをチェックします。

• コントロールの目標: シークレットの管理
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CloudTrail::Trail
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CLOUDTRAIL.PR.2 ルールの仕様 (p. 354)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CLOUDTRAIL.PR.2 
ルールの仕様 (p. 354) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CLOUDTRAIL.PR.2 サンプルテンプレート (p. 356) を参照してください。

説明

CloudTrail ログファイルの検証では、CloudTrail が Amazon S3 に書き込む各ログのハッシュを含む
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。これらのダイジェストファイルを使用し
て、CloudTrail がログを配信した後でログファイルが変更、削除、または変更されなかったかどうかを判
断できます。

AWS Control Tower では、すべてのトレイルでファイルの検証を有効にすることをお勧めします。ログ
ファイルの検証により、CloudTrail ログの追加の整合性チェックが提供されます。

ルール違反の修正

CloudTrail リソースの EnableLogFileValidation プロパティを true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。
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AWS CloudTrail トレイル - 例

AWS CloudTrail トレイルには、ログファイルの検証が設定されています。この例は JSON と YAML で示
されています。

JSON の例

{ 
    "CloudTrail": { 
        "Type": "AWS::CloudTrail::Trail", 
        "Properties": { 
            "IsLogging": true, 
            "S3BucketName": { 
                "Ref": "LoggingBucket" 
            }, 
            "KMSKeyId": { 
                "Ref": "KMSKey" 
            }, 
            "EnableLogFileValidation": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CloudTrail: 
  Type: AWS::CloudTrail::Trail 
  Properties: 
    IsLogging: true 
    S3BucketName: !Ref 'LoggingBucket' 
    KMSKeyId: !Ref 'KMSKey' 
    EnableLogFileValidation: true 

                 

CT.CLOUDTRAIL.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloud_trail_log_file_validation_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether log file integrity validation is enabled on an AWS 
 CloudTrail trail.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudTrail::Trail
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any CloudTrail trails
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'EnableLogFileValidation' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'EnableLogFileValidation' is present and and is set to a value other than 
 bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a CloudTrail trail resource
#       And: 'EnableLogFileValidation' is present and set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE = "AWS::CloudTrail::Trail"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudtrail_trails = Resources.*[ Type == %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloud_trail_log_file_validation_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %cloudtrail_trails not empty { 
    check(%cloudtrail_trails.Properties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.2]: Require an AWS CloudTrail trail to have log file validation 
 activated 
        [FIX]: Set the CloudTrail resource 'EnableLogFileValidation' property to true. 
        >>
}

rule cloud_trail_log_file_validation_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.2]: Require an AWS CloudTrail trail to have log file validation 
 activated 
        [FIX]: Set the CloudTrail resource 'EnableLogFileValidation' property to true. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(cloudtrail_trail){ 
    %cloudtrail_trail { 
        # Scenario 2 
        EnableLogFileValidation exists 
        # Scenario 3 and 4 
        EnableLogFileValidation == true 
    }
}
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#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CLOUDTRAIL.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
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              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 
      EnableLogFileValidation: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
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                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 
      EnableLogFileValidation: false 

     

[CT.CLOUDTRAIL.PR.3] AWS CloudTrail トレイルには、Amazon CloudWatch 
Logs のロググループ設定が必要です

このコントロールは、AWS CloudTrail トレイルがログを Amazon CloudWatch Logs ログに送信するよう
に設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CloudTrail::Trail
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CLOUDTRAIL.PR.3 ルールの仕様 (p. 359)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CLOUDTRAIL.PR.3 
ルールの仕様 (p. 359) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CLOUDTRAIL.PR.3 サンプルテンプレート (p. 362) を参照してください。

説明

CloudTrail は、指定されたアカウントで実行される AWS API コールを記録します。記録される情報に
は、API コール元のアイデンティティ、API コールの時刻、API コール元のソース IP アドレス、リクエス
トパラメータ、および AWS のサービス から返されたレスポンス要素が含まれます。

CloudTrail はログファイルの保存と配信に Amazon S3 を使用します。長期分析のために、指定した S3 バ
ケットの CloudTrail ログをキャプチャできます。リアルタイム分析を実行するには、CloudWatch Logs に
ログを送信するように CloudTrail を設定できます。

アカウント内のすべての AWS リージョン で有効になっているトレイルについては、CloudTrail は、それ
らすべてのリージョンからのログファイルを CloudWatch Logs ロググループに送信します。

AWS CloudTrail では、CloudTrail ログを CloudWatch Logs に送信することを推奨しています。この推奨
事項は、アカウントアクティビティが確実にキャプチャおよびモニタリングされ、適切なアラームが出さ
れることを確認する目的であることにご注意ください CloudWatch Logs を使用して、これを AWS サービ
スに設定することができます。この推奨事項は、別のソリューションの使用を除外するものではありませ
ん。

CloudTrail ログを CloudWatch Logs に送信すると、ユーザー、API、リソース、および IP アドレスに基づ
いてリアルタイムおよび過去のアクティビティを簡単にログに記録できます。この方法を使用して、異常
または機密性の高いアカウントアクティビティに対してアラームと通知を確立できます。
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ルール違反の修正

CloudWatchLogsLogGroupArn および CloudWatchLogsRoleArn プロパティを設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS CloudTrail トレイル - 例

AWS CloudTrail トレイルは、イベントを Amazon CloudWatch Logs に送信するように設定されていま
す。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CloudTrail": { 
        "Type": "AWS::CloudTrail::Trail", 
        "Properties": { 
            "IsLogging": true, 
            "S3BucketName": { 
                "Ref": "LoggingBucket" 
            }, 
            "CloudWatchLogsRoleArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "LogRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "CloudWatchLogsLogGroupArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "LogGroup", 
                    "Arn" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CloudTrail: 
  Type: AWS::CloudTrail::Trail 
  Properties: 
    IsLogging: true 
    S3BucketName: !Ref 'LoggingBucket' 
    CloudWatchLogsRoleArn: !GetAtt 'LogRole.Arn' 
    CloudWatchLogsLogGroupArn: !GetAtt 'LogGroup.Arn' 

                 

CT.CLOUDTRAIL.PR.3 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   cloud_trail_cloud_watch_logs_enabled_check
#  
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# Description:
#   This rule checks whether AWS CloudTrail trails are configured to send logs to Amazon 
 CloudWatch Logs.
#  
# Reports on:
#   AWS::CloudTrail::Trail
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any AWS CloudTrail trails
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an AWS CloudTrail trail resource
#       And: 'CloudWatchLogsLogGroupArn' or 'CloudWatchLogsRoleArn' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an AWS CloudTrail trail resource
#       And: 'CloudWatchLogsLogGroupArn' is set to a non-empty string or a valid local 
 reference to a log group
#       And: 'CloudWatchLogsRoleArn' is set to an empty string or a non-valid local 
 reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an AWS CloudTrail trail resource
#       And: 'CloudWatchLogsLogGroupArn' is set to an empty string or an invalid local 
 reference
#       And: 'CloudWatchLogsRoleArn' is set to a non-empty string or a valid local 
 reference to an IAM role
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an AWS CloudTrail trail resource
#       And: 'CloudWatchLogsRoleArn' is set to a non-empty string or a valid local 
 reference to an IAM role
#       And: 'CloudWatchLogsLogGroupArn' is set to a non-empty string or a valid local 
 reference to a log group
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE = "AWS::CloudTrail::Trail"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let cloudtrail_trails = Resources.*[ Type == %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule cloud_trail_cloud_watch_logs_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %cloudtrail_trails not empty { 
    check_cloudtrail_log_group_configuration(%cloudtrail_trails.Properties) 
        << 
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        [CT.CLOUDTRAIL.PR.3]: Require an AWS CloudTrail trail to have an CloudTrail log 
 group configuration 
        [FIX]: Set the 'CloudWatchLogsLogGroupArn' and 'CloudWatchLogsRoleArn' properties. 
        >>
}

rule cloud_trail_cloud_watch_logs_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE) { 
    check_cloudtrail_log_group_configuration(%INPUT_DOCUMENT.
%CLOUDTRAIL_TRAIL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CLOUDTRAIL.PR.3]: Require an AWS CloudTrail trail to have an CloudTrail log 
 group configuration 
        [FIX]: Set the 'CloudWatchLogsLogGroupArn' and 'CloudWatchLogsRoleArn' properties. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_cloudtrail_log_group_configuration(cloudtrail_trail) { 
    %cloudtrail_trail { 
        # Scenario 2 
        CloudWatchLogsLogGroupArn exists 
        CloudWatchLogsRoleArn exists 

        # Scenario 3, 4 and 5 
        check_cloudwatch_log_group_arn(CloudWatchLogsLogGroupArn) 
        check_cloudwatch_log_role_arn(CloudWatchLogsRoleArn) 
    }
}

rule check_cloudwatch_log_group_arn(log_group) { 
   %log_group { 
      check_is_string_and_not_empty(this) or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::Logs::LogGroup") 
    }
}

rule check_cloudwatch_log_role_arn(log_role) { 
   %log_role { 
      check_is_string_and_not_empty(this) or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::IAM::Role") 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}
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rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_RESOURCE_TYPE) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_RESOURCE_TYPE) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_RESOURCE_TYPE) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_RESOURCE_TYPE) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_RESOURCE_TYPE 
    }
} 

     

CT.CLOUDTRAIL.PR.3 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 

362



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudWatchLogsRole: 
    Type: "AWS::IAM::Role" 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Sid: AssumeRole 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 'cloudtrail.amazonaws.com' 
          Action: 'sts:AssumeRole' 
      Policies: 
      - PolicyName: 'cloudtrail-policy' 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - 'logs:CreateLogStream' 
            - 'logs:PutLogEvents' 
            Resource:  
              Fn::GetAtt: [LogGroup, Arn] 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    Properties: {} 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 
      CloudWatchLogsRoleArn: 
        Fn::GetAtt: 
        - CloudWatchLogsRole 
        - Arn 
      CloudWatchLogsLogGroupArn: 
        Fn::GetAtt: 
        - LogGroup 
        - Arn 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
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    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:GetBucketAcl' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - 'arn:aws:s3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              Service: "cloudtrail.amazonaws.com" 
            Condition: 
              StringEquals: 
                's3:x-amz-acl': 'bucket-owner-full-control' 
                "aws:SourceArn":  
                  Fn::Sub: "arn:aws:cloudtrail:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:trail/
${AWS::StackName}-example-trail" 
  CloudTrail: 
    Type: AWS::CloudTrail::Trail 
    Properties: 
      IsLogging: true 
      TrailName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example-trail 
      S3BucketName: 
        Ref: LoggingBucket 

     

AWS CodeBuild コントロール
トピック

• [CT.CODEBUILD.PR.1] AWS CodeBuild プロジェクト用の GitHub の OAuth または Bitbucket のソー
スリポジトリの URL が必要です (p. 365)

• [CT.CODEBUILD.PR.2] AWS CodeBuild プロジェクト環境変数は、環境変数内の認証情報を暗号化す
る必要があります (p. 373)

• [CT.CODEBUILD.PR.3] AWS CodeBuild プロジェクト環境はロギングが設定されている必要がありま
す (p. 379)
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• [CT.CODEBUILD.PR.4] AWS CodeBuild プロジェクトは、実行時には特権モードを無効にする必要が
あります (p. 387)

• [CT.CODEBUILD.PR.5] すべての AWS CodeBuild プロジェクトアーティファクトで暗号化が必要で
す (p. 393)

• [CT.CODEBUILD.PR.6] AWS CodeBuild プロジェクトのすべての Amazon S3 ログの暗号化が必要で
す (p. 402)

[CT.CODEBUILD.PR.1] AWS CodeBuild プロジェクト用の GitHub の OAuth また
は Bitbucket のソースリポジトリの URL が必要です

このコントロールは、GitHub または Bitbucket のソースレポジトリの URL に、個人用のアクセストークン
またはユーザー名とパスワードが含まれているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 強力な認証を使用する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CODEBUILD.PR.1 ルールの仕様 (p. 368)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CODEBUILD.PR.1 
ルールの仕様 (p. 368) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CODEBUILD.PR.1 サンプルテンプレート (p. 371) を参照してください。

説明

認証情報は、クリアテキストで保存または送信したり、リポジトリ URL に表示しないでくださ
い。GitHub または Bitbucket リポジトリへのアクセス認可を付与するには、個人用アクセストークンまた
はユーザー名とパスワードではなく、OAuth を使用する必要があります。個人用アクセストークンまたは
ユーザー名とパスワードを使用すると、意図しないデータ漏えいや不正アクセスに認証情報が公開される
可能性があります。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、プライマリまたはセカンダリソースタイプが GitHub または
Bitbucket の AWS CodeBuild プロジェクトにのみ適用されます。

ルール違反の修正

AWS CodeBuild プロジェクトのソース設定のリポジトリ URL から、埋め込まれた認証情報をすべて
削除します。代わりに、AWS Management Console または AWS CLI で GitHub Access Token ま
たは Bitbucket App Password 認証情報を設定して、CodeBuild プロジェクトを GitHub または
Bitbucket リポジトリに接続します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS CodeBuild プロジェクト-例 1

AWS CodeBuild プロジェクトは、個人アクセストークンを含まない GitHub プライマリソースロケーショ
ンで設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例
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{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n", 
                "Type": "GITHUB", 
                "Location": "https://github.com/username/repo.git" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
      Type: GITHUB 
      Location: https://github.com/username/repo.git 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。
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AWS CodeBuild プロジェクト - 例 2

AWS CodeBuild プロジェクトは、認証情報や個人アクセストークンを含まないプライマリおよびセカンダ
リソースロケーションで設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n", 
                "Type": "BITBUCKET", 
                "Location": "https://bitbucket.org/user/repo.git" 
            }, 
            "SecondarySources": [ 
                { 
                    "Type": "GITHUB", 
                    "Location": "https://github.com/username/repo.git", 
                    "SourceIdentifier": "GitHubSource" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
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              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
      Type: BITBUCKET 
      Location: https://bitbucket.org/user/repo.git 
    SecondarySources: 
      - Type: GITHUB 
        Location: https://github.com/username/repo.git 
        SourceIdentifier: GitHubSource 

                 

CT.CODEBUILD.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_source_repo_url_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the GitHub or Bitbucket source repository URL contains 
 either personal access tokens or a username and password.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Source' configuration is not of 'Type' 'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       And: 'SecondarySources' configuration is not provided or is provided and does not 
 have any item of 'Type'
#            'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Source' configuration is of 'Type' 'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       And: 'Source' configuration has a 'Location' that contains credentials (username 
 and password for BitBucket
#            and Access Token for GitHub)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'SecondarySources' configuration is provided
#       And: 'SecondarySources' configuration has one or more items of 'Type' 'GITHUB' or 
 'BITBUCKET'
#       And: 'SecondarySources' configuration has one or more items with 'Location' that 
 contains credentials
#            (username and password for BitBucket and Access Token for GitHub)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Source' configuration is of 'Type' 'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       And: 'Source' configuration has a 'Location' that does not contain credentials 
 (username and password for
#            BitBucket and Access Token for GitHub)
#       And: 'SecondarySources' configuration is not provided or is provided and does not 
 have any item of 'Type'
#            'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Source' configuration is of 'Type' 'GITHUB' or 'BITBUCKET'
#       And: 'Source' configuration has a 'Location' that does not contain credentials 
 (username and password for
#            BitBucket and Access Token for GitHub)
#       And: 'SecondarySources' configuration is provided
#       And: 'SecondarySources' configuration has one or more items of 'Type' 'GITHUB' or 
 'BITBUCKET'
#       And: 'SecondarySources' configuration has one or more items with 'Location' that 
 does not contain credentials
#            (username and password for BitBucket and Access Token for GitHub)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this
let GITHUB_COMPLIANT_URL_PATTERN = /^(http(s)?)(:\/\/github\.com\/)([^\/]+)\/([\w\.-]+)
(\.git)?$/
let BITBUCKET_COMPLIANT_URL_PATTERN = /^https?:\/\/bitbucket\.org/

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_source_repo_url_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                  %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.1]: Require OAuth on GitHub or Bitbucket source repository URLs 
 for AWS CodeBuild projects 
            [FIX]: Remove any embedded credentials from repository URLs in AWS CodeBuild 
 project source configurations. Instead, connect your CodeBuild projects to 'GitHub' or 
 'Bitbucket' repositories by configuring 'GitHub Access Token' or 'Bitbucket App Password' 
 credentials in the AWS Management Console or AWS CLI. 
        >>
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}

rule codebuild_project_source_repo_url_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.1]: Require OAuth on GitHub or Bitbucket source repository URLs 
 for AWS CodeBuild projects 
            [FIX]: Remove any embedded credentials from repository URLs in AWS CodeBuild 
 project source configurations. Instead, connect your CodeBuild projects to 'GitHub' or 
 'Bitbucket' repositories by configuring 'GitHub Access Token' or 'Bitbucket App Password' 
 credentials in the AWS Management Console or AWS CLI. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project[ 
        filter_github_or_bitbucket_source_configuration(this) or 
        filter_github_or_bitbucket_secondary_sources_configuration(this) 
    ] { 
        # Scenario 3, 5 and 6 
        check_source(Source) 
        # Scenario 4 and 6 
        check_secondary_sources(this) 
    }
}

rule filter_github_or_bitbucket_source_configuration(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        Source exists 
        Source is_struct 
        Source { 
            Type == "GITHUB" or 
            Type == "BITBUCKET" 
        } 
    }
}

rule filter_github_or_bitbucket_secondary_sources_configuration(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        SecondarySources exists 
        SecondarySources is_list 
        SecondarySources not empty 

        some SecondarySources[*] { 
            Type == "GITHUB" or 
            Type == "BITBUCKET" 
        } 
    }
}

rule check_source(codebuild_source) { 
    %codebuild_source [ 
        Type == "GITHUB" 
    ] { 
        Location exists 
        Location == %GITHUB_COMPLIANT_URL_PATTERN 
    } 
    %codebuild_source [ 
        Type == "BITBUCKET" 
    ] { 
        Location exists 
        Location == %BITBUCKET_COMPLIANT_URL_PATTERN 
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    }
}

rule check_secondary_sources(codebuild_project) { 
    %codebuild_project [ 
        # Scenario 2 
        SecondarySources exists 
        SecondarySources is_list 
        SecondarySources not empty 
    ] { 
        # Scenario 4 and 6 
        SecondarySources[*] { 
            check_source(this) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
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        - Arn 
      Source: 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
        Type: GITHUB 
        Location: https://github.com/username/repo.git 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
        Type: BITBUCKET 
        Location: https://username:password@bitbucket.org/user/repo.git 
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[CT.CODEBUILD.PR.2] AWS CodeBuild プロジェクト環境変数は、環境変数内の
認証情報を暗号化する必要があります

このコントロールは、AWS CodeBuild プロジェクトに環境変数 AWS_ACCESS_KEY_ID と
AWS_SECRET_ACCESS_KEY が PLAINTEXT として含まれているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 強力な認証を使用する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CODEBUILD.PR.2 ルールの仕様 (p. 375)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CODEBUILD.PR.2 
ルールの仕様 (p. 375) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CODEBUILD.PR.2 サンプルテンプレート (p. 377) を参照してください。

説明

意図しないデータ漏えいや不正アクセスにつながるため、認証情報 AWS_ACCESS_KEY_ID および 
AWS_SECRET_ACCESS_KEY はクリアテキストで保存しないでください。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、AWS_ACCESS_KEY_ID および AWS_SECRET_ACCESS_KEY 環境変数で設
定された AWS CodeBuild プロジェクトにのみ適用されます。

ルール違反の修正

PARAMETER_STORE または SECRETS_MANAGER を使用して、AWS_ACCESS_KEY_ID または
AWS_SECRET_ACCESS_KEY という名前の環境変数の値を保存します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS CodeBuild プロジェクト - 例

AWS CodeBuild プロジェクトは、AWS Secrets Manager に保存されている認証情報を使用するように設
定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER", 
                "EnvironmentVariables": [ 
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                    { 
                        "Name": "AWS_ACCESS_KEY_ID", 
                        "Type": "SECRETS_MANAGER", 
                        "Value": "sample_secret:access_key_id" 
                    }, 
                    { 
                        "Name": "AWS_SECRET_ACCESS_KEY", 
                        "Type": "SECRETS_MANAGER", 
                        "Value": "sample_secret:secret_access_key" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
      EnvironmentVariables: 
        - Name: AWS_ACCESS_KEY_ID 
          Type: SECRETS_MANAGER 
          Value: sample_secret:access_key_id 
        - Name: AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
          Type: SECRETS_MANAGER 
          Value: sample_secret:secret_access_key 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
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CT.CODEBUILD.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_envvar_awscred_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects contain environment variables 
 'AWS_ACCESS_KEY_ID' and 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' stored as 'PLAINTEXT'.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation Hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#     Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration does not contains 'EnvironmentVariables'
#     Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration contains 'EnvironmentVariables'
#       And: 'EnvironmentVariables' contain variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
#       And: 'Type' is not provided for 'AWS_ACCESS_KEY_ID' and 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' 
 environment variables or is
#            provided as an empty string.
#     Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration contains 'EnvironmentVariables'
#       And: 'EnvironmentVariables' contain variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
#       And: 'Type' is set to 'PLAINTEXT' for 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' environment variables
#     Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration contains 'EnvironmentVariables'
#       And: 'EnvironmentVariables' does not contain variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
#     Then: PASS
#   Scenario: 6
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration contains 'EnvironmentVariables'
#       And: 'EnvironmentVariables' contain variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'
#       And: 'Type' is provided as a non-empty string and not set to 'PLAINTEXT' for 
 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or
#            'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' environment variables
#     Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let AWS_CREDENTIAL_ENV_VAR_NAMES = [ "AWS_ACCESS_KEY_ID", "AWS_SECRET_ACCESS_KEY" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_envvar_awscred_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                 %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.2]: Require any AWS CodeBuild project environment variable to 
 encrypt credentials in environment variables 
            [FIX]: Use 'PARAMETER_STORE' or 'SECRETS_MANAGER' to store values for 
 environment variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'. 
        >>
}

rule codebuild_project_envvar_awscred_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.2]: Require any AWS CodeBuild project environment variable to 
 encrypt credentials in environment variables 
            [FIX]: Use 'PARAMETER_STORE' or 'SECRETS_MANAGER' to store values for 
 environment variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID' or 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project [ 
        # Scenario 2 
        filter_codebuild_projects_with_environment_variables(this) 
    ] { 
        Environment exists 
        Environment is_struct 
        Environment { 
            EnvironmentVariables exists 
            EnvironmentVariables is_list 
            EnvironmentVariables not empty 
            EnvironmentVariables [ 
                # Scenario 3, 4 and 6 
                Name in %AWS_CREDENTIAL_ENV_VAR_NAMES 
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            ] { 
                # Scenario 3 
                Type exists 
                check_is_string_and_not_empty(Type) 
                # Scenario 4 and 6 
                Type != "PLAINTEXT" 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_codebuild_projects_with_environment_variables(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        Environment exists 
        Environment is_struct 

        Environment { 
            # Scenario 2 
            EnvironmentVariables exists 
            EnvironmentVariables is_list 
            EnvironmentVariables not empty 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
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          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
        EnvironmentVariables: 
        - Name: AWS_ACCESS_KEY_ID 
          Type: SECRETS_MANAGER 
          Value: example_secret:access_key_id 
        - Name: AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
          Type: SECRETS_MANAGER 
          Value: example_secret:secret_access_key 
        - Name: some_other_variable 
          Type: PLAINTEXT 
          Value: example 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
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        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
        EnvironmentVariables: 
        - Name: AWS_ACCESS_KEY_ID 
          Type: PLAINTEXT 
          Value: EXAMPLE_ACCESS_KEY_ID 
        - Name: AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
          Type: PLAINTEXT 
          Value: EXAMPLE_SECRET_ACCESS_KEY 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 

     

[CT.CODEBUILD.PR.3] AWS CodeBuild プロジェクト環境はロギングが設定され
ている必要があります
このコントロールは、AWS CodeBuild プロジェクト環境で少なくとも 1 つのロギングオプションが有効に
なっているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CODEBUILD.PR.3 ルールの仕様 (p. 382)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CODEBUILD.PR.3 
ルールの仕様 (p. 382) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CODEBUILD.PR.3 サンプルテンプレート (p. 386) を参照してください。

説明

セキュリティの観点から、ロギングは、セキュリティインシデントが発生した場合に、将来のフォレン
ジックを可能にする重要な機能です。CodeBuild プロジェクトの異常を脅威検出と関連付けることで、こ
れらの脅威検出の精度に対する信頼性を高めることができます。

ルール違反の修正

CloudWatchLogs または S3Logs 構成で LogsConfig を設定します。
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以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS CodeBuild プロジェクト-例 1

AWS CodeBuild プロジェクトは、Amazon CloudWatch Logs によるロギングを有効にするように設定され
ています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\n" 
            }, 
            "LogsConfig": { 
                "CloudWatchLogs": { 
                    "Status": "ENABLED" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm install\n\ 
        \  build:\n    commands:\n      - npm test\n" 
    LogsConfig: 
      CloudWatchLogs: 
        Status: ENABLED 
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以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS CodeBuild プロジェクト - 例 2

AWS CodeBuild プロジェクトは、Amazon S3 によるロギングを有効にするように設定されています。こ
の例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\n" 
            }, 
            "LogsConfig": { 
                "S3Logs": { 
                    "Status": "ENABLED", 
                    "Location": { 
                        "Fn::Join": [ 
                            "/", 
                            [ 
                                { 
                                    "Ref": "S3Bucket" 
                                }, 
                                "path/to/directory" 
                            ] 
                        ] 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
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    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm install\n\ 
        \  build:\n    commands:\n      - npm test\n" 
    LogsConfig: 
      S3Logs: 
        Status: ENABLED 
        Location: !Join 
          - / 
          - - !Ref 'S3Bucket' 
            - path/to/directory 

                 

CT.CODEBUILD.PR.3 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects environment has at least one logging 
 option enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is not provided on the CodeBuild project resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: Neither 'CloudWatchLogs' or 'S3Logs' are present in 'LogsConfig'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'S3Logs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'DISABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'CloudWatchLogs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'DISABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' and 'S3Logs' are present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 
 'DISABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'S3Logs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#       And: 'Location' has not been provided in 'S3Logs', or has been provided as an empty 
 string or
#             invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'CloudWatchLogs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#      Then: PASS
#   Scenario: 9
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' is not present in 'LogsConfig'
#       And: 'S3Logs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#       And: 'Location' has been provided in 'S3Logs' as a non-empty string or valid local 
 reference
#      Then: PASS
#   Scenario: 10
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'LogsConfig' is provided on the CodeBuild project resource
#       And: 'CloudWatchLogs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#       And: 'S3Logs' is present in 'LogsConfig' with 'Status' set to 'ENABLED'
#       And: 'Location' has been provided in 'S3Logs' as a non-empty string or valid local 
 reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
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let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                  %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.3]: Require any AWS CodeBuild project environment to have logging 
 configured 
            [FIX]: Set 'LogsConfig' with a 'CloudWatchLogs' or 'S3Logs' configuration. 
        >>
}

rule codebuild_project_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.3]: Require any AWS CodeBuild project environment to have logging 
 configured 
            [FIX]: Set 'LogsConfig' with a 'CloudWatchLogs' or 'S3Logs' configuration. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 2 
        LogsConfig exists 
        LogsConfig is_struct 

        LogsConfig { 
            # Scenario 3 
            check_cloudwatch_logs(this) or 
            check_s3_logs(this) 
        } 
    }
}

rule check_cloudwatch_logs(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 4 
        CloudWatchLogs exists 
        CloudWatchLogs is_struct 

        CloudWatchLogs { 
            # Scenario 5, 6, 8 and 10 
            Status exists 
            Status == "ENABLED" 
        } 
    }
}

rule check_s3_logs(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 4 
        S3Logs exists 
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        S3Logs is_struct 

        S3Logs { 
            # Scenario 4, 6, 9 and 10 
            Status exists 
            Status == "ENABLED" 

            # Scenario 7, 9 and 10 
            Location exists 
            check_is_string_and_not_empty(Location) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, Location, "AWS::S3::Bucket") or 
            check_join_references(%INPUT_DOCUMENT, Location, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

rule check_join_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::Join' { 
            this is_list 
            this not empty 
            some this[1][*] { 
                check_local_references(%doc, this, %referenced_resource_type) 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
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    }
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.3 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
      LogsConfig: 
        CloudWatchLogs: 
          Status: ENABLED 
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FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
      LogsConfig: 
        S3Logs: 
          Status: DISABLED 
        CloudWatchLogs: 
          Status: DISABLED 

     

[CT.CODEBUILD.PR.4] AWS CodeBuild プロジェクトは、実行時には特権モード
を無効にする必要があります

このコントロールは、AWS CodeBuild プロジェクトの特権モードがオフになっているかどうかをチェック
します。

• コントロールの目標: 最小特権を適用する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CODEBUILD.PR.4 ルールの仕様 (p. 390)
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詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CODEBUILD.PR.4 
ルールの仕様 (p. 390) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CODEBUILD.PR.4 サンプルテンプレート (p. 392) を参照してください。

説明

デフォルトでは、Docker コンテナはどのデバイスにもアクセスを許可できません。特権モードは、ビ
ルドプロジェクトの Docker コンテナへのアクセスをすべてのデバイスに付与します。Docker コンテ
ナ内で Docker デーモンを実行するには、privilegedMode を値 true で 設定します。Docker デーモ
ンは、Docker API リクエストをリッスンし、イメージ、コンテナ、ネットワーク、ボリュームなどの 
Docker オブジェクトを管理します。このパラメータは、ビルドプロジェクトを使用して Docker イメー
ジをビルドする場合にのみ、true に設定する必要があります。それ以外の場合、Docker API およびコン
テナの基盤となるハードウェアへの意図しないアクセスを防ぐため、この設定を無効にする必要がありま
す。privilegedMode への意図しないアクセスにより、システムが悪意のある改ざんや重要なリソース
の削除のリスクにさらされる可能性があります。

ルール違反の修正

Environment 内で、PrivilegedMode を false に設定するか、PrivilegedMode プロパティを省略
します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS CodeBuild プロジェクト-例 1

AWS CodeBuild プロジェクトは、AWS CloudFormation のデフォルトで特権モードを無効にするように設
定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

388



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS CodeBuild プロジェクト - 例 2

AWS CodeBuild プロジェクトは、PrivilegedMode プロパティを使用して特権モードを無効にするよう
に設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER", 
                "PrivilegedMode": false 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例
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CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
      PrivilegedMode: false 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 

                 

CT.CODEBUILD.PR.4 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_environment_privileged_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects have privileged mode turned off.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration is not provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration is provided
#       And: 'PrivilegedMode' within the 'Environment' configuration is provided and set to 
 bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration is provided
#       And: 'PrivilegedMode' within 'Environment' configuration is not provided
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Environment' configuration is provided
#       And: 'PrivilegedMode' within 'Environment' configuration is set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_projects = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_environment_privileged_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %codebuild_projects not empty { 
    check(%codebuild_projects.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.4]: Require any AWS CodeBuild project to deactivate privileged 
 mode when running 
            [FIX]: Within 'Environment', set 'PrivilegedMode' to 'false' or omit the 
 'PrivilegedMode' property. 
        >>
}

rule codebuild_project_environment_privileged_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.4]: Require any AWS CodeBuild project to deactivate privileged 
 mode when running 
            [FIX]: Within 'Environment', set 'PrivilegedMode' to 'false' or omit the 
 'PrivilegedMode' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 2 
        Environment exists 
        Environment is_struct 
        Environment { 
            # Scenario 4 
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            PrivilegedMode not exists or 
            # Scenario 3 and 5 
            PrivilegedMode == false 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.CODEBUILD.PR.4 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
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              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
        PrivilegedMode: true 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 

     

[CT.CODEBUILD.PR.5] すべての AWS CodeBuild プロジェクトアーティファクト
で暗号化が必要です

このコントロールは、AWS CodeBuild プロジェクトがアーティファクトを暗号化するように設定されてい
るかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 保管中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
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• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CODEBUILD.PR.5 ルールの仕様 (p. 397)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CODEBUILD.PR.5 
ルールの仕様 (p. 397) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CODEBUILD.PR.5 サンプルテンプレート (p. 400) を参照してください。

説明

保管中のデータの暗号化は、推奨されるベストプラクティスです。これにより、データのアクセス管理が
強化されます。CodeBuild アーティファクトが侵害された場合でも、保存中の暗号化により、意図しない
アクセスからデータを保護できます。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、出力としてプライマリまたはセカンダリアーティファクトを返すように
設定された AWS CodeBuild プロジェクトにのみ適用されます。

ルール違反の修正

Artifacts で EncryptionDisabled プロパティを設定し、SecondaryArtifacts を false に設定
するか、EncryptionDisabled プロパティを省略します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS CodeBuild プロジェクト-例 1

AWS CodeBuild プロジェクトは、AWS CloudFormation のデフォルトで、アーティファクト暗号化を有効
にしてプライマリアリファクトを出力として返すように設定されています。この例は JSON と YAML で示
されています。

JSON の例

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            }, 
            "Artifacts": { 
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                "Type": "S3", 
                "Location": { 
                    "Ref": "S3Bucket" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
    Artifacts: 
      Type: S3 
      Location: !Ref 'S3Bucket' 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS CodeBuild プロジェクト - 例 2

AWS CodeBuild プロジェクトは、EncryptionDisabled のプロパティによって、アーティファクトの暗
号化を有効にして、出力としてプライマリおよびセカンダリアーティファクトを返すように設定されてい
ます。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
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                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n  
 secondary-artifacts:\n    secondaryArtifact:\n      files:\n        - 'directory/file1'\n" 
            }, 
            "Artifacts": { 
                "Type": "S3", 
                "EncryptionDisabled": false, 
                "Location": { 
                    "Ref": "S3Bucket" 
                } 
            }, 
            "SecondaryArtifacts": [ 
                { 
                    "Type": "S3", 
                    "EncryptionDisabled": false, 
                    "ArtifactIdentifier": "secondaryArtifact", 
                    "Location": { 
                        "Ref": "S3Bucket" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
          secondary-artifacts: 
            secondaryArtifact: 
              files: 
                - 'directory/file1' 
    Artifacts: 
      Type: S3 
      EncryptionDisabled: false 
      Location: !Ref 'S3Bucket' 
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    SecondaryArtifacts: 
      - Type: S3 
        EncryptionDisabled: false 
        ArtifactIdentifier: secondaryArtifact 
        Location: !Ref 'S3Bucket' 

                 

CT.CODEBUILD.PR.5 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_artifact_encryption_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects are configured to encrypt artifacts.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario 1:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#      Then: SKIP
#   Scenario 2:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Artifacts' configuration is provided and is of 'Type' 'NO_ARTIFACTS'
#       And: 'SecondaryArtifacts' configuration is not provided or provided with an empty 
 list
#      Then: SKIP
#   Scenario 3:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Artifacts' configuration is provided and is of 'Type' 'NO_ARTIFACTS'
#       And: 'SecondaryArtifacts' configuration is provided as a non-empty list
#       And: All 'SecondaryArtifacts' entries have 'Type' set to 'NO_ARTIFACTS'
#      Then: SKIP
#   Scenario 4:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Artifacts' configuration is provided and is not of 'Type' 'NO_ARTIFACTS'
#       And: 'EncryptionDisabled' within 'Artifacts' configuration is provided and set to 
 bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario 5:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
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#       And: 'SecondaryArtifacts' configuration is provided
#       And: There exists one or more items in 'SecondaryArtifacts' which have 
 'EncryptionDisabled' set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario 6:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'Artifacts.EncryptionDisabled' is not provided, or is set to bool(false)
#       And: There exists no item in 'SecondaryArtifacts' which has 'EncryptionDisabled' 
 set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_artifact_encryption_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.5]: Require encryption on all AWS CodeBuild project artifacts 
            [FIX]: Set the 'EncryptionDisabled' property in 'Artifacts' and any 
 'SecondaryArtifacts' to 'false', or omit the 'EncryptionDisabled' property. 
        >>
}

rule codebuild_project_artifact_encryption_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.5]: Require encryption on all AWS CodeBuild project artifacts 
            [FIX]: Set the 'EncryptionDisabled' property in 'Artifacts' and any 
 'SecondaryArtifacts' to 'false', or omit the 'EncryptionDisabled' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project [ 
        filter_codebuild_projects(this) 
    ] { 
        Artifacts { 
            # Scenario 4 and 6 
            check_artifact(this) 
        } 
        # Scenario 5 
        SecondaryArtifacts not exists or 
        check_secondary_artifacts(this) 
    }
}

rule check_secondary_artifacts(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
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        SecondaryArtifacts is_list 
        SecondaryArtifacts[*] { 
            # Scenario 5 and 6 
            check_artifact(this) 
        } 
    }
}

rule check_artifact(artifact) { 
    %artifact { 
        EncryptionDisabled not exists or 
        EncryptionDisabled == false 
    }
}

rule filter_codebuild_projects(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 2 and 3 
        Artifacts exists 
        Artifacts is_struct 
        Artifacts { 
            filter_artifact(this) 
        } or 
        filter_secondary_artifacts(this) 
    }
}

rule filter_secondary_artifacts(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        # Scenario 2 
        SecondaryArtifacts exists 
        SecondaryArtifacts is_list 
        SecondaryArtifacts not empty 
        SecondaryArtifacts[*] { 
            # Scenario 3 
            filter_artifact(this) 
        } 
    }
}

rule filter_artifact(artifact) { 
    %artifact { 
       Type exists 
       Type != "NO_ARTIFACTS" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.CODEBUILD.PR.5 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - s3:PutObject 
            - s3:GetBucketAcl 
            - s3:GetBucketLocation 
            Resource: 
            - Fn::GetAtt: 
              - S3Bucket 
              - Arn 
            - Fn::Join: 
              - "" 
              - - Fn::GetAtt: 
                  - S3Bucket 
                  - Arn 
                - "/*" 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
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            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
      Artifacts: 
        Type: S3 
        Location: 
          Ref: S3Bucket 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - s3:PutObject 
            - s3:GetBucketAcl 
            - s3:GetBucketLocation 
            Resource: 
            - Fn::GetAtt: 
              - S3Bucket 
              - Arn 
            - Fn::Join: 
              - "" 
              - - Fn::GetAtt: 
                  - S3Bucket 
                  - Arn 
                - "/*" 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
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    Properties: 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
      Artifacts: 
        Type: S3 
        EncryptionDisabled: true 
        Location: 
          Ref: S3Bucket 

     

[CT.CODEBUILD.PR.6] AWS CodeBuild プロジェクトのすべての Amazon S3 ロ
グの暗号化が必要です

このコントロールは、Amazon S3 ログで設定された AWS CodeBuild プロジェクトで暗号化が有効になっ
ているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 保管中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::CodeBuild::Project
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.CODEBUILD.PR.6 ルールの仕様 (p. 405)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.CODEBUILD.PR.6 
ルールの仕様 (p. 405) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.CODEBUILD.PR.6 サンプルテンプレート (p. 408) を参照してください。

説明

保管中のデータの暗号化は、推奨されるベストプラクティスです。これにより、データのアクセス管理が
強化されます。CodeBuild アーティファクトが侵害された場合でも、保存中の暗号化により、意図しない
アクセスからデータを保護できます。
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使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Amazon S3 へのログ配信が有効になっている AWS CodeBuild プロジェ
クトにのみ適用されます。

ルール違反の修正

S3Logs の EncryptionDisabled を false に設定するか、EncryptionDisabled プロパティを指定
しないでください。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS CodeBuild プロジェクト-例 1

AWS CodeBuild プロジェクトは、Amazon S3 のロギング先に配信されるログを暗号化するように AWS 
CloudFormation のデフォルトで設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            }, 
            "LogsConfig": { 
                "S3Logs": { 
                    "Status": "ENABLED", 
                    "Location": { 
                        "Ref": "S3Bucket" 
                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
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      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
    LogsConfig: 
      S3Logs: 
        Status: ENABLED 
        Location: !Ref 'S3Bucket' 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS CodeBuild プロジェクト - 例 2

AWS CodeBuild プロジェクトは、Amazon S3 のロギング先に配信されるログを暗号化するように
EncryptionDisabled のプロパティで設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "CodeBuildProject": { 
        "Type": "AWS::CodeBuild::Project", 
        "Properties": { 
            "Artifacts": { 
                "Type": "NO_ARTIFACTS" 
            }, 
            "Environment": { 
                "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_SMALL", 
                "Image": "aws/codebuild/standard:4.0", 
                "Type": "LINUX_CONTAINER" 
            }, 
            "ServiceRole": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "CodeBuildServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "Source": { 
                "Type": "NO_SOURCE", 
                "BuildSpec": "version: 0.2\nphases:\n  install:\n    commands:\n      - npm 
 install\n  build:\n    commands:\n      - npm test\nartifacts:\n  files:\n    - '**/*'\n" 
            }, 
            "LogsConfig": { 
                "S3Logs": { 
                    "Status": "ENABLED", 
                    "Location": { 
                        "Ref": "S3Bucket" 
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                    }, 
                    "EncryptionDisabled": false 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

CodeBuildProject: 
  Type: AWS::CodeBuild::Project 
  Properties: 
    Artifacts: 
      Type: NO_ARTIFACTS 
    Environment: 
      ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
      Image: aws/codebuild/standard:4.0 
      Type: LINUX_CONTAINER 
    ServiceRole: !GetAtt 'CodeBuildServiceRole.Arn' 
    Source: 
      Type: NO_SOURCE 
      BuildSpec: | 
        version: 0.2 
        phases: 
          install: 
            commands: 
              - npm install 
          build: 
            commands: 
              - npm test 
        artifacts: 
          files: 
            - '**/*' 
    LogsConfig: 
      S3Logs: 
        Status: ENABLED 
        Location: !Ref 'S3Bucket' 
        EncryptionDisabled: false 

                 

CT.CODEBUILD.PR.6 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   codebuild_project_s3_logs_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS CodeBuild projects configured with Amazon S3 logs have 
 encryption enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::CodeBuild::Project
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
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#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario 1:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any CodeBuild project resources
#      Then: SKIP
#   Scenario 2:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is not provided
#      Then: SKIP
#   Scenario 3:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is provided and its 'Status' is set to 
 'DISABLED'
#      Then: SKIP
#   Scenario 4:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is provided and its 'Status' is set to 
 'ENABLED'
#       And: 'EncryptionDisabled' within 'S3Logs' is provided and set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario 5:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is provided and its 'Status' is set to 
 'ENABLED'
#       And: 'EncryptionDisabled' within 'S3Logs' is not provided
#      Then: PASS
#   Scenario 6:
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a CodeBuild project resource
#       And: 'S3Logs' in 'LogsConfig' configuration is provided and its 'Status' is set to 
 'ENABLED'
#       And: 'EncryptionDisabled' within 'S3Logs' is provided and set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let CODEBUILD_PROJECT_TYPE = "AWS::CodeBuild::Project"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let codebuild_project = Resources.*[ Type == %CODEBUILD_PROJECT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule codebuild_project_s3_logs_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %codebuild_project not empty { 
    check(%codebuild_project.Properties) 
        << 
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        [CT.CODEBUILD.PR.6]: Require encryption on all Amazon S3 logs for AWS CodeBuild 
 projects 
            [FIX]: Set 'EncryptionDisabled' in 'S3Logs' to 'false', or do not specify the 
 'EncryptionDisabled' property. 
        >>
}

rule codebuild_project_s3_logs_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %CODEBUILD_PROJECT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%CODEBUILD_PROJECT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.CODEBUILD.PR.6]: Require encryption on all Amazon S3 logs for AWS CodeBuild 
 projects 
            [FIX]: Set 'EncryptionDisabled' in 'S3Logs' to 'false', or do not specify the 
 'EncryptionDisabled' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(codebuild_project) { 
    %codebuild_project [ 
        # Scenario 2 and 3 
        filter_codebuild_projects(this) 
    ] { 
        LogsConfig { 
            S3Logs { 
                # Scenario 5 
                EncryptionDisabled not exists or 
                # Scenario 4 and 6 
                EncryptionDisabled == false 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_codebuild_projects(codebuild_project) { 
    %codebuild_project { 
        LogsConfig exists 
        LogsConfig is_struct 
        LogsConfig { 
            # Scenario 2 and 3 
            S3Logs exists 
            S3Logs is_struct 
            S3Logs { 
                Status exists 
                # Scenario 3 and 4 
                Status == "ENABLED" 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
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} 

     

CT.CODEBUILD.PR.6 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - s3:PutObject 
            - s3:GetBucketAcl 
            - s3:GetBucketLocation 
            Resource: 
              - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - Fn::Join: 
                - "" 
                - - Fn::GetAtt: 
                    - S3Bucket 
                    - Arn 
                  - "/*" 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
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        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
      LogsConfig: 
        S3Logs: 
          Status: ENABLED 
          Location: 
            Ref: S3Bucket 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  CodeBuildServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: codebuild.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: CodeBuildProjectPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - s3:PutObject 
            - s3:GetBucketAcl 
            - s3:GetBucketLocation 
            Resource: 
              - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - Fn::Join: 
                - "" 
                - - Fn::GetAtt: 
                    - S3Bucket 
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                    - Arn 
                  - "/*" 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
  CodeBuildProject: 
    Type: AWS::CodeBuild::Project 
    Properties: 
      Artifacts: 
        Type: NO_ARTIFACTS 
      Environment: 
        ComputeType: BUILD_GENERAL1_SMALL 
        Image: aws/codebuild/standard:4.0 
        Type: LINUX_CONTAINER 
      ServiceRole: 
        Fn::GetAtt: 
        - CodeBuildServiceRole 
        - Arn 
      Source: 
        Type: NO_SOURCE 
        BuildSpec: | 
          version: 0.2 
          phases: 
            install: 
              commands: 
                - npm install 
            build: 
              commands: 
                - npm test 
          artifacts: 
            files: 
              - '**/*' 
      LogsConfig: 
        S3Logs: 
          Status: ENABLED 
          Location: 
            Ref: S3Bucket 
          EncryptionDisabled: true 

     

AWS Database Migration Service (AWS DMS) コントロール
トピック

• [CT.DMS.PR.1] パブリック AWS DMS レプリケーションインスタンスはパブリックでない必要があり
ます (p. 410)

[CT.DMS.PR.1] パブリック AWS DMS レプリケーションインスタンスはパブリッ
クでない必要があります

このコントロールは、AWS DMS レプリケーションインスタンスがパブリックかどうかをチェックしま
す。

• コントロールの目的: ネットワークアクセスの制限、最小特権の適用
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::DMS::ReplicationInstance
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.DMS.PR.1 ルールの仕様 (p. 411)
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詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.DMS.PR.1 ルールの仕
様 (p. 411) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.DMS.PR.1 サンプルテンプレート (p. 413) を参照してください。

説明

プライベートレプリケーションインスタンスには、レプリケーションネットワーク外からアクセスできな
いプライベート IP アドレスがあります。ソースとターゲットのデータベースの両方が、レプリケーション 
インスタンスの VPC に接続されている同じネットワーク内にあるとき、レプリケーション インスタンス
を使用します。ネットワークは、VPN、AWS Direct Connect、または VPC ピア接続を使用して VPC に接
続できます。

ルール違反の修正

PubliclyAccessible を false に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS DMS レプリケーションインスタンス - 例

AWS DMS レプリケーションインスタンスは、パブリックアクセスが無効に設定されています。この例は 
JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "DMSReplicationInstance": { 
        "Type": "AWS::DMS::ReplicationInstance", 
        "Properties": { 
            "ReplicationInstanceClass": "dms.t3.micro", 
            "PubliclyAccessible": false 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

DMSReplicationInstance: 
  Type: AWS::DMS::ReplicationInstance 
  Properties: 
    ReplicationInstanceClass: dms.t3.micro 
    PubliclyAccessible: false 

                 

CT.DMS.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   dms_replication_instance_not_public_check
#  
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# Description:
#   This control checks whether your AWS DMS replication instance is public.
#  
# Reports on:
#   AWS::DMS::ReplicationInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any AWS DMS replication instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a AWS DMS replication instance resource
#       And: 'PubliclyAccessible' is not present on the AWS DMS replication instance
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a AWS DMS replication instance resource
#       And: 'PubliclyAccessible' is present on the AWS DMS replication instance
#            and is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a AWS DMS replication instance resource
#       And: 'PubliclyAccessible' is present on the AWS DMS replication instance
#            and is set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let DMS_REPLICATION_INSTANCE_TYPE = "AWS::DMS::ReplicationInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let dms_replication_instances = Resources.*[ Type == %DMS_REPLICATION_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule dms_replication_instance_not_public_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %dms_replication_instances not empty { 
    check(%dms_replication_instances.Properties) 
        << 
        [CT.DMS.PR.1]: Require that a public AWS DMS replication instance is not public 
        [FIX]: Set 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

rule dms_replication_instance_not_public_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DMS_REPLICATION_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%DMS_REPLICATION_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
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        [CT.DMS.PR.1]: Require that a public AWS DMS replication instance is not public 
        [FIX]: Set 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(dms_replication_instances) { 
    %dms_replication_instances { 
        # Scenario 2 
        PubliclyAccessible exists 
        # Scenario 3 and 4 
        PubliclyAccessible == false 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.DMS.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  DMSReplicationInstance: 
    Type: AWS::DMS::ReplicationInstance 
    Properties: 
      ReplicationInstanceClass: dms.t3.micro 
      PubliclyAccessible: false 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DMSReplicationInstance: 
    Type: AWS::DMS::ReplicationInstance 
    Properties: 
      ReplicationInstanceClass: dms.t3.micro 
      PubliclyAccessible: true 
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Amazon DynamoDB コントロール
トピック

• [CT.DYNAMODB.PR.1] Amazon DynamoDB テーブルのポイントインタイムリカバリの有効化が必要
です (p. 414)

[CT.DYNAMODB.PR.1] Amazon DynamoDB テーブルのポイントインタイムリカ
バリの有効化が必要です

このコントロールは、Amazon DynamoDB テーブルに対してポイントインタイムリカバリ (PITR) が有効
になっているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 回復性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::DynamoDB::Table
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.DYNAMODB.PR.1 ルールの仕様 (p. 415)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.DYNAMODB.PR.1 
ルールの仕様 (p. 415) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.DYNAMODB.PR.1 サンプルテンプレート (p. 417) を参照してください。

説明

バックアップは、セキュリティインシデントからより迅速に復元するために役立ちます。また、システム
の耐障害性を強化します。Amazon DynamoDB ポイントインタイムリカバリ (PITR) は、DynamoDB テー
ブルのバックアップを自動化して、誤った削除または書き込み操作からの回復に必要な時間を短縮できま
す。PITR が有効な DynamoDB テーブルは、過去 35 日間の任意の時点に復元できます。

ルール違反の修正

PointInTimeRecoverySpecification 設定を入力して、PointInTimeRecoveryEnabled を true
に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon DynamoDB テーブル - 例

ポイントインタイムリカバリの使用が有効になっている Amazon DynamoDB テーブル。この例は JSON 
と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "DynamoDBTable": { 
        "Type": "AWS::DynamoDB::Table", 
        "Properties": { 
            "AttributeDefinitions": [ 
                { 
                    "AttributeName": "PK", 
                    "AttributeType": "S" 
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                } 
            ], 
            "BillingMode": "PAY_PER_REQUEST", 
            "KeySchema": [ 
                { 
                    "AttributeName": "PK", 
                    "KeyType": "HASH" 
                } 
            ], 
            "PointInTimeRecoverySpecification": { 
                "PointInTimeRecoveryEnabled": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

DynamoDBTable: 
  Type: AWS::DynamoDB::Table 
  Properties: 
    AttributeDefinitions: 
      - AttributeName: PK 
        AttributeType: S 
    BillingMode: PAY_PER_REQUEST 
    KeySchema: 
      - AttributeName: PK 
        KeyType: HASH 
    PointInTimeRecoverySpecification: 
      PointInTimeRecoveryEnabled: true 

                 

CT.DYNAMODB.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   dynamodb_table_pitr_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether point-in-time recovery (PITR) is enabled for an Amazon 
 DynamoDB table.
#  
# Reports on:
#   AWS::DynamoDB::Table
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Paramaeters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any DynamoDB table resources
#       Then: SKIP
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#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contains a DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoverySpecification' is not present on the DynamoDB table 
 resource
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contains a DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoverySpecification' is present on the DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoveryEnabled' in 'PointInTimeRecoverySpecification' is missing 
 or is a value
#              other than bool(true)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contains a DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoverySpecification' is present on the DynamoDB table resource
#        And: 'PointInTimeRecoveryEnabled' in 'PointInTimeRecoverySpecification' is present 
 and set to bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let DYNAMODB_TABLE_TYPE = "AWS::DynamoDB::Table"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let dynamodb_tables = Resources.*[ Type == %DYNAMODB_TABLE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule dynamodb_table_pitr_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %dynamodb_tables not empty { 
    check(%dynamodb_tables.Properties) 
        << 
        [CT.DYNAMODB.PR.1]: Require that point-in-time recovery for an Amazon DynamoDB 
 table is activated 
            [FIX]: Provide a 'PointInTimeRecoverySpecification' configuration and set 
 'PointInTimeRecoveryEnabled' to 'true'. 
        >>
}

rule dynamodb_table_pitr_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DYNAMODB_TABLE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%DYNAMODB_TABLE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.DYNAMODB.PR.1]: Require that point-in-time recovery for an Amazon DynamoDB 
 table is activated 
            [FIX]: Provide a 'PointInTimeRecoverySpecification' configuration and set 
 'PointInTimeRecoveryEnabled' to 'true'. 
        >>
}

rule check(dynamodb_table) { 
    %dynamodb_table { 
        # Scenario 2 
        PointInTimeRecoverySpecification exists 
        PointInTimeRecoverySpecification is_struct 
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        # Scenario 3 and 4 
        PointInTimeRecoverySpecification { 
            PointInTimeRecoveryEnabled exists 
            PointInTimeRecoveryEnabled == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, DYNAMODB_TABLE_TYPE) { 
    %doc.%DYNAMODB_TABLE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.DYNAMODB.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  DynamoDBTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    Properties: 
      AttributeDefinitions: 
        - AttributeName: "PK" 
          AttributeType: "S" 
      BillingMode: "PAY_PER_REQUEST" 
      KeySchema: 
        - AttributeName: "PK" 
          KeyType: "HASH" 
      PointInTimeRecoverySpecification: 
        PointInTimeRecoveryEnabled: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DynamoDBTable: 
    Type: AWS::DynamoDB::Table 
    Properties: 
      AttributeDefinitions: 
        - AttributeName: "PK" 
          AttributeType: "S" 
      BillingMode: "PAY_PER_REQUEST" 
      KeySchema: 
        - AttributeName: "PK" 
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          KeyType: "HASH" 
      PointInTimeRecoverySpecification: 
        PointInTimeRecoveryEnabled: false 

     

DynamoDB Accelerator のコントロール
トピック

• [CT.DAX.PR.1] すべての Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターについて、保管中の暗号
化が必要です (p. 418)

[CT.DAX.PR.1] すべての Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターにつ
いて、保管中の暗号化が必要です

このコントロールは、Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) クラスターが保管時に暗号化されているか
どうかをチェックします。

Note

カナダ (中部) リージョン、欧州 (ストックホルム) リージョン、アジアパシフィック (ソウル) リー
ジョンでは AWS::DAX::Cluster リソースの種類を使用できないため、ホームリージョンから
コントロール CT.DAX.PR.1 を有効にできません。ホームリージョンがこの 3 つのリージョンの
いずれにも当てはまらず、この 3 つのリージョンがランディングゾーンの AWS Control Tower に
よって管理されている場合、別のホームリージョンからこの 3 つのリージョンのコントロールを
有効にできます。例えば、ホームリージョンが米国西部 (オレゴン) リージョンであり、カナダ 
(中部) リージョンが AWS Control Tower によって管理されている場合は、コントロールをカナダ 
(中部) リージョンにデプロイできます。

• コントロールの目標: 保管中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::DAX::Cluster
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.DAX.PR.1 ルールの仕様 (p. 419)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.DAX.PR.1 ルールの仕
様 (p. 419) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.DAX.PR.1 サンプルテンプレート (p. 421) を参照してください。

説明

保管中のデータを暗号化すると、ディスクに保存されているデータが、AWS に認証されていないユーザー
によってアクセスされるリスクが軽減されます。暗号化により、別の一連のアクセスコントロールが追加
され、無許可のユーザーがデータにアクセスする能力が制限されます。例えば、データを読み取るには、
その前に API のアクセス許可によってデータを復号化する必要があります。

ルール違反の修正

SSESpecification を指定して、SSEEnabled を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。
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Amazon DAX クラスター - 例

Amazon DAX クラスターは、サーバー側の暗号化を有効にして設定されています。この例は JSON と 
YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "DAXCluster": { 
        "Type": "AWS::DAX::Cluster", 
        "Properties": { 
            "IAMRoleARN": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "DAXServiceRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "NodeType": "dax.t3.small", 
            "ReplicationFactor": 1, 
            "SSESpecification": { 
                "SSEEnabled": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

DAXCluster: 
  Type: AWS::DAX::Cluster 
  Properties: 
    IAMRoleARN: !GetAtt 'DAXServiceRole.Arn' 
    NodeType: dax.t3.small 
    ReplicationFactor: 1 
    SSESpecification: 
      SSEEnabled: true 

                 

CT.DAX.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   dax_cluster_encryption_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) clusters are encrypted at 
 rest.
#  
# Reports on:
#   AWS::DAX::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
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#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any DAX Cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains at least one DAX Cluster resource
#       And: 'SSESpecification' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains at least one DAX Cluster resource
#       And: 'SSESpecification' has been provided and 'SSESpecification.SSEEnabled' is 
 missing or has been set to a
#            value other than bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains at least one DAX Cluster resource
#       And: 'SSESpecification' has been provided and 'SSESpecification.SSEEnabled' is 
 present and has been set to
#            bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let DAX_CLUSTER_TYPE = "AWS::DAX::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let dax_clusters = Resources.*[ Type == %DAX_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule dax_cluster_encryption_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %dax_clusters not empty { 
    check(%dax_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.DAX.PR.1]: Require encryption at rest for all Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 
 clusters 
            [FIX]: Provide an 'SSESpecification' configuration with 'SSEEnabled' set to 
 'true'. 
        >>
}

rule dax_cluster_encryption_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DAX_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%DAX_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.DAX.PR.1]: Require encryption at rest for all Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 
 clusters 
            [FIX]: Provide an 'SSESpecification' configuration with 'SSEEnabled' set to 
 'true'. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(dax_cluster) { 
    %dax_cluster { 
        # Scenario 2 
        SSESpecification exists 
        SSESpecification is_struct 

        # Scenario 3 and 4 
        SSESpecification { 
            SSEEnabled exists 
            SSEEnabled == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.DAX.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  DAXServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: dax.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: DynamoAccessPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - dynamodb:DescribeTable 
            - dynamodb:PutItem 
            - dynamodb:GetItem 
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            - dynamodb:UpdateItem 
            - dynamodb:DeleteItem 
            - dynamodb:Query 
            - dynamodb:Scan 
            - dynamodb:BatchGetItem 
            - dynamodb:BatchWriteItem 
            - dynamodb:ConditionCheckItem 
            Resource: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:* 
  DAXCluster: 
    Type: AWS::DAX::Cluster 
    Properties: 
      IAMRoleARN: 
        Fn::GetAtt: [DAXServiceRole, Arn] 
      NodeType: dax.t3.small 
      ReplicationFactor: 1 
      SSESpecification: 
        SSEEnabled: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DAXServiceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: dax.amazonaws.com 
          Action: sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: DynamoAccessPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - dynamodb:DescribeTable 
            - dynamodb:PutItem 
            - dynamodb:GetItem 
            - dynamodb:UpdateItem 
            - dynamodb:DeleteItem 
            - dynamodb:Query 
            - dynamodb:Scan 
            - dynamodb:BatchGetItem 
            - dynamodb:BatchWriteItem 
            - dynamodb:ConditionCheckItem 
            Resource: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:dynamodb:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:* 
  DAXCluster: 
    Type: AWS::DAX::Cluster 
    Properties: 
      IAMRoleARN: 
        Fn::GetAtt: [DAXServiceRole, Arn] 
      NodeType: dax.t3.small 
      ReplicationFactor: 1 
      SSESpecification: 
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        SSEEnabled: false 

     

AWS Elastic Beanstalk コントロール
トピック

• [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1] AWS Elastic Beanstalk 環境では拡張ヘルスレポートが有効になって
いる必要があります (p. 423)

• [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2] AWS Elastic Beanstalk 環境はマネージドプラットフォームの更新が
設定されている必要があります (p. 432)

[CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1] AWS Elastic Beanstalk 環境では拡張ヘルスレ
ポートが有効になっている必要があります

このコントロールは、AWS Elastic Beanstalk 環境と設定テンプレートが enhanced ヘルスレポート用に
設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 回復性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ:
AWS::ElasticBeanstalk::Environment、AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate

• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1 ルールの仕様 (p. 426)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1 ルールの仕様 (p. 426) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1 サンプルテンプレート (p. 431) を参照してください。

説明

Elastic Beanstalk 拡張ヘルスレポートにより、基盤となるインフラストラクチャの健全性の変化に対する
より迅速な対応が可能になります。これらの変更は、アプリケーションの可用性を低下させる可能性があ
ります。

Elastic Beanstalk 拡張ヘルスレポートは、特定された問題の重要度を測定し、調査すべき可能性のある原
因を特定するためのステータス記述子を提供します。サポートされている Amazon マシンイメージ (AMI) 
に含まれる Elastic Beanstalk ヘルスエージェントは、環境 EC2 インスタンスのログとメトリクスを評価
します。

ルール違反の修正

AWS Elastic Beanstalk 環境では、Namespace を
aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system に設定し、OptionName を SystemType に設
定し、Value を enhanced に設定して、OptionSetting を構成します。AWS Elastic Beanstalk 設定テ
ンプレートについては、Namespace を aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system に設定
し、OptionName を SystemType に設定し、Value を enhanced に設定して、OptionSetting を構成
します。この設定を省略すると、デフォルト値の enhanced が採用されます。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。
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AWS Elastic Beanstalk 環境 - 例

AWS Elastic Beanstalk 環境は、拡張ヘルスレポートが有効に設定されています。この例は JSON と 
YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ElasticBeanstalkEnvironment": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::Environment", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system", 
                    "OptionName": "SystemType", 
                    "Value": "enhanced" 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration", 
                    "OptionName": "IamInstanceProfile", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "InstanceProfile" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ElasticBeanstalkEnvironment: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system 
        OptionName: SystemType 
        Value: enhanced 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: !Ref 'InstanceProfile' 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS Elastic Beanstalk 設定テンプレート - 例 1

AWS Elastic Beanstalk 設定テンプレートは、拡張ヘルスレポートが AWS CloudFormation のデフォルト
によって有効に設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例
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{ 
    "ElasticBeanstalkConfigurationTemplate": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration", 
                    "OptionName": "IamInstanceProfile", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "InstanceProfile" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: !Ref 'InstanceProfile' 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS Elastic Beanstalk 設定テンプレート - 例 2

AWS Elastic Beanstalk 設定テンプレートは、拡張ヘルスレポートが OptionSettings のプロパティに
よって有効に設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ElasticBeanstalkConfigurationTemplate": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system", 
                    "OptionName": "SystemType", 
                    "Value": "enhanced" 
                } 
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            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system 
        OptionName: SystemType 
        Value: enhanced 

                 

CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS Elastic Beanstalk environments and configuration 
 templates are configured for 'enhanced' health reporting.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticBeanstalk::Environment, AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Beanstalk environment 
 resources or
#            Elastic Beanstalk configuration template resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk environment resource
#       And: 'OptionSettings' is not present in the resource properties or is an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk environment resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
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#       And: No entry in the 'OptionSettings' list has both a 'Namespace' property with a 
 value of
#            'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system'
#            and an 'OptionName' property with value of 'SystemType'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk environment resource or an 
 Elastic Beanstalk
#            configuration template resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: An entry in the 'OptionSettings' list has a 'Namespace' property with a value 
 of
#            'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system'
#       And: That same entry has an 'OptionName' property with a value of 'SystemType'
#       And: That same entry has a 'Value' property with a value of anything other than 
 'enhanced', or the 'Value'
#            property is not provided.
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk configuration template 
 resource
#       And: 'OptionSettings' is not present in the resource properties or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk configuration template 
 resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: No entry in the 'OptionSettings' list has both a 'Namespace' property with a 
 value of
#            'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system'
#            and an 'OptionName' property with value of 'SystemType'
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Beanstalk environment resource or an 
 Elastic Beanstalk
#            configuration template resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: Every entry in the 'OptionSettings' list that has both a 'Namespace' property 
 with a value of
#            'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system'
#            and an 'OptionName' property with a value of 'SystemType' also has a 'Value' 
 property with a value of
#            'enhanced'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE = "AWS::ElasticBeanstalk::Environment"
let ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE = 
 "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate"
let ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE = 
 "aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system"
let ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME = "SystemType"
let ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_VALUE = "enhanced"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
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# Assignments
#
let elastic_beanstalk_environments = Resources.*[ Type == 
 %ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE ]
let elastic_beanstalk_configuration_templates = Resources.*[ Type == 
 %ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                    
 %elastic_beanstalk_environments not empty { 
    check_elastic_beanstalk_environments(%elastic_beanstalk_environments.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1]: Require AWS Elastic Beanstalk environments to have 
 enhanced health reporting enabled 
        [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, configure an 'OptionSetting' 
 with 'Namespace' set to 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' 
 set to 'SystemType', and 'Value' set to 'enhanced'. For AWS Elastic Beanstalk 
 configuration templates, configure an 'OptionSetting' with 'Namespace' set to 
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' set to 'SystemType', and 
 'Value' set to 'enhanced'. Omit this setting to adopt the default value of 'enhanced'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                    
 %elastic_beanstalk_configuration_templates not empty { 
    
 check_elastic_beanstalk_configuration_templates(%elastic_beanstalk_configuration_templates.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1]: Require AWS Elastic Beanstalk environments to have 
 enhanced health reporting enabled 
        [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, configure an 'OptionSetting' 
 with 'Namespace' set to 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' 
 set to 'SystemType', and 'Value' set to 'enhanced'. For AWS Elastic Beanstalk 
 configuration templates, configure an 'OptionSetting' with 'Namespace' set to 
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' set to 'SystemType', and 
 'Value' set to 'enhanced'. Omit this setting to adopt the default value of 'enhanced'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE) { 
    check_elastic_beanstalk_environments(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1]: Require AWS Elastic Beanstalk environments to have 
 enhanced health reporting enabled 
        [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, configure an 'OptionSetting' 
 with 'Namespace' set to 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' 
 set to 'SystemType', and 'Value' set to 'enhanced'. For AWS Elastic Beanstalk 
 configuration templates, configure an 'OptionSetting' with 'Namespace' set to 
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' set to 'SystemType', and 
 'Value' set to 'enhanced'. Omit this setting to adopt the default value of 'enhanced'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_enhanced_health_reporting_enabled_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE) { 
    check_elastic_beanstalk_configuration_templates(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
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        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1]: Require AWS Elastic Beanstalk environments to have 
 enhanced health reporting enabled 
        [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, configure an 'OptionSetting' 
 with 'Namespace' set to 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' 
 set to 'SystemType', and 'Value' set to 'enhanced'. For AWS Elastic Beanstalk 
 configuration templates, configure an 'OptionSetting' with 'Namespace' set to 
 'aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system', 'OptionName' set to 'SystemType', and 
 'Value' set to 'enhanced'. Omit this setting to adopt the default value of 'enhanced'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_elastic_beanstalk_environments(elastic_beanstalk_environments) { 
    %elastic_beanstalk_environments { 
        # Scenario 2 
        check_option_settings_exists_or_is_non_empty_list(this) 

        # Scenario 3, 4, 7 
        check_option_settings_enhanced(OptionSettings[*]) 
    }
}

rule 
 check_elastic_beanstalk_configuration_templates(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        # Scenario 7 
        check_option_settings_with_enhanced_health_reporting(this) or 
        # Scenario 6 
        check_option_settings_without_health_reporting(this) or 
        # Scenario 5 
        check_option_settings_not_exists_or_is_empty_list(this) 
    }
}

rule 
 check_option_settings_with_enhanced_health_reporting(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    %elastic_beanstalk_configuration_templates [ 
        filter_option_settings_with_health_reporting(this) 
    ] { 
        check_option_settings_enhanced(OptionSettings[*]) 
    }
}

rule 
 filter_option_settings_with_health_reporting(elastic_beanstalk_configuration_templates) { 
    some %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        check_option_settings_exists_or_is_non_empty_list(this) 

        some OptionSettings[*] { 
            Namespace exists 
            OptionName exists 

            Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE 
            OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME 
        } 
    }
}

rule check_option_settings_enhanced(option_settings) { 
    # Scenario 3, 4 
    some %option_settings[*] { 
        Namespace exists 
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        OptionName exists 
        Value exists 

        Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE 
        OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME 
        Value == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_VALUE 
    } 

    # Scenario 7 
    let option_setting_duplicates = OptionSettings [ 
        Namespace exists 
        OptionName exists 
        Value exists 

        Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE 
        OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME 
        Value != %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_VALUE 
    ] 
    %option_setting_duplicates empty
}

rule 
 check_option_settings_without_health_reporting(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    some %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        check_option_settings_exists_or_is_non_empty_list(this) 

        let option_settings_with_health_reporting = OptionSettings [ 
            Namespace exists 
            OptionName exists 

            Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_ENHANCED_HEALTH_REPORTING_NAMESPACE 
            OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_SYSTEM_TYPE_OPTION_NAME 
        ] 
        %option_settings_with_health_reporting empty 
    }
}

rule check_option_settings_exists_or_is_non_empty_list(elastic_beanstalk_resource) { 
    %elastic_beanstalk_resource { 
        OptionSettings exists 
        OptionSettings is_list 
        OptionSettings not empty 
    }
}

rule check_option_settings_not_exists_or_is_empty_list(configuration_template) { 
    %configuration_template { 
        OptionSettings not exists or 
        check_is_empty_list(OptionSettings) 
    }
}

rule check_is_empty_list(option_settings) { 
    %option_settings { 
        this is_list 
        this empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
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    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICBEANSTALK.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  InstanceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - elasticbeanstalk.amazonaws.com 
          Action: 
          - 'sts:AssumeRole' 
  InstanceProfile: 
    Type: AWS::IAM::InstanceProfile 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: InstanceRole 
  App: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application 
  ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
    Properties: 
      ApplicationName: 
        Ref: App 
      SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8" 
      OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: 
          Ref: InstanceProfile 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  InstanceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
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      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - ec2.amazonaws.com 
          Action: 
          - 'sts:AssumeRole' 
  InstanceProfile: 
    Type: AWS::IAM::InstanceProfile 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: InstanceRole 
  App: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application 
  ElasticBeanstalkEnvironment: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment 
    Properties: 
      SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8" 
      ApplicationName: 
        Ref: App 
      OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: 
          Ref: InstanceProfile 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:healthreporting:system 
        OptionName: SystemType 
        Value: basic 

     

[CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2] AWS Elastic Beanstalk 環境はマネージドプラッ
トフォームの更新が設定されている必要があります

このコントロールは、AWS Elastic Beanstalk 環境と設定テンプレートでマネージドプラットフォームの更
新が有効になっているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 脆弱性の管理
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ:
AWS::ElasticBeanstalk::Environment、AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate

• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2 ルールの仕様 (p. 436)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2 ルールの仕様 (p. 436) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2 サンプルテンプレート (p. 441) を参照してください。

説明

マネージドプラットフォームの更新を有効にすると、環境で使用可能な最新のプラットフォームの修正、
更新、および機能がインストールされます。パッチのインストールを最新の状態に保つことは、システム
を保護する上で重要なステップです。
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使用に関する考慮事項

• AWS Elastic Beanstalk 環境と設定テンプレートに管理アクションを設定するとき
は、PreferredStartTime および UpdateLevel オプション設定も指定する必要がありま
す。

• 環境レベルの設定は設定テンプレートで定義されている設定よりも優先されるため、このコン
トロールでは AWS Elastic Beanstalk 環境でのみ管理アクションを設定できます。

• このコントロールでは、AWS Elastic Beanstalk 設定テンプレートの管理アクションを無効にす
ることはできません。

ルール違反の修正

AWS Elastic Beanstalk 環境では、Namespace 値を aws:elasticbeanstalk:managedactions
に設定し、OptionName を ManagedActionsEnabled に設定し、Value を true に設定し
て、OptionSetting を作成します。Elastic Beanstalk 設定テンプレートの場合は、Namespace 値を
aws:elasticbeanstalk:managedactions に設定し、OptionName を ManagedActionsEnabled
に設定し、Value を true に設定して OptionSetting を作成するか、この設定を省略してデフォルト値
の true を採用します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS Elastic Beanstalk 環境 - 例

AWS Elastic Beanstalk 環境は、マネージドプラットフォームの更新が有効に設定されています。この例は 
JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ElasticBeanstalkEnvironment": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::Environment", 
        "Properties": { 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration", 
                    "OptionName": "IamInstanceProfile", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "InstanceProfile" 
                    } 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "ManagedActionsEnabled", 
                    "Value": true 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "PreferredStartTime", 
                    "Value": "Tue:09:00" 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "ServiceRoleForManagedUpdates", 
                    "Value": "AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates" 
                }, 
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                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate", 
                    "OptionName": "UpdateLevel", 
                    "Value": "patch" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ElasticBeanstalkEnvironment: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment 
  Properties: 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: !Ref 'InstanceProfile' 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: ManagedActionsEnabled 
        Value: true 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: PreferredStartTime 
        Value: Tue:09:00 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: ServiceRoleForManagedUpdates 
        Value: AWSServiceRoleForElasticBeanstalkManagedUpdates 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate 
        OptionName: UpdateLevel 
        Value: patch 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS Elastic Beanstalk 設定テンプレート - 例 1

AWS Elastic Beanstalk 設定テンプレートは、AWS CloudFormation のデフォルトを使用して、マネージド
プラットフォームの更新が有効に設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ElasticBeanstalkConfigurationTemplate": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:autoscaling:launchconfiguration", 
                    "OptionName": "IamInstanceProfile", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "InstanceProfile" 
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                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: !Ref 'InstanceProfile' 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS Elastic Beanstalk 設定テンプレート - 例 2

AWS Elastic Beanstalk 設定テンプレートは、OptionSettings のプロパティのエントリを使用して、マ
ネージドプラットフォームの更新が有効に設定されています。この例は JSON と YAML で示されていま
す。

JSON の例

{ 
    "ElasticBeanstalkConfigurationTemplate": { 
        "Type": "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate", 
        "Properties": { 
            "ApplicationName": { 
                "Ref": "App" 
            }, 
            "SolutionStackName": "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8", 
            "OptionSettings": [ 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "ManagedActionsEnabled", 
                    "Value": true 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions", 
                    "OptionName": "PreferredStartTime", 
                    "Value": "Tue:09:00" 
                }, 
                { 
                    "Namespace": "aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate", 
                    "OptionName": "UpdateLevel", 
                    "Value": "minor" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
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YAML の例

ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
  Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
  Properties: 
    ApplicationName: !Ref 'App' 
    SolutionStackName: 64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8 
    OptionSettings: 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: ManagedActionsEnabled 
        Value: true 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: PreferredStartTime 
        Value: Tue:09:00 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions:platformupdate 
        OptionName: UpdateLevel 
        Value: minor 

                 

CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether managed platform updates in AWS Elastic Beanstalk 
 environments and configuration templates are activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticBeanstalk::Environment, AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ElasticBeanstalk environment resources 
 or ElasticBeanstalk
#            configuration template resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk environment resource
#       And: 'OptionSettings' is not present in the resource properties or is an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk environment resource
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#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: No entry in the 'OptionSettings' list has both a 'Namespace' property with a 
 value of
#            'aws:elasticbeanstalk:managedactions' and an 'OptionName' property with a 
 value of 'ManagedActionsEnabled'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk environment resource or an 
 ElasticBeanstalk
#            configuration template resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: An entry in the 'OptionSettings' list has a 'Namespace' property with a value 
 of
#            'aws:elasticbeanstalk:managedactions'
#       And: That same entry has an 'OptionName' property with a value of 
 'ManagedActionsEnabled'
#       And: That same entry has a 'Value' property with a value of anything other than 
 bool(true), or the 'Value'
#            property is not provided.
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk configuration template 
 resource
#       And: 'OptionSettings' is not present in the resource properties or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk configuration template 
 resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: No entry in the 'OptionSettings' list has both a 'Namespace' property with a 
 value of
#            'aws:elasticbeanstalk:managedactions' and an 'OptionName' property with a 
 value of 'ManagedActionsEnabled'
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticBeanstalk environment resource or an 
 ElasticBeanstalk
#            configuration template resource
#       And: 'OptionSettings' is present in the resource properties as a non-empty list
#       And: Every entry in the 'OptionSettings' list that has both a 'Namespace' property 
 with a value of
#            'aws:elasticbeanstalk:managedactions' and an 'OptionName' property with a 
 value of 'ManagedActionsEnabled'
#            also has a 'Value' property with a value of bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE = "AWS::ElasticBeanstalk::Environment"
let ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE = 
 "AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate"
let ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE = "aws:elasticbeanstalk:managedactions"
let ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME = "ManagedActionsEnabled"
let ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_ENABLED_VALUE = ["true", true]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
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# Assignments
#
let elastic_beanstalk_environments = Resources.*[ Type == 
 %ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE ]
let elastic_beanstalk_configuration_templates = Resources.*[ Type == 
 %ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          %elastic_beanstalk_environments 
 not empty { 
    check_elastic_beanstalk_environments(%elastic_beanstalk_environments.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2]: Require an AWS Elastic Beanstalk environment to have 
 managed platform updates configured 
            [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, create an 'OptionSetting' 
 with a 'Namespace' value set to  'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' 
 set to 'ManagedActionsEnabled', and 'Value' set to 'true'. For Elastic Beanstalk 
 configuration templates, create an 'OptionSetting' with a 'Namespace' value set to  
 'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' set to 'ManagedActionsEnabled', and 
 'Value' set to 'true', or omit this setting to adopt the default value of 'true'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                          
 %elastic_beanstalk_configuration_templates not empty { 
    
 check_elastic_beanstalk_configuration_templates(%elastic_beanstalk_configuration_templates.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2]: Require an AWS Elastic Beanstalk environment to have 
 managed platform updates configured 
            [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, create an 'OptionSetting' 
 with a 'Namespace' value set to  'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' 
 set to 'ManagedActionsEnabled', and 'Value' set to 'true'. For Elastic Beanstalk 
 configuration templates, create an 'OptionSetting' with a 'Namespace' value set to  
 'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' set to 'ManagedActionsEnabled', and 
 'Value' set to 'true', or omit this setting to adopt the default value of 'true'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE) { 
    check_elastic_beanstalk_environments(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_BEANSTALK_ENVIRONMENT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2]: Require an AWS Elastic Beanstalk environment to have 
 managed platform updates configured 
            [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, create an 'OptionSetting' 
 with a 'Namespace' value set to  'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' 
 set to 'ManagedActionsEnabled', and 'Value' set to 'true'. For Elastic Beanstalk 
 configuration templates, create an 'OptionSetting' with a 'Namespace' value set to  
 'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' set to 'ManagedActionsEnabled', and 
 'Value' set to 'true', or omit this setting to adopt the default value of 'true'. 
        >>
}

rule elastic_beanstalk_managed_updates_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE) { 
    check_elastic_beanstalk_configuration_templates(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_BEANSTALK_CONFIGURATION_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2]: Require an AWS Elastic Beanstalk environment to have 
 managed platform updates configured 
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            [FIX]: For AWS Elastic Beanstalk environments, create an 'OptionSetting' 
 with a 'Namespace' value set to  'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' 
 set to 'ManagedActionsEnabled', and 'Value' set to 'true'. For Elastic Beanstalk 
 configuration templates, create an 'OptionSetting' with a 'Namespace' value set to  
 'aws:elasticbeanstalk:managedactions', 'OptionName' set to 'ManagedActionsEnabled', and 
 'Value' set to 'true', or omit this setting to adopt the default value of 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_elastic_beanstalk_environments(elastic_beanstalk_environments) { 
    %elastic_beanstalk_environments { 
        # Scenario 2 
        check_option_settings_exists_and_is_non_empty_list(this) 

        # Scenario 3, 4, 7 
        check_option_settings_managed_actions_enabled(OptionSettings[*]) 
    }
}

rule 
 check_elastic_beanstalk_configuration_templates(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        # Scenario 7 
        check_option_settings_with_managed_actions_enabled(this) or 
        # Scenario 6 
        check_option_settings_without_managed_actions(this) or 
        # Scenario 5 
        check_option_settings_not_exists_or_is_empty_list(this) 
    }
}

rule 
 check_option_settings_with_managed_actions_enabled(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    %elastic_beanstalk_configuration_templates [ 
        filter_option_settings_with_managed_actions(this) 
    ] { 
        check_option_settings_managed_actions_enabled(OptionSettings[*]) 
    }
}

rule filter_option_settings_with_managed_actions(elastic_beanstalk_configuration_templates) 
 { 
    some %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        check_option_settings_exists_and_is_non_empty_list(this) 

        some OptionSettings[*] { 
            Namespace exists 
            OptionName exists 

            Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE 
            OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME 
        } 
    }
}

rule check_option_settings_managed_actions_enabled(option_settings) { 
    # Scenario 3, 4 
    some %option_settings[*] { 
        Namespace exists 
        OptionName exists 
        Value exists 
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        Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE 
        OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME 
        Value in %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_ENABLED_VALUE 
    } 

    # Scenario 7 
    let option_setting_duplicates = OptionSettings [ 
        Namespace exists 
        OptionName exists 
        Value exists 

        Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE 
        OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME 
        Value not in %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_ENABLED_VALUE 
    ] 
    %option_setting_duplicates empty
}

rule 
 check_option_settings_without_managed_actions(elastic_beanstalk_configuration_templates) { 
    some %elastic_beanstalk_configuration_templates { 
        check_option_settings_exists_and_is_non_empty_list(this) 

        let option_settings_with_managed_actions = OptionSettings [ 
            Namespace exists 
            OptionName exists 

            Namespace == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_NAMESPACE 
            OptionName == %ELASTIC_BEANSTALK_MANAGED_ACTIONS_OPTION_NAME 
        ] 
        %option_settings_with_managed_actions empty 
    }
}

rule check_option_settings_exists_and_is_non_empty_list(elastic_beanstalk_resource) { 
    %elastic_beanstalk_resource { 
        OptionSettings exists 
        OptionSettings is_list 
        OptionSettings not empty 
    }
}

rule check_option_settings_not_exists_or_is_empty_list(configuration_template) { 
    %configuration_template { 
        OptionSettings not exists or 
        check_is_empty_list(OptionSettings) 
    }
}

rule check_is_empty_list(option_settings) { 
    %option_settings { 
        this is_list 
        this empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
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    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICBEANSTALK.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  InstanceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - elasticbeanstalk.amazonaws.com 
          Action: 
          - 'sts:AssumeRole' 
  InstanceProfile: 
    Type: AWS::IAM::InstanceProfile 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: InstanceRole 
  App: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application 
  ElasticBeanstalkConfigurationTemplate: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::ConfigurationTemplate 
    Properties: 
      ApplicationName: 
        Ref: App 
      SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8" 
      OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: 
          Ref: InstanceProfile 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  InstanceRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
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        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - ec2.amazonaws.com 
          Action: 
          - 'sts:AssumeRole' 
  InstanceProfile: 
    Type: AWS::IAM::InstanceProfile 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: InstanceRole 
  App: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Application 
  ElasticBeanstalkEnvironment: 
    Type: AWS::ElasticBeanstalk::Environment 
    Properties: 
      SolutionStackName: "64bit Amazon Linux 2 v3.4.0 running Python 3.8" 
      ApplicationName: 
        Ref: App 
      OptionSettings: 
      - Namespace: aws:autoscaling:launchconfiguration 
        OptionName: IamInstanceProfile 
        Value: 
          Ref: InstanceProfile 
      - Namespace: aws:elasticbeanstalk:managedactions 
        OptionName: ManagedActionsEnabled 
        Value: false 

     

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) のコントロール
トピック

• [CT.EC2.PR.1] Amazon EC2 起動テンプレートに IMDSv2 が設定されている必要があります (p. 443)
• [CT.EC2.PR.2] Amazon EC2 起動テンプレートは、トークンのホップ制限を最大 1 に制限する必要が

あります (p. 447)
• [CT.EC2.PR.3] Amazon EC2 セキュリティグループは、許可されたポートでのみ着信トラフィックを

許可する必要があります (p. 453)
• [CT.EC2.PR.4] Amazon EC2 セキュリティグループは、リスクの高いポートへの着信トラフィックを

許可しない必要があります (p. 459)
• [CT.EC2.PR.5] Amazon EC2 ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22 またはポート 3389 への

イングレスを防止必要があります (p. 465)
• [CT.EC2.PR.6] Amazon EC2 トランジットゲートウェイは、Amazon VPC の自動アタッチメントリク

エストを拒否する必要があります (p. 471)
• [CT.EC2.PR.7] Amazon EC2 インスタンスにアタッチされている Amazon EBS ボリュームは、保管中

に暗号化される必要があります (p. 475)
• [CT.EC2.PR.8] すべての Amazon EC2 インスタンスに非パブリック IP アドレスを割り当てる必要があ

ります (p. 481)
• [CT.EC2.PR.9] Amazon EC2 起動テンプレートは、パブリック IP アドレスをネットワークインター

フェイスに自動割り当てしない必要があります (p. 487)
• [CT.EC2.PR.10] Amazon EC2 起動テンプレートは Amazon CloudWatch 詳細モニタリングが有効であ

る必要があります (p. 493)
• [CT.EC2.PR.11] Amazon EC2 サブネットはパブリック IP アドレスを自動的に割り当てない必要があ

ります (p. 497)
• [CT.EC2.PR.12] Amazon EC2 インスタンスは 1 つの ENI のみを設定する必要があります (p. 502)
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[CT.EC2.PR.1] Amazon EC2 起動テンプレートに IMDSv2 が設定されている必要
があります
このコントロールは、Amazon EC2 起動テンプレートが、インスタンスメタデータサービスバージョン 2 
(IMDSv2) で設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標:最小特権の適用、設定の保護
• 実装: AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.EC2.PR.1 ルールの仕様 (p. 444)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.EC2.PR.1 ルールの仕
様 (p. 444) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.EC2.PR.1 サンプルテンプレート (p. 447) を参照してください。

説明

インスタンスメタデータは、実行中のインスタンスを設定および管理します。IMDS では、頻繁にロー
テーションされる一時的な認証情報にアクセスできるため、機密性の高い認証情報を手動またはプログラ
ムでインスタンスに配布する必要はありません。IMDS は、すべての EC2 インスタンスにローカルに添付
されます。これは、特別な IP アドレス 169.254.169.254 で実行されます。この IP アドレスは、インスタ
ンスで実行されるソフトウェアによってのみアクセスできます。

IMDS のバージョン 2 では、IMDS へのアクセスに利用される可能性のある脆弱性に対する保護機能
として、Open website application firewalls、Open reverse proxies、Server-side 
request forgery (SSRF) vulnerabilities、および 'Open Layer 3 firewalls and 
network address translation (NAT) が追加されています。

AWS Control Tower では、EC2 インスタンスを IMDSv2 で設定することを推奨します。
使用に関する考慮事項

• このコントロールは、インスタンスメタデータへのアクセスを許可する Amazon EC2 起動テン
プレートにのみ適用されます。

ルール違反の修正

LaunchTemplateData のプロパティ内で MetadataOptions 構成を指定し、HttpTokens の値を
required に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EC2 起動テンプレート - 例

Amazon EC2 起動テンプレートは、IMDSv2 が有効に設定されています。この例は JSON と YAML で示さ
れています。

JSON の例

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
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            "LaunchTemplateData": { 
                "InstanceType": "t3.micro", 
                "ImageId": { 
                    "Ref": "LatestAmiId" 
                }, 
                "MetadataOptions": { 
                    "HttpTokens": "required" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      InstanceType: t3.micro 
      ImageId: !Ref 'LatestAmiId' 
      MetadataOptions: 
        HttpTokens: required 

                 

CT.EC2.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_launch_template_imdsv2_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon EC2 launch templates are configured with 
 Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2).
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::LaunchTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 launch template resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData' has not been provided or 
 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has
#             been provided and is equal to 'disabled'
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#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData' has been provided
#       And: 'MetadataOptions.HttpEndpoint' in 'LaunchTemplateData' has not been provided 
 or has been provided and
#            is equal to 'enabled'
#       And: 'MetadataOptions.HttpTokens' in 'LaunchTemplateData' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData' has been provided
#       And: 'MetadataOptions.HttpEndpoint' in 'LaunchTemplateData' has not been provided 
 or has been provided and
#            is equal to 'enabled'
#       And: 'MetadataOptions.HttpTokens' in 'LaunchTemplateData' has been provided and set 
 to a value other than 'required'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData' has been provided
#       And: 'MetadataOptions.HttpEndpoint' in 'LaunchTemplateData' has not been provided 
 or has been provided and
#            is equal to 'enabled'
#       And: 'MetadataOptions.HttpTokens' in 'LaunchTemplateData' has been provided and set 
 to 'required'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE = "AWS::EC2::LaunchTemplate"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_launch_templates = Resources.*[ Type == %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_launch_template_imdsv2_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %ec2_launch_templates not empty { 
    check(%ec2_launch_templates.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.1]: Require an Amazon EC2 launch template to have IMDSv2 configured 
            [FIX]: Within the 'LaunchTemplateData' property, provide a 'MetadataOptions' 
 configuration and set the value of 'HttpTokens' to 'required'. 
        >>
}

rule ec2_launch_template_imdsv2_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.1]: Require an Amazon EC2 launch template to have IMDSv2 configured 
            [FIX]: Within the 'LaunchTemplateData' property, provide a 'MetadataOptions' 
 configuration and set the value of 'HttpTokens' to 'required'. 
        >>
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}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(launch_template) { 
    %launch_template [ 
        # Scenario 2 
        filter_launch_template_imds_enabled(this) 
    ] { 
        LaunchTemplateData exists 
        LaunchTemplateData is_struct 

        LaunchTemplateData { 
            # Scenario 3, 4 and 5 
            MetadataOptions exists 
            MetadataOptions is_struct 
            MetadataOptions { 
                HttpTokens exists 
                HttpTokens == "required" 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_launch_template_imds_enabled(launch_template) { 
    %launch_template { 
        LaunchTemplateData exists 
        LaunchTemplateData is_struct 
        LaunchTemplateData { 
            MetadataOptions not exists or 
            filter_metadata_options_imds_enabled(this) 
        } 
    }
}

rule filter_metadata_options_imds_enabled(metadata_options) { 
    %metadata_options { 
        MetadataOptions is_struct 
        MetadataOptions { 
            HttpEndpoint not exists or 
            HttpEndpoint == "enabled" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.EC2.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<WS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        InstanceType: t3.micro 
        ImageId: 
          Ref: LatestAmiId 
        MetadataOptions: 
          HttpTokens: required 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        InstanceType: t3.micro 
        ImageId: 
          Ref: LatestAmiId 
        MetadataOptions: 
          HttpTokens: optional 

     

[CT.EC2.PR.2] Amazon EC2 起動テンプレートは、トークンのホップ制限を最大 
1 に制限する必要があります

このコントロールは、Amazon EC2 起動テンプレートのメタデータトークンホップ制限が 1 に設定されて
いるかどうかをチェックします。

• コントロールの目標:最小特権の適用、設定の保護
• 実装: AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.EC2.PR.2 ルールの仕様 (p. 449)
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詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.EC2.PR.2 ルールの仕
様 (p. 449) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.EC2.PR.2 サンプルテンプレート (p. 452) を参照してください。

説明

Amazon Instance Metadata Service (IMDS) は、Amazon EC2 インスタンスに関するメタデータ情報を提
供し、アプリケーションの設定に役立ちます。メタデータサービスの HTTP PUT 応答を EC2 インスタン
スのみに制限することで、IMDS を不正使用から保護します。

IP パケットの Time To Live (TTL) フィールドは、ホップごとに 1 ずつ削減されます。この削減により、パ
ケットを EC2 外に移動させないようにすることができます。IMDSv2 は、オープンルーター、レイヤー 3 
ファイアウォール、VPN、トンネル、または NAT デバイスとして誤って構成された可能性のある EC2 イ
ンスタンスを保護し、権限のないユーザーがメタデータを取得できないようにします。IMDSv2 では、デ
フォルトのメタデータ応答ホップ制限が 1 に設定されているため、シークレットトークンを含む PUT 応
答は、インスタンスの外に移動することができません。ただし、この値が 1 より大きい場合、トークンは 
EC2 インスタンスから移動することができます。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、インスタンスメタデータへのアクセスを許可する Amazon EC2 起動テン
プレートにのみ適用されます。

• このコントロールは、トークンホップの上限を 2 に設定する必要がある Amazon EC2 起動テン
プレートとは互換性がありません。

ルール違反の修正

LaunchTemplateData のプロパティ内で、HttpPutResponseLimit の値を1 に設定した
MetadataOptions 構成を指定するか、HttpPutResponseLimit のプロパティを省略して AWS 
CloudFormation のデフォルト値である 1 を採用します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EC2 起動テンプレート - 例 1

Amazon EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータへのアクセスが有効になっており、AWS 
CloudFormation デフォルトによってトークンホップ制限が 1 に設定されています。この例は JSON と 
YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "MetadataOptions": { 
                    "HttpEndpoint": "enabled" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
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YAML の例

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      MetadataOptions: 
        HttpEndpoint: enabled 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EC2 起動テンプレート - 例 2

Amazon EC2 起動テンプレートは、インスタンスメタデータへのアクセスが有効になってお
り、MetadataOptions のプロパティによってトークンホップ制限が 1 に設定されています。この例は 
JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "MetadataOptions": { 
                    "HttpEndpoint": "enabled", 
                    "HttpPutResponseHopLimit": 1 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      MetadataOptions: 
        HttpEndpoint: enabled 
        HttpPutResponseHopLimit: 1 

                 

CT.EC2.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_launch_template_token_hop_limit_check
#  
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# Description:
#   This control checks whether an Amazon EC2 launch template has a metadata token hop 
 limit set to '1'.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::LaunchTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any EC2 launch template resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has been provided and is 
 equal to 'disabled'
#       Then: SKIP
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has not been provided or 
 has been provided and is
#             equal to 'enabled'
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpPutResponseHopLimit' has been 
 provided and is not equal to
#             an integer of 1.
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has not been provided
#       Then: PASS
#   Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has not been provided or 
 has been provided and is
#             equal to 'enabled'
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpPutResponseHopLimit' has not been 
 provided
#       Then: PASS
#   Scenario: 6
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpEndpoint' has not been provided or 
 has been provided and is
#             equal to 'enabled'
#        And: 'LaunchTemplateData.MetadataOptions.HttpPutResponseHopLimit' has been 
 provided and is equal to an
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#             integer of 1.
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE = "AWS::EC2::LaunchTemplate"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_launch_templates = Resources.*[ Type == %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_launch_template_token_hop_limit_check when is_cfn_template(this) 
                                                    %ec2_launch_templates not empty { 
    check(%ec2_launch_templates.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.2]: Require that Amazon EC2 launch templates restrict the token hop 
 limit to a maximum of one 
            [FIX]: Within the 'LaunchTemplateData' property, provide a 'MetadataOptions' 
 configuration with the value of 'HttpPutResponseLimit' set to '1', or omit the 
 'HttpPutResponseLimit' property to adopt the AWS CloudFormation default value of '1'. 
        >>
}

rule ec2_launch_template_token_hop_limit_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.2]: Require that Amazon EC2 launch templates restrict the token hop 
 limit to a maximum of one 
            [FIX]: Within the 'LaunchTemplateData' property, provide a 'MetadataOptions' 
 configuration with the value of 'HttpPutResponseLimit' set to '1', or omit the 
 'HttpPutResponseLimit' property to adopt the AWS CloudFormation default value of '1'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_launch_template) { 
  %ec2_launch_template[ 
      # Scenario 2, 3 and 4 
      filter_launch_template(this) 
  ] { 
      # Scenario 5 and 6 
      LaunchTemplateData { 
          MetadataOptions not exists or 
          MetadataOptions { 
              HttpPutResponseHopLimit not exists or 
              HttpPutResponseHopLimit == 1 
          } 
      } 
  }
}

rule filter_launch_template(ec2_launch_template) { 
  %ec2_launch_template { 
      LaunchTemplateData exists 
      LaunchTemplateData is_struct 
      LaunchTemplateData { 
          MetadataOptions not exists or 
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          filter_metadata_options_provided(this) 
      } 
  }
}

rule filter_metadata_options_provided(options) { 
  %options { 
      MetadataOptions is_struct 
      MetadataOptions { 
          HttpEndpoint not exists or 
          HttpEndpoint == "enabled" 
      } 
  }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
  %doc { 
    AWSTemplateFormatVersion exists  or 
    Resources exists 
  }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        InstanceType: t3.micro 
        ImageId: 
          Ref: LatestAmiId 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
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      LaunchTemplateData: 
        MetadataOptions: 
          HttpPutResponseHopLimit: 2 

     

[CT.EC2.PR.3] Amazon EC2 セキュリティグループは、許可されたポートでのみ
着信トラフィックを許可する必要があります
このコントロールは、無制限の着信トラフィックを許可する（0.0.0.0/0 または ::/0）セキュリティグ
ループが、許可されたポートでのインバウンド TCP または UDP 接続のみを許可するかどうかをチェック
します。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup、AWS::EC2::SecurityGroupIngress
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.EC2.PR.3 ルールの仕様 (p. 455)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.EC2.PR.3 ルールの仕
様 (p. 455) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.EC2.PR.3 サンプルテンプレート (p. 458) を参照してください。

説明

セキュリティグループは、AWS への入力および出力ネットワークトラフィックのステートフルフィルタリ
ングを提供します。セキュリティグループのルールは、最小特権アクセスの原則に従う必要があります。
無制限アクセス (/0 サフィックスを持つ IP アドレス) を使用すると、ハッキング、サービス拒否攻撃、
データ損失など、悪意のあるアクティビティの機会が増えます。

ポートが特別に許可されていない限り、ポートは無制限アクセスを拒否する必要があります。
使用に関する考慮事項

• このコントロールは、0.0.0.0/0 または ::/0 からのインバウンドトラフィックを許可する進
入ルールがある Amazon EC2 セキュリティグループと EC2 セキュリティグループのイングレ
スリソースにのみ適用されます。

ルール違反の修正

セキュリティグループにイングレスルールがあり、0.0.0.0/0 からの TCP または UDP トラフィックを
許可するか、ポート 80 または 443 からのトラフィックのみを許可することを確認してください。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EC2 セキュリティグループ - 例 1

ポート 80 で 0.0.0.0/0 からのインバウンド TCP トラフィックを許可する Amazon EC2 セキュリティ
グループ。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
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    "SecurityGroup": { 
        "Type": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
        "Properties": { 
            "GroupDescription": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-example" 
            }, 
            "SecurityGroupIngress": [ 
                { 
                    "IpProtocol": "tcp", 
                    "CidrIp": "0.0.0.0/0", 
                    "FromPort": 80, 
                    "ToPort": 80 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

SecurityGroup: 
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
  Properties: 
    GroupDescription: !Sub '${AWS::StackName}-example' 
    SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: '0.0.0.0/0' 
        FromPort: 80 
        ToPort: 80 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EC2 セキュリティグループ - 例 2

ポート 443 で 0.0.0.0/0 からのインバウンド TCP トラフィックを許可する Amazon EC2 セキュリティ
グループ。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "SecurityGroup": { 
        "Type": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
        "Properties": { 
            "GroupDescription": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-example" 
            }, 
            "SecurityGroupIngress": [ 
                { 
                    "IpProtocol": "tcp", 
                    "CidrIp": "0.0.0.0/0", 
                    "FromPort": 443, 
                    "ToPort": 443 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
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YAML の例

SecurityGroup: 
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
  Properties: 
    GroupDescription: !Sub '${AWS::StackName}-example' 
    SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: '0.0.0.0/0' 
        FromPort: 443 
        ToPort: 443 

                 

CT.EC2.PR.3 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check
#  
# Description:
#   Checks whether security groups that allow unrestricted incoming traffic ('0.0.0.0/0' or 
 '::/0'), only allow inbound
#   TCP or UDP connections on authorized ports.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::SecurityGroup, AWS::EC2::SecurityGroupIngress
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon EC2 security group or EC2 
 security group ingress resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 security group resource or EC2 
 security group ingress resource
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 security group resource or EC2 
 security group ingress resource
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has a rule that 
 allows all traffic
#            ('IpProtocol' is set to '-1' or another protocol number)
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 security group resource or EC2 
 security group ingress resource
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules 
 that allow all traffic
#            ('IpProtocol' is not set to '-1' or another protocol number)
#       And: Ports allowed are not in the list of allowed ports
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 security group resource or EC2 
 security group ingress resource
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: The EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules 
 that allow all traffic
#            ('IpProtocol' is not set to '-1' or another protocol number)
#       And: Ports allowed are in the list of allowed ports
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let SECURITY_GROUP_TYPE = "AWS::EC2::SecurityGroup"
let SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE = "AWS::EC2::SecurityGroupIngress"
let ALLOWED_PORTS = [80, 443]
let AUTHORIZED_PROTOCOLS = ["tcp", "udp", "icmp", "icmpv6"]
let UNRESTRICTED_IPV4_RANGES = ["0.0.0.0/0"]
let UNRESTRICTED_IPV6_RANGES = ["::/0"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_security_groups = Resources[ 
    Type == %SECURITY_GROUP_TYPE
]
let ec2_security_group_ingress_rules = Resources[ 
    Type == %SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE
]

#
# Primary Rules
#
rule vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %ec2_security_groups not empty { 

    check_security_group(%ec2_security_groups.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.3]: Require an Amazon EC2 security group to allow incoming traffic on 
 authorized ports only 
        [FIX]: Ensure that security groups with ingress rules that allow TCP or UDP traffic 
 from '0.0.0.0/0' or ' only allow traffic from ports 80 or 443. 
        >>
}

rule vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %ec2_security_group_ingress_rules not 
 empty { 
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    check_ingress_rule(%ec2_security_group_ingress_rules.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.3]: Require an Amazon EC2 security group to allow incoming traffic on 
 authorized ports only 
        [FIX]: Ensure that security groups with ingress rules that allow TCP or UDP traffic 
 from '0.0.0.0/0' or ' only allow traffic from ports 80 or 443. 
        >>
}

rule vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %SECURITY_GROUP_TYPE) { 

    check_security_group(%INPUT_DOCUMENT.%SECURITY_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.3]: Require an Amazon EC2 security group to allow incoming traffic on 
 authorized ports only 
        [FIX]: Ensure that security groups with ingress rules that allow TCP or UDP traffic 
 from '0.0.0.0/0' or ' only allow traffic from ports 80 or 443. 
        >>
}

rule vpc_sg_open_only_to_authorized_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE) { 

    check_ingress_rule(%INPUT_DOCUMENT.%SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.3]: Require an Amazon EC2 security group to allow incoming traffic on 
 authorized ports only 
        [FIX]: Ensure that security groups with ingress rules that allow TCP or UDP traffic 
 from '0.0.0.0/0' or ' only allow traffic from ports 80 or 443. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_security_group(security_group) { 
    %security_group [ 
        SecurityGroupIngress exists 
        SecurityGroupIngress is_list 
        SecurityGroupIngress not empty 
    ] { 
        SecurityGroupIngress[*] { 
            check_ingress_rule(this) 
        } 
    }
}

rule check_ingress_rule(ingress_rule) { 
    %ingress_rule[ CidrIp in %UNRESTRICTED_IPV4_RANGES or 
                   CidrIpv6 in %UNRESTRICTED_IPV6_RANGES ] { 
        # Scenario 3 
        IpProtocol exists 
        IpProtocol in %AUTHORIZED_PROTOCOLS 

        when IpProtocol in ["tcp", "udp"] { 
            FromPort exists 
            ToPort exists 
            # Scenarios 4 and 5 
            check_ports(FromPort, ToPort) 
        } 
    }
}

rule check_ports(from_port, to_port) { 
    %from_port in %ALLOWED_PORTS 
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    %to_port in %ALLOWED_PORTS 
    %from_port in %to_port
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.3 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: 0.0.0.0/0 
        FromPort: 80 
        ToPort: 80 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
  SecurityGroupIngress: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress 
    Properties: 
      GroupId: 
        Fn::GetAtt: [ SecurityGroup, GroupId ] 
      IpProtocol: udp 
      CidrIpv6: ::/0 
      FromPort: 80 
      ToPort: 443 

458



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

    

[CT.EC2.PR.4] Amazon EC2 セキュリティグループは、リスクの高いポートへの
着信トラフィックを許可しない必要があります
このコントロールは、Amazon EC2 セキュリティグループが、ポート
3389、20、23、110、143、3306、8080、1433、9200、9300、25、445、135、21、1434、4333、5432、5500、5601、22、3000、5000、8088、8888
への無制限の着信 TCP または UDP トラフィックを許可しているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::EC2::SecurityGroup、AWS::EC2::SecurityGroupIngress
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.EC2.PR.4 ルールの仕様 (p. 461)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.EC2.PR.4 ルールの仕
様 (p. 461) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.EC2.PR.4 サンプルテンプレート (p. 464) を参照してください。

説明

無制限のアクセス (0.0.0.0/0) では、ハッキング、サービス拒否攻撃、データ損失などの悪意のあるアク
ティビティの機会が増えます。

セキュリティグループは、AWS リソースへの入力および出力ネットワークトラフィックのステートフル
フィルタリングを提供します。どのセキュリティグループでも、以下のポートへの無制限の入力アクセス
を許可してはいけません。

3389, 20, 23, 110, 143, 3306, 8080, 1433, 9200, 9300, 25, 445, 135, 21, 1434, 4333, 5432, 5500,
5601, 22, 3000, 5000, 8088, 8888.

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、0.0.0.0/0 または ::/0 からのインバウンドトラフィックを許可するイ
ングレスルールを持つ Amazon EC2 セキュリティグループおよびセキュリティグループのイン
グレスリソースにのみ適用されます。

ルール違反の修正

0.0.0.0/0 または ::/0 からリスクの高いポート
3389、20、23、110、143、3306、8080、1433、9200、9300、25、445、135、21、1434、4333、5432、5500、5601、22、3000、5000、8088、8888
へのトラフィックを許可する Amazon EC2 セキュリティグループのイングレスルールを削除します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EC2 セキュリティグループ - 例

Amazon EC2 セキュリティグループは、高リスクのポートを含まないポート範囲での無制限のトラフィッ
クを許可するように設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例
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{ 
    "SecurityGroup": { 
        "Type": "AWS::EC2::SecurityGroup", 
        "Properties": { 
            "GroupDescription": "sample-security-group", 
            "SecurityGroupIngress": [ 
                { 
                    "IpProtocol": "tcp", 
                    "CidrIp": "0.0.0.0/0", 
                    "FromPort": 80, 
                    "ToPort": 80 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

SecurityGroup: 
  Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
  Properties: 
    GroupDescription: sample-security-group 
    SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: '0.0.0.0/0' 
        FromPort: 80 
        ToPort: 80 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EC2 セキュリティグループのイングレスルール - 例

Amazon EC2 セキュリティグループのイングレスルールは、高リスクのポートを含まないポート範囲での
無制限のトラフィックを許可するように設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "SecurityGroupIngress": { 
        "Type": "AWS::EC2::SecurityGroupIngress", 
        "Properties": { 
            "GroupId": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "SecurityGroup", 
                    "GroupId" 
                ] 
            }, 
            "IpProtocol": "tcp", 
            "CidrIp": "0.0.0.0/0", 
            "FromPort": 80, 
            "ToPort": 90 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例
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SecurityGroupIngress: 
  Type: AWS::EC2::SecurityGroupIngress 
  Properties: 
    GroupId: !GetAtt 'SecurityGroup.GroupId' 
    IpProtocol: tcp 
    CidrIp: '0.0.0.0/0' 
    FromPort: 80 
    ToPort: 90 

                 

CT.EC2.PR.4 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   vpc_sg_restricted_common_ports_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon EC2 security groups allow unrestricted incoming TCP 
 or UDP traffic to ports '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', '8080', '1433', '9200', 
 '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', '5601', '22', '3000', 
 '5000', '8088', '8888'.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::SecurityGroup, AWS::EC2::SecurityGroupIngress
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation Hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 security group or EC2 security 
 group ingress resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 security group resource or EC2 security 
 group ingress resource
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules 
 allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 security group resource or EC2 security 
 group ingress resource
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules allowing 
 inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has a rule that 
 allows all traffic
#            ('IpProtocol' is set to '-1' or another protocol number)
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 security group resource or EC2 security 
 group ingress resource
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules allowing 
 inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules that 
 allow all traffic
#            ('IpProtocol' is not set to '-1' or another protocol number)
#       And: Ports allowed are in the list of blocked ports
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 security group resource or EC2 security 
 group ingress resource
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has rules allowing 
 inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 security group or EC2 security group ingress resource has no rules that 
 allow all traffic
#            ('IpProtocol' is not set to '-1' or another protocol number)
#       And: Ports allowed are not in the list of blocked ports
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let SECURITY_GROUP_TYPE = "AWS::EC2::SecurityGroup"
let SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE = "AWS::EC2::SecurityGroupIngress"
let BLOCKED_PORTS = [3389, 20, 23, 110, 143, 3306, 8080, 1433, 9200, 9300, 25, 445, 135, 
 21, 1434, 4333, 5432, 5500, 
                     5601, 22, 3000, 5000, 8088, 8888]
let AUTHORIZED_PROTOCOLS = ["tcp", "udp", "icmp", "icmpv6"]
let UNRESTRICTED_IPV4_RANGES = ["0.0.0.0/0"]
let UNRESTRICTED_IPV6_RANGES = ["::/0"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_security_groups = Resources[ 
    Type == %SECURITY_GROUP_TYPE
]
let ec2_security_group_ingress_rules = Resources[ 
    Type == %SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE
]

#
# Primary Rules
#
rule vpc_sg_restricted_common_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %ec2_security_groups not empty { 

    check_security_group(%ec2_security_groups.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.4]: Require that an Amazon EC2 security group does not allow incoming 
 traffic for high-risk ports 
            [FIX]: Remove Amazon EC2 security group ingress rules that allow traffic 
 from '0.0.0.0/0' or '::/0' to high risk ports: '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', 
 '8080', '1433', '9200', '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', 
 '5601', '22', '3000', '5000', '8088', '8888'. 
        >>
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}

rule vpc_sg_restricted_common_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %ec2_security_group_ingress_rules not empty 
 { 

    check_ingress_rule(%ec2_security_group_ingress_rules.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.4]: Require that an Amazon EC2 security group does not allow incoming 
 traffic for high-risk ports 
            [FIX]: Remove Amazon EC2 security group ingress rules that allow traffic 
 from '0.0.0.0/0' or '::/0' to high risk ports: '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', 
 '8080', '1433', '9200', '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', 
 '5601', '22', '3000', '5000', '8088', '8888'. 
        >>
}

rule vpc_sg_restricted_common_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %SECURITY_GROUP_TYPE) { 

    check_security_group(%INPUT_DOCUMENT.%SECURITY_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.4]: Require that an Amazon EC2 security group does not allow incoming 
 traffic for high-risk ports 
            [FIX]: Remove Amazon EC2 security group ingress rules that allow traffic 
 from '0.0.0.0/0' or '::/0' to high risk ports: '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', 
 '8080', '1433', '9200', '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', 
 '5601', '22', '3000', '5000', '8088', '8888'. 
        >>
}

rule vpc_sg_restricted_common_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE) { 

    check_ingress_rule(%INPUT_DOCUMENT.%SECURITY_GROUP_INGRESS_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.4]: Require that an Amazon EC2 security group does not allow incoming 
 traffic for high-risk ports 
            [FIX]: Remove Amazon EC2 security group ingress rules that allow traffic 
 from '0.0.0.0/0' or '::/0' to high risk ports: '3389', '20', '23', '110', '143', '3306', 
 '8080', '1433', '9200', '9300', '25', '445', '135', '21', '1434', '4333', '5432', '5500', 
 '5601', '22', '3000', '5000', '8088', '8888'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_security_group(security_group) { 
    %security_group [ 
        SecurityGroupIngress exists 
        SecurityGroupIngress is_list 
        SecurityGroupIngress not empty 
    ] { 
        SecurityGroupIngress[*] { 
            check_ingress_rule(this) 
        } 
    }
}

rule check_ingress_rule(ingress_rule) { 
    %ingress_rule[ CidrIp in %UNRESTRICTED_IPV4_RANGES or 
                   CidrIpv6 in %UNRESTRICTED_IPV6_RANGES ] { 
        # Scenario 3 
        IpProtocol exists 
        IpProtocol in %AUTHORIZED_PROTOCOLS 
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        when IpProtocol in ["tcp", "udp"] { 
            FromPort exists 
            ToPort exists 

            let ingress_block = this 

            %BLOCKED_PORTS.* { 
                # Scenarios 4 and 5 
                check_ports(this, %ingress_block.FromPort, %ingress_block.ToPort) 
            } 
        } 
    }
}

rule check_ports(port, FromPort, ToPort) { 
    %FromPort > %port or 
    %ToPort < %port
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.4 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: 0.0.0.0/0 
        FromPort: 80 
        ToPort: 80 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
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  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        CidrIp: 0.0.0.0/0 
        FromPort: 22 
        ToPort: 22 

     

[CT.EC2.PR.5] Amazon EC2 ネットワーク ACL は、0.0.0.0/0 からポート 22 また
はポート 3389 へのイングレスを防止必要があります

このコントロールは、Amazon EC2 ネットワーク ACL インバウンドエントリが SSH または RDP の無制
限の着信トラフィック (0.0.0.0/0 または ::/0) を許可しているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::EC2::NetworkAclEntry
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.EC2.PR.5 ルールの仕様 (p. 467)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.EC2.PR.5 ルールの仕
様 (p. 467) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.EC2.PR.5 サンプルテンプレート (p. 470) を参照してください。

説明

ポート 22 (SSH) やポート 3389 (RDP) は VPC 内のリソースへの意図しないアクセスを許可する可能性が
あるため、これらのリモートサーバー管理ポートへのアクセスは、パブリックにアクセスできないように
する必要があります。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、無制限のインバウンドトラフィックを許可する Amazon EC2 ネットワー
ク ACL エントリリソースにのみ適用されます。

ルール違反の修正

ポート 22 またはポート 3389 でのインバウンド接続を許可する Amazon EC2 ネットワーク ACL エ
ントリについて、すべてのソースからのトラフィックを許可しない CIDR 範囲を CidrBlock または
Ipv6CidrBlock で指定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EC2 ネットワーク ACL エントリ - 例 1

Amazon EC2 ネットワーク ACL エントリは、ポート 22 (SSH) とポート 3389 (RDP) を除くポート範囲
で無制限のインバウンド IPv4 TCP トラフィックを許可するように設定されています。この例は JSON と 
YAML で示されています。
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JSON の例

{ 
    "NetworkAclEntry": { 
        "Type": "AWS::EC2::NetworkAclEntry", 
        "Properties": { 
            "CidrBlock": "0.0.0.0/0", 
            "Egress": false, 
            "NetworkAclId": { 
                "Ref": "NACL" 
            }, 
            "Protocol": 6, 
            "PortRange": { 
                "From": 2000, 
                "To": 2005 
            }, 
            "RuleAction": "allow", 
            "RuleNumber": 100 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

NetworkAclEntry: 
  Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry 
  Properties: 
    CidrBlock: '0.0.0.0/0' 
    Egress: false 
    NetworkAclId: !Ref 'NACL' 
    Protocol: 6 
    PortRange: 
      From: 2000 
      To: 2005 
    RuleAction: allow 
    RuleNumber: 100 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EC2 ネットワーク ACL エントリ - 例 2

Amazon EC2 ネットワーク ACL エントリは、ポート 3389 (RDP) を除くポート範囲で無制限のインバウン
ド IPv6 UDP トラフィックを許可するように設定されています。この例は JSON と YAML で示されていま
す。

JSON の例

{ 
    "NetworkAclEntry": { 
        "Type": "AWS::EC2::NetworkAclEntry", 
        "Properties": { 
            "Ipv6CidrBlock": "::/0", 
            "Egress": false, 
            "NetworkAclId": { 
                "Ref": "NACL" 
            }, 
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            "Protocol": 17, 
            "PortRange": { 
                "From": 100, 
                "To": 200 
            }, 
            "RuleAction": "allow", 
            "RuleNumber": 100 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

NetworkAclEntry: 
  Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry 
  Properties: 
    Ipv6CidrBlock: ::/0 
    Egress: false 
    NetworkAclId: !Ref 'NACL' 
    Protocol: 17 
    PortRange: 
      From: 100 
      To: 200 
    RuleAction: allow 
    RuleNumber: 100 

                 

CT.EC2.PR.5 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   nacl_no_unrestricted_ssh_rdp_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the Amazon EC2 network ACL inbound entry allows 
 unrestricted incoming traffic ('0.0.0.0/0' or '::/0') for SSH or RDP.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::NetworkAclEntry
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 network ACL entry resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
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#       And: EC2 network ACL entry resource has no CIDR block allowing inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows all traffic
#            ('IpProtocol' is set to '-1')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows TCP (protocol 6) traffic
#       And: EC2 network ACL entry resource allows traffic from a PortRange that includes 
 22
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows TCP (protocol 6) or UDP (protocol 17) 
 traffic
#       And: EC2 network ACL entry resource allows traffic from a PortRange that includes 
 3389
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows TCP (protocol 6) traffic
#       And: EC2 network ACL entry resource allows traffic from a PortRange that excludes 
 22
#      Then: PASS
# Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a EC2 network ACL entry resource
#       And: EC2 network ACL entry resource allows inbound traffic
#            from source '0.0.0.0/0' or '::/0'
#       And: EC2 network ACL entry resource allows TCP (protocol 6) or UDP (protocol 17) 
 traffic
#       And: EC2 network ACL entry resource allows traffic from a PortRange that excludes 
 3389
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETWORK_ACL_TYPE = "AWS::EC2::NetworkAclEntry"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ALL_TRAFFIC_PROTOCOL = [-1, "-1"]
let TCP_PROTOCOL = [6, "6"]
let UDP_PROTOCOL = [17, "17"]
let UNRESTRICTED_IPV4_RANGES = ["0.0.0.0/0"]
let UNRESTRICTED_IPV6_RANGES = ["::/0"]
let SSH_PORT = 22
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let RDP_PORT = 3389

#
# Assignments
#
let nacl_entries = Resources.*[ Type == %NETWORK_ACL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule nacl_no_unrestricted_ssh_rdp_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %nacl_entries not empty { 
    check(%nacl_entries.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.5]: Require any Amazon EC2 network ACL to prevent ingress from 0.0.0.0/0 
 to port 22 or port 3389 
        [FIX]: For Amazon EC2 network ACL entries that allow inbound connectivity on port 
 22 or port 3389, provide a CIDR range in 'CidrBlock' or 'Ipv6CidrBlock' that does not 
 allow traffic from all sources. 
        >>
}

rule nacl_no_unrestricted_ssh_rdp_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETWORK_ACL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETWORK_ACL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.5]: Require any Amazon EC2 network ACL to prevent ingress from 0.0.0.0/0 
 to port 22 or port 3389 
        [FIX]: For Amazon EC2 network ACL entries that allow inbound connectivity on port 
 22 or port 3389, provide a CIDR range in 'CidrBlock' or 'Ipv6CidrBlock' that does not 
 allow traffic from all sources. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(nacl_entry) { 
    %nacl_entry [ 
        # Scenario 2 
        filter_allow_unrestricted_ingress(this) 
    ] { 
        # Scenario 3 
        Protocol exists 
        Protocol not in %ALL_TRAFFIC_PROTOCOL 

        # Scenario 4, 6 
        check_for_open_ssh(this) 

        # Scenario 5, 7 
        check_for_open_rdp(this) 
    }
}

rule filter_allow_unrestricted_ingress(nacl_entry) { 
    Egress not exists or 
    Egress != true 

    CidrBlock in %UNRESTRICTED_IPV4_RANGES or 
    Ipv6CidrBlock in %UNRESTRICTED_IPV6_RANGES 

    RuleAction == "allow"
}

rule check_for_open_ssh(nacl_entry) { 
    %nacl_entry [ 
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        Protocol in %TCP_PROTOCOL 
    ] { 
        check_port_range_exists(this) 
        check_ports(%SSH_PORT, PortRange.From, PortRange.To) 
   }
}

rule check_for_open_rdp(nacl_entry) { 
    %nacl_entry [ 
           Protocol in %TCP_PROTOCOL or 
           Protocol in %UDP_PROTOCOL 
    ] { 
        check_port_range_exists(this) 
        check_ports(%RDP_PORT, PortRange.From, PortRange.To) 
   }
}

rule check_port_range_exists(nacl_entry) { 
    PortRange exists 
    PortRange is_struct 
    PortRange { 
        From exists 
        To exists 
    }
}

rule check_ports(port, nacl_from_port, nacl_to_port) { 
    %nacl_from_port > %port or 
    %nacl_to_port < %port
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, NETWORK_ACL_TYPE) { 
    %doc.%NETWORK_ACL_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.5 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 192.168.0.0/16 
  NACL: 
    Type: AWS::EC2::NetworkAcl 
    Properties: 
      VpcId: 
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        Ref: VPC 
  NetworkAclEntry: 
    Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry 
    Properties: 
      CidrBlock: 0.0.0.0/0 
      Egress: false 
      NetworkAclId: 
        Ref: NACL 
      Protocol: 6 
      PortRange: 
        From: 2000 
        To: 2005 
      RuleAction: allow 
      RuleNumber: 100 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 192.168.0.0/16 
  NACL: 
    Type: AWS::EC2::NetworkAcl 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  NetworkAclEntry: 
    Type: AWS::EC2::NetworkAclEntry 
    Properties: 
      CidrBlock: 0.0.0.0/0 
      Egress: false 
      NetworkAclId: 
        Ref: NACL 
      Protocol: 6 
      PortRange: 
        From: 3000 
        To: 3500 
      RuleAction: allow 
      RuleNumber: 100 

     

[CT.EC2.PR.6] Amazon EC2 トランジットゲートウェイは、Amazon VPC の自動
アタッチメントリクエストを拒否する必要があります
このコントロールは、Amazon EC2 トランジットゲートウェイが Amazon VPC 添付リクエストを自動的
に受け入れるように設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::EC2::TransitGateway
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.EC2.PR.6 ルールの仕様 (p. 472)

詳細と例
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• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.EC2.PR.6 ルールの仕
様 (p. 472) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.EC2.PR.6 サンプルテンプレート (p. 474) を参照してください。

説明

AutoAcceptSharedAttachments プロパティをオンにすると、トランジットゲートウェイは、クロスア
カウント VPC アタッチメントリクエストを自動的に受け入れるように設定され、リクエストまたはアタッ
チメントの発信元であるアカウントを確認しません。認可および認証のベストプラクティスに従って、こ
の機能をオフにして、認可された VPC アタッチメントリクエストのみを受け入れることをお勧めします。

ルール違反の修正

AutoAcceptSharedAttachments プロパティを省略するか、プロパティを disable に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS Transit Gateway - 例

AWS Transit Gateway は、クロスアカウントの Amazon VPC アタッチメントの自動受け入れを無効にす
るように設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "TransitGateway": { 
        "Type": "AWS::EC2::TransitGateway", 
        "Properties": { 
            "AutoAcceptSharedAttachments": "disable" 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

TransitGateway: 
  Type: AWS::EC2::TransitGateway 
  Properties: 
    AutoAcceptSharedAttachments: disable 

                 

CT.EC2.PR.6 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_transit_gateway_auto_vpc_attach_disabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon EC2 transit gateways are configured to accept Amazon 
 VPC attachment requests automatically.
#  
# Reports on:
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#   AWS::EC2::TransitGateway
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 transit gateway resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 transit gateway resource
#        And: 'AutoAcceptSharedAttachments' configuration has been provided and is set to a 
 value other than 'disable'
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 transit gateway resource
#        And: 'AutoAcceptSharedAttachments' configuration has not been provided
#       Then: PASS
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 transit gateway resource
#        And: 'AutoAcceptSharedAttachments' configuration has been provided and set to 
 'disable'
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_TRANSIT_GATEWAY_TYPE = "AWS::EC2::TransitGateway"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_transit_gateway = Resources.*[ Type == %EC2_TRANSIT_GATEWAY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_transit_gateway_auto_vpc_attach_disabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                             %ec2_transit_gateway not empty 
 { 
    check(%ec2_transit_gateway.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.6]: Require that Amazon EC2 transit gateways refuse automatic Amazon VPC 
 attachment requests 
            [FIX]: Omit the 'AutoAcceptSharedAttachments' property or set the property to 
 'disable'. 
        >>
}

rule ec2_transit_gateway_auto_vpc_attach_disabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_TRANSIT_GATEWAY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_TRANSIT_GATEWAY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
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        [CT.EC2.PR.6]: Require that Amazon EC2 transit gateways refuse automatic Amazon VPC 
 attachment requests 
            [FIX]: Omit the 'AutoAcceptSharedAttachments' property or set the property to 
 'disable'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_transit_gateway) { 
    %ec2_transit_gateway { 
        # Scenario 3 
        AutoAcceptSharedAttachments not exists or 
        # Scenario 2 and 4 
        AutoAcceptSharedAttachments == "disable" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.6 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  TransitGateway: 
    Type: AWS::EC2::TransitGateway 
    Properties: 
      AutoAcceptSharedAttachments: disable 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  TransitGateway: 
    Type: AWS::EC2::TransitGateway 
    Properties: 
      AutoAcceptSharedAttachments: enable 
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[CT.EC2.PR.7] Amazon EC2 インスタンスにアタッチされている Amazon EBS 
ボリュームは、保管中に暗号化される必要があります
このコントロールは、スタンドアロンの Amazon EC2 EBS ボリュームと、EC2 インスタンスのブロック
デバイスマッピングによって作成された新しい Amazon EBS ボリュームが保存時に暗号化されるかどうか
をチェックします。

• コントロールの目標: 保管中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::EC2::Instance、AWS::EC2::Volume
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.EC2.PR.7 ルールの仕様 (p. 477)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.EC2.PR.7 ルールの仕
様 (p. 477) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.EC2.PR.7 サンプルテンプレート (p. 480) を参照してください。

説明

Amazon EC2 EBS ボリューム内の機密データのセキュリティを強化するには、保管中の EBS の暗号化を
有効にする必要があります。Amazon EBS 暗号化は、EBS リソースに対して、独自のキー管理インフラス
トラクチャの構築、保守、および保護を必要としない、簡単な暗号化ソリューションを提供します。暗号
化されたボリュームとスナップショットを作成する際に、KMS キー を使用します。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、スタンドアロンの Amazon EBS ボリュームと、ブロックデバイスマッピ
ングを使用する EC2 インスタンスにのみ適用されます。

ルール違反の修正

Amazon EC2 EBS ボリュームで、Encryption を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EC2 インスタンス - 例

暗号化された EBS ボリュームを持つ Amazon EC2 インスタンス。この例は JSON と YAML で示されてい
ます。

JSON の例

{ 
    "EC2Instance": { 
        "Type": "AWS::EC2::Instance", 
        "Properties": { 
            "ImageId": { 
                "Ref": "LatestAmiId" 
            }, 
            "InstanceType": "t3.micro", 
            "NetworkInterfaces": [ 
                { 
                    "DeviceIndex": 0, 
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                    "SubnetId": { 
                        "Ref": "Subnet" 
                    }, 
                    "AssociatePublicIpAddress": false 
                } 
            ], 
            "BlockDeviceMappings": [ 
                { 
                    "DeviceName": "/dev/sdm", 
                    "Ebs": { 
                        "VolumeType": "gp3", 
                        "Iops": 200, 
                        "Encrypted": true, 
                        "DeleteOnTermination": true, 
                        "VolumeSize": 20 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

EC2Instance: 
  Type: AWS::EC2::Instance 
  Properties: 
    ImageId: !Ref 'LatestAmiId' 
    InstanceType: t3.micro 
    NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: !Ref 'Subnet' 
        AssociatePublicIpAddress: false 
    BlockDeviceMappings: 
      - DeviceName: /dev/sdm 
        Ebs: 
          VolumeType: gp3 
          Iops: 200 
          Encrypted: true 
          DeleteOnTermination: true 
          VolumeSize: 20 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EBS ボリューム - 例

暗号化が設定された Amazon EBS ボリューム。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "EBSVolume": { 
        "Type": "AWS::EC2::Volume", 
        "Properties": { 
            "Size": 100, 
            "AvailabilityZone": { 
                "Fn::Select": [ 
                    0, 
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                    { 
                        "Fn::GetAZs": "" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Encrypted": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

EBSVolume: 
  Type: AWS::EC2::Volume 
  Properties: 
    Size: 100 
    AvailabilityZone: !Select 
      - 0 
      - !GetAZs '' 
    Encrypted: true 

                 

CT.EC2.PR.7 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_encrypted_volumes_check
#  
# Description:
#   Checks whether standalone Amazon EC2 EBS volumes and new EC2 EBS volumes created 
 through EC2 instance
#   Block Device Mappings are encrypted at rest.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::Volume
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon EC2 volume resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'BlockDeviceMappings' has not been provided or has been provided as an empty 
 list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource

477



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

#       And: 'BlockDeviceMappings' has been provided as a non-empty list
#       And: 'Ebs' has been provided in a 'BlockDeviceMappings' configuration
#       And: 'Encrypted' has not been provided in the 'Ebs' configuration
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'BlockDeviceMappings' has been provided as a non-empty list
#       And: 'Ebs' has been provided in a 'BlockDeviceMappings' configuration
#       And: 'Encrypted' has been provided in the 'Ebs' configuration and set to 
 bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 volume resource
#       And: 'Encrypted' on the EC2 volume has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 volume resource
#       And: 'Encrypted' on the EC2 volume has been provided and is set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'BlockDeviceMappings' has been provided as a non-empty list
#       And: 'Ebs' has been provided in a 'BlockDeviceMappings' configuration
#       And: 'Encrypted' has been provided in the 'Ebs' configuration and set to bool(true)
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an EC2 volume resource
#       And: 'Encrypted' on the EC2 volume has been provided and is set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_VOLUME_TYPE = "AWS::EC2::Volume"
let EC2_INSTANCE_TYPE = "AWS::EC2::Instance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_volumes = Resources.*[ Type == %EC2_VOLUME_TYPE ]
let ec2_instances = Resources.*[ Type == %EC2_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_encrypted_volumes_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                      %ec2_volumes not empty { 
    check_volume(%ec2_volumes.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.7]: Require that an Amazon EBS volume attached to an Amazon EC2 instance 
 is encrypted at rest 
        [FIX]: Set 'Encryption' to true on EC2 EBS Volumes. 
        >>
}

rule ec2_encrypted_volumes_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %EC2_VOLUME_TYPE) { 
    check_volume(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_VOLUME_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.7]: Require that an Amazon EBS volume attached to an Amazon EC2 instance 
 is encrypted at rest 
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        [FIX]: Set 'Encryption' to true on EC2 EBS Volumes. 
        >>
}

rule ec2_encrypted_volumes_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                      %ec2_instances not empty { 
    check_instance(%ec2_instances.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.7]: Require that an Amazon EBS volume attached to an Amazon EC2 instance 
 is encrypted at rest 
        [FIX]: Set 'Encryption' to true on EC2 EBS Volumes. 
        >>
}

rule ec2_encrypted_volumes_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %EC2_INSTANCE_TYPE) { 
    check_instance(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.7]: Require that an Amazon EBS volume attached to an Amazon EC2 instance 
 is encrypted at rest 
        [FIX]: Set 'Encryption' to true on EC2 EBS Volumes. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#

rule check_instance(ec2_instance) { 
    %ec2_instance[ 
        filter_ec2_instance_block_device_mappings(this) 
    ] { 
        BlockDeviceMappings[ 
            Ebs exists 
            Ebs is_struct 
        ] { 
            check_volume(Ebs) 
        } 
    }
}

rule check_volume(ec2_volume) { 
    %ec2_volume { 
        # Scenario 2 
        Encrypted exists 
        # Scenarios 3 and 4 
        Encrypted == true 
    }
}

rule filter_ec2_instance_block_device_mappings(ec2_instance) { 
    %ec2_instance { 
        BlockDeviceMappings exists 
        BlockDeviceMappings is_list 
        BlockDeviceMappings not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

479



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.7 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      InstanceType: t3.micro 
      NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        AssociatePublicIpAddress: false 
      BlockDeviceMappings: 
      - DeviceName: "/dev/sdm" 
        Ebs: 
          VolumeType: gp3 
          Iops: 200 
          Encrypted: true 
          DeleteOnTermination: true 
          VolumeSize: 20 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。
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Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      InstanceType: t3.micro 
      NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        AssociatePublicIpAddress: false 
      BlockDeviceMappings: 
      - DeviceName: "/dev/sdm" 
        Ebs: 
          VolumeType: gp3 
          Iops: 200 
          Encrypted: false 
          DeleteOnTermination: true 
          VolumeSize: 20 

     

[CT.EC2.PR.8] すべての Amazon EC2 インスタンスに非パブリック IP アドレス
を割り当てる必要があります

このコントロールは、Amazon EC2 インスタンスがパブリック IP アドレスを関連付けるように設定され
ているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::EC2::Instance
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.EC2.PR.8 ルールの仕様 (p. 483)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.EC2.PR.8 ルールの仕
様 (p. 483) を参照してください。
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• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.EC2.PR.8 サンプルテンプレート (p. 486) を参照してください。

説明

パブリック IPv4 アドレスは、インターネットから到達可能な IP アドレスです。パブリック IP アドレスを
使用してインスタンスを起動すると、EC2 インスタンスはインターネットから到達可能です。プライベー
ト IPv4 アドレスは、インターネットから到達できない IP アドレスです。プライベート IPv4 アドレスは、
同じ VPC 内の EC2 インスタンス間または接続されたプライベートネットワークの通信に使用できます。

IPv6 アドレスはグローバルに一意であるため、インターネットから到達できます。ただし、デフォルトで
はすべてのサブネットで IPv6 アドレス指定属性が false に設定されています。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、NetworkInterfaceId のプロパティを使用して作成された
新しいネットワークインターフェイス (NetworkInterfaceId が指定されていない
NetworkInterfaces 構成) にのみ適用されます。

• このコントロールでは、NetworkInterfaces プロパティを使用して作成された新しいネット
ワークインターフェースで、AssociatePublicIpAddress を false に設定する必要があり
ます。

• このコントロールでは、ルートレベルの SubnetId プロパティではな
く、NetworkInterfaces 構成内でサブネット情報を指定する必要があります。

ルール違反の修正

ルートレベルの SubnetId プロパティの代わりに、NetworkInterfaces プロパティを
使用してネットワークインターフェイスを指定します。各 NetworkInterfaces 構成内で
AssociatePublicIpAddress を false に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EC2 インスタンス - 例

Amazon EC2 インスタンスは、作成時にパブリック IP アドレスの関連付けを無効にする新しいインター
フェイスで設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "EC2Instance": { 
        "Type": "AWS::EC2::Instance", 
        "Properties": { 
            "InstanceType": "t3.micro", 
            "ImageId": { 
                "Ref": "LatestAmiId" 
            }, 
            "NetworkInterfaces": [ 
                { 
                    "DeviceIndex": 0, 
                    "SubnetId": { 
                        "Ref": "Subnet" 
                    }, 
                    "AssociatePublicIpAddress": false 
                } 
            ] 
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        } 
    }
} 
                 

YAML の例

EC2Instance: 
  Type: AWS::EC2::Instance 
  Properties: 
    InstanceType: t3.micro 
    ImageId: !Ref 'LatestAmiId' 
    NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: !Ref 'Subnet' 
        AssociatePublicIpAddress: false 

                 

CT.EC2.PR.8 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_instance_no_public_ip_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon EC2 instance is configured to associate a 
 public IP address.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::Instance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is not present on the EC2 instance resource or is an empty 
 list
#       And: 'SubnetId' is not provided as a top-level resource property
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present on the EC2 instance resource as a non-empty 
 list

483



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

#       And: 'NetworkInterfaceId' is present for a configuration in 'NetworkInterfaces' and 
 is a non-empty string or
#             valid local reference
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is not provided
#       And: 'SubnetId' is provided as a top-level resource property
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present on the EC2 instance resource with one or more 
 configurations
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and and is an empty string 
 or invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is not present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present on the EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and and is an empty string 
 or invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present on the EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and and is an empty string 
 or invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_INSTANCE_TYPE = "AWS::EC2::Instance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_instances = Resources.*[ Type == %EC2_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_instance_no_public_ip_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %ec2_instances not empty { 
    check(%ec2_instances.Properties) 
        << 
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        [CT.EC2.PR.8]: Require any Amazon EC2 instance to have a non-public IP address 
        [FIX]: Specify network interfaces using the 'NetworkInterfaces' property instead of 
 the root level 'SubnetId' property. Set 'AssociatePublicIpAddress' to false within each 
 'NetworkInterfaces' configuration. 
        >>
}

rule ec2_instance_no_public_ip_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %EC2_INSTANCE_TYPE) 
 { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.8]: Require any Amazon EC2 instance to have a non-public IP address 
        [FIX]: Specify network interfaces using the 'NetworkInterfaces' property instead of 
 the root level 'SubnetId' property. Set 'AssociatePublicIpAddress' to false within each 
 'NetworkInterfaces' configuration. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_instance) { 
    %ec2_instance[ SubnetId exists ] { 
        # Scenario 5 
        SubnetId not exists 
    } 

    %ec2_instance[ 
        # Scenario 2 
        NetworkInterfaces exists 
        NetworkInterfaces is_list 
        NetworkInterfaces not empty 
    ] { 
        NetworkInterfaces[ 
            # Scenario 3 and 4 
            filter_network_interfaces(this) 
        ] { 
            # Scenario 6 
            AssociatePublicIpAddress exists 
            # Scenarios 7 and 8 
            AssociatePublicIpAddress == false 
        } 
    }
}

rule filter_network_interfaces(network_interface) { 
    %network_interface { 
        NetworkInterfaceId not exists or 
        filter_property_is_empty_string(NetworkInterfaceId) or 
        filter_exclude_valid_local_reference(%INPUT_DOCUMENT, NetworkInterfaceId, 
 "AWS::EC2::NetworkInterface") 
     }
}

rule filter_property_is_empty_string(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this == /\A\s*\z/ 
    }
}

rule filter_exclude_valid_local_reference(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        this not is_string 
        this is_struct 
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        when this.'Fn::GetAtt' exists { 
            'Fn::GetAtt' { 
                when filter_query_template_resources(%doc, this[0], 
 %referenced_resource_type) { 
                    this not exists 
                } 
                this exists 
            } 
        } 
        when this.'Fn::GetAtt' not exists { 
            this exists 
        } 
    }
}

rule filter_query_template_resources(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type in %referenced_resource_type 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.8 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
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        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      InstanceType: t3.micro 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      NetworkInterfaces: 
      - DeviceIndex: 0 
        SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        AssociatePublicIpAddress: false 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      InstanceType: t3.micro 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      SubnetId: 
        Ref: Subnet 

     

[CT.EC2.PR.9] Amazon EC2 起動テンプレートは、パブリック IP アドレスを
ネットワークインターフェイスに自動割り当てしない必要があります

このコントロールは、Amazon EC2 起動テンプレートがネットワークインターフェイスにパブリック IP 
アドレスを割り当てるように設定されているかどうかをチェックします。
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• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.EC2.PR.9 ルールの仕様 (p. 489)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.EC2.PR.9 ルールの仕
様 (p. 489) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.EC2.PR.9 サンプルテンプレート (p. 492) を参照してください。

説明

パブリック IP アドレスは、インターネットから到達可能な IP アドレスです。パブリック IP アドレスで
ネットワークインターフェイスを設定した場合、それらのネットワークインターフェイスに関連付けられ
たリソースにインターネットからアクセスできます。アプリケーションやサーバーへの意図しないアクセ
スを可能にするおそれがあるため、EC2 リソースはパブリックにアクセスできないようにする必要があり
ます。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、LaunchTemplateData の NetworkInterfaceId のプロパティを使用
して作成された新しいネットワークインターフェース (NetworkInterfaceId が指定されてい
ない NetworkInterfaces 構成) にのみ適用されます。

• このコントロールでは、LaunchTemplateData の NetworkInterfaces プロパティを使用
して作成された新しいネットワークインターフェースで、AssociatePublicIpAddress を
false に設定する必要があります。

ルール違反の修正

LaunchTemplateData の各 NetworkInterfaces 構成内で AssociatePublicIpAddress を false
に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EC2 起動テンプレート - 例

パブリック IP アドレスの関連付けを無効にするネットワークインターフェイスで設定された Amazon 
EC2 起動テンプレート。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "NetworkInterfaces": [ 
                    { 
                        "DeviceIndex": 0, 
                        "SubnetId": { 
                            "Ref": "Subnet" 
                        }, 
                        "AssociatePublicIpAddress": false 
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                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      NetworkInterfaces: 
        - DeviceIndex: 0 
          SubnetId: !Ref 'Subnet' 
          AssociatePublicIpAddress: false 

                 

CT.EC2.PR.9 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_launch_template_public_ip_disabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon EC2 launch templates are configured to assign 
 public IP addresses to network interfaces.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::LaunchTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EC2 launch template resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is not provided in 'LaunchTemplateData'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData.NetworkInterfaces' is present on the Amazon EC2 launch 
 template resource as a non empty list
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#       And: 'NetworkInterfaceId' is present for a configuration in 'NetworkInterfaces' and 
 is a non-empty string or
#             valid local reference
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData.NetworkInterfaces' is present on the Amazon EC2 launch 
 template resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and is an empty string or 
 invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is not present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData.NetworkInterfaces' is present on the Amazon EC2 launch 
 template resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and is an empty string or 
 invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 launch template resource
#       And: 'LaunchTemplateData.NetworkInterfaces' is present on the Amazon EC2 launch 
 template resource
#       And: 'NetworkInterfaceId' is not present or is present and is an empty string or 
 invalid local reference for
#            a configuration in 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is present for a configuration in 
 'NetworkInterfaces'
#       And: 'AssociatePublicIpAddress' is set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE = "AWS::EC2::LaunchTemplate"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_launch_templates = Resources.*[ Type == %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_launch_template_public_ip_disabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %ec2_launch_templates not empty { 
    check(%ec2_launch_templates.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.9]: Require any Amazon EC2 launch template not to auto-assign public IP 
 addresses to network interfaces 
        [FIX]: Set 'AssociatePublicIpAddress' to 'false' within each 'NetworkInterfaces' 
 configuration in 'LaunchTemplateData'. 
        >>
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}

rule ec2_launch_template_public_ip_disabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.9]: Require any Amazon EC2 launch template not to auto-assign public IP 
 addresses to network interfaces 
        [FIX]: Set 'AssociatePublicIpAddress' to 'false' within each 'NetworkInterfaces' 
 configuration in 'LaunchTemplateData'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_launch_templates) { 
    %ec2_launch_templates[ 
        # Scenario 2 
        filter_launch_template(this) 
    ] { 
        LaunchTemplateData { 
            NetworkInterfaces[ 
                # Scenario 3 and 4 
                filter_network_interfaces(this) 
            ] { 
                # Scenario 5 and 6 
                AssociatePublicIpAddress exists 
                AssociatePublicIpAddress == false 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_launch_template(ec2_launch_template) { 
    %ec2_launch_template { 
        LaunchTemplateData exists 
        LaunchTemplateData is_struct 
        LaunchTemplateData { 
            NetworkInterfaces exists 
            NetworkInterfaces is_list 
            NetworkInterfaces not empty 
        } 
    }
}

rule filter_network_interfaces(network_interface) { 
    %network_interface { 
        NetworkInterfaceId not exists or 
        filter_property_is_empty_string(NetworkInterfaceId) or 
        filter_exclude_valid_local_reference(%INPUT_DOCUMENT, NetworkInterfaceId, 
 "AWS::EC2::NetworkInterface") 
    }
}

rule filter_property_is_empty_string(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this == /\A\s*\z/ 
    }
}

rule filter_exclude_valid_local_reference(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        this not is_string 
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        this is_struct 

        when this.'Fn::GetAtt' exists { 
            'Fn::GetAtt' { 
                when query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) { 
                    this not exists 
                } 
                this exists 
            } 
        } 
        when this.'Fn::GetAtt' not exists { 
            this exists 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.EC2.PR.9 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
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        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        NetworkInterfaces: 
        - DeviceIndex: 0 
          SubnetId: 
            Ref: Subnet 
          AssociatePublicIpAddress: false 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        NetworkInterfaces: 
        - DeviceIndex: 0 
          SubnetId: 
            Ref: Subnet 
          AssociatePublicIpAddress: true 

     

[CT.EC2.PR.10] Amazon EC2 起動テンプレートは Amazon CloudWatch 詳細モ
ニタリングが有効である必要があります

このコントロールは、Amazon EC2 起動テンプレートで詳細モニタリングが有効になっているかどうかを
チェックします。

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::EC2::LaunchTemplate
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.EC2.PR.10 ルールの仕様 (p. 494)

詳細と例
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• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.EC2.PR.10 ルールの仕
様 (p. 494) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.EC2.PR.10 サンプルテンプレート (p. 496) を参照してください。

説明

モニタリングは、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。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。セキュリティの観点から、ロ
グ記録はセキュリティインシデントが発生した場合に、将来的に犯罪捜査を可能にするために重要な機能
です。

ルール違反の修正

LaunchTemplateData で、Enabled を true に設定して Monitoring 構成を指定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EC2 起動テンプレート - 例

Amazon EC2 起動テンプレートは、詳細モニタリングが有効に設定されています。この例は JSON と 
YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "EC2LaunchTemplate": { 
        "Type": "AWS::EC2::LaunchTemplate", 
        "Properties": { 
            "LaunchTemplateData": { 
                "Monitoring": { 
                    "Enabled": true 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

EC2LaunchTemplate: 
  Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
  Properties: 
    LaunchTemplateData: 
      Monitoring: 
        Enabled: true 

                 

CT.EC2.PR.10 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
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#  
# Rule Identifier:
#   ec2_launch_template_monitoring_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the Amazon EC2 launch template has detailed monitoring 
 enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::LaunchTemplate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any EC2 launch template resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' has not been provided or has been 
 provided and is empty.
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' is equal to a value other than 
 bool(true)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an EC2 launch template resource
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' has been provided
#        And: 'LaunchTemplateData.Monitoring.Enabled' is equal to bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE = "AWS::EC2::LaunchTemplate"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_launch_templates = Resources.*[ Type == %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_launch_template_monitoring_enabled_check when is_cfn_template(this) 
                                                       %ec2_launch_templates not empty { 
    check(%ec2_launch_templates.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.10]: Require Amazon EC2 launch templates to have Amazon CloudWatch 
 detailed monitoring activated 
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        [FIX]: In 'LaunchTemplateData', provide a 'Monitoring' configuration with 'Enabled' 
 set to 'true'. 
        >>
}

rule ec2_launch_template_monitoring_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_LAUNCH_TEMPLATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.10]: Require Amazon EC2 launch templates to have Amazon CloudWatch 
 detailed monitoring activated 
        [FIX]: In 'LaunchTemplateData', provide a 'Monitoring' configuration with 'Enabled' 
 set to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_launch_template) { 
    %ec2_launch_template { 
        # Scenario 2 
        LaunchTemplateData exists 
        LaunchTemplateData is_struct 

        LaunchTemplateData { 
            Monitoring exists 
            Monitoring is_struct 

            # Scenario 3 and 4 
            Monitoring { 
                Enabled exists 
                Enabled == true 
            } 

        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.10 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
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  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        Monitoring: 
          Enabled: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  EC2LaunchTemplate: 
    Type: AWS::EC2::LaunchTemplate 
    Properties: 
      LaunchTemplateData: 
        Monitoring: 
          Enabled: false 

     

[CT.EC2.PR.11] Amazon EC2 サブネットはパブリック IP アドレスを自動的に割
り当てない必要があります

このコントロールは、Amazon VPC サブネットがパブリック IP アドレスを自動的に割り当てるかどうか
をチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::EC2::Subnet
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.EC2.PR.11 ルールの仕様 (p. 499)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.EC2.PR.11 ルールの仕
様 (p. 499) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.EC2.PR.11 サンプルテンプレート (p. 501) を参照してください。

説明

すべてのサブネットには、サブネット内に作成されたネットワークインターフェイスが自動的にパブリッ
ク IPv4 アドレスを受信するかどうかを判断する属性があります。この属性が有効になっているサブネット
で起動されるインスタンスには、プライマリアネットワークインターフェイスに割り当てられるパブリッ
ク IP アドレスが割り当てられます。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Amazon VPC サブネットの新しいネットワークインターフェイスについ
て、パブリック IP アドレスの自動割り当てを無効にします。

• このコントロールが動作している場合、リソースレベルの設定により、パブリック IP アドレス
をネットワークインターフェイスに割り当てることができます。(例えば、パブリック IP アド
レスの割り当ては EC2 インスタンスの起動時に行うことができます。)
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ルール違反の修正

MapPublicIpOnLaunch プロパティを省略して既定の構成を使用するか、MapPublicIpOnLaunch プロ
パティを false に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon VPC サブネット - 例 1

Amazon VPC サブネットは、AWS CloudFormation のデフォルトによって、パブリック IP アドレスの自
動割り当てを無効にするように設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "Subnet": { 
        "Type": "AWS::EC2::Subnet", 
        "Properties": { 
            "VpcId": { 
                "Ref": "VPC" 
            }, 
            "CidrBlock": "10.0.0.0/24", 
            "AvailabilityZone": { 
                "Fn::Select": [ 
                    0, 
                    { 
                        "Fn::GetAZs": "" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

Subnet: 
  Type: AWS::EC2::Subnet 
  Properties: 
    VpcId: !Ref 'VPC' 
    CidrBlock: 10.0.0.0/24 
    AvailabilityZone: !Select 
      - 0 
      - !GetAZs '' 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon VPC サブネット - 例 2

Amazon VPC サブネットは、MapPublicIpOnLaunch のプロパティによって、パブリック IP アドレスの
自動割り当てを無効にするように設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "Subnet": { 
        "Type": "AWS::EC2::Subnet", 
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        "Properties": { 
            "VpcId": { 
                "Ref": "VPC" 
            }, 
            "CidrBlock": "10.0.0.0/24", 
            "AvailabilityZone": { 
                "Fn::Select": [ 
                    0, 
                    { 
                        "Fn::GetAZs": "" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "MapPublicIpOnLaunch": false 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

Subnet: 
  Type: AWS::EC2::Subnet 
  Properties: 
    VpcId: !Ref 'VPC' 
    CidrBlock: 10.0.0.0/24 
    AvailabilityZone: !Select 
      - 0 
      - !GetAZs '' 
    MapPublicIpOnLaunch: false 

                 

CT.EC2.PR.11 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
#  
# Rule Identifier:
#   subnet_auto_assign_public_ip_disabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon VPC subnets automatically assign public IP 
 addresses.
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::Subnet
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any EC2 subnet resources
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#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 subnet resource
#       And: 'MapPublicIpOnLaunch' is present and set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 subnet resource
#       And: 'MapPublicIpOnLaunch' is not present
#      Then: PASS
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an EC2 subnet resource
#       And: 'MapPublicIpOnLaunch' is present and set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_SUBNET_TYPE  = "AWS::EC2::Subnet"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_subnets = Resources.*[ Type == %EC2_SUBNET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule subnet_auto_assign_public_ip_disabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %ec2_subnets not empty { 
    check(%ec2_subnets.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.11]: Require that an Amazon EC2 subnet does not automatically assign 
 public IP addresses 
        [FIX]: Omit the 'MapPublicIpOnLaunch' property to use the default configuration, or 
 set the 'MapPublicIpOnLaunch' property to 'false'. 
        >>
}

rule subnet_auto_assign_public_ip_disabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EC2_SUBNET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_SUBNET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.11]: Require that an Amazon EC2 subnet does not automatically assign 
 public IP addresses 
        [FIX]: Omit the 'MapPublicIpOnLaunch' property to use the default configuration, or 
 set the 'MapPublicIpOnLaunch' property to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_subnet) { 
    %ec2_subnet { 
        # Scenario 3 
        MapPublicIpOnLaunch not exists or 
        # Scenarios 2 and 4 
        MapPublicIpOnLaunch == false 
    }
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}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.11 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
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      MapPublicIpOnLaunch: true 

     

[CT.EC2.PR.12] Amazon EC2 インスタンスは 1 つの ENI のみを設定する必要が
あります
このコントロールは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスが複数の ENI (Elastic 
Network Interface) を使用しているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::EC2::Instance
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.EC2.PR.12 ルールの仕様 (p. 503)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.EC2.PR.12 ルールの仕
様 (p. 503) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.EC2.PR.12 サンプルテンプレート (p. 505) を参照してください。

説明

複数の ENI の使用は、デュアルホームインスタンス (複数のサブネットを持つインスタンス) を引き起こす
可能性があります。この重複により、ネットワークセキュリティの複雑性が増し、意図しないネットワー
クパスとアクセスが生じる可能性があります。

使用に関する考慮事項

• このルールは、複数の ENI の使用を必要とする Amazon EC2 インスタンスとは互換性があり
ません。例えば、Amazon EKS クラスターに属する EC2 インスタンスに複数の ENI がある場
合、このコントロールは失敗します。

ルール違反の修正

1 つの ENI のみを使用する Amazon EC2 インスタンスを設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EC2 インスタンス - 例

単一のネットワークインターフェースを持つ EC2 インスタンス。この例は JSON と YAML で示されてい
ます。

JSON の例

{ 
    "EC2Instance": { 
        "Type": "AWS::EC2::Instance", 
        "Properties": { 
            "ImageId": { 
                "Ref": "LatestAmiId" 
            }, 
            "NetworkInterfaces": [ 
                { 
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                    "SubnetId": { 
                        "Ref": "TestSubnet" 
                    }, 
                    "DeviceIndex": 0 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

EC2Instance: 
  Type: AWS::EC2::Instance 
  Properties: 
    ImageId: !Ref 'LatestAmiId' 
    NetworkInterfaces: 
      - SubnetId: !Ref 'TestSubnet' 
        DeviceIndex: 0 

                 

CT.EC2.PR.12 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ec2_instance_multiple_eni_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances use multiple ENIs 
 (Elastic Network Interfaces)
#   or Elastic Fabric Adapters (EFAs).
#  
# Reports on:
#   AWS::EC2::Instance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EC2 instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is not present or is present and contains 0 configurations
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an Amazon EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present and contains >1 configurations
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EC2 instance resource
#       And: 'NetworkInterfaces' is present
#       And: 'NetworkInterfaces' is present and contains 1 configuration
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EC2_INSTANCE_TYPE = "AWS::EC2::Instance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ec2_instances = Resources.*[ Type == %EC2_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ec2_instance_multiple_eni_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %ec2_instances not empty { 
    check(%ec2_instances.Properties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.12]: Require an Amazon EC2 instance to configure one ENI only 
        [FIX]: Configure Amazon EC2 instances with only one ENI. 
        >>

}

rule ec2_instance_multiple_eni_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %EC2_INSTANCE_TYPE) 
 { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%EC2_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.EC2.PR.12]: Require an Amazon EC2 instance to configure one ENI only 
        [FIX]: Configure Amazon EC2 instances with only one ENI. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ec2_instance) { 
    %ec2_instance [ 
        # Scenario 2 
        NetworkInterfaces exists 
        NetworkInterfaces is_list 
        NetworkInterfaces not empty 
    ] { 
        # Scenario 3 and 4 
        NetworkInterfaces[1] not exists 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
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        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.EC2.PR.12 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      InstanceType: t3.micro 
      NetworkInterfaces: 
      - SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        DeviceIndex: 0 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Parameters: 
  LatestAmiId: 
    Description: Region specific latest AMI ID from the Parameter Store 
    Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id> 
    Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
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      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
  EC2Instance: 
    Type: AWS::EC2::Instance 
    Properties: 
      ImageId: 
        Ref: LatestAmiId 
      InstanceType: t3.micro 
      NetworkInterfaces: 
      - SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        DeviceIndex: 0 
      - SubnetId: 
          Ref: Subnet 
        DeviceIndex: 1 

     

Amazon Elastic Container Registry のコントロール
トピック

• [CT.ECR.PR.1] Amazon ECR リポジトリは、ライフサイクルポリシーが設定されている必要がありま
す (p. 506)

• [CT.ECR.PR.2] Amazon ECR プライベートリポジトリはイメージスキャンが有効になっている必要が
あります (p. 510)

• [CT.ECR.PR.3] Amazon ECR プライベートリポジトリはタグの不変性が有効になっている必要があり
ます (p. 514)

[CT.ECR.PR.1] Amazon ECR リポジトリは、ライフサイクルポリシーが設定され
ている必要があります

このコントロールは、プライベート Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリに少な
くとも 1 つのライフサイクルポリシーが設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 脆弱性の管理、設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ECR::Repository
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ECR.PR.1 ルールの仕様 (p. 508)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.ECR.PR.1 ルールの仕
様 (p. 508) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ECR.PR.1 サンプルテンプレート (p. 509) を参照してください。

説明
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Amazon ECR ライフサイクルポリシーは、リポジトリ内のイメージのライフサイクル管理を指定します。
ライフサイクルポリシーを設定することで、期間またはカウントに基づいて、未使用イメージのクリーン
アップとイメージの有効期限を自動化できます。これらのタスクを自動化することで、リポジトリ内の古
いイメージを意図せずに使用することを回避できます。

ルール違反の修正

LifecyclePolicy 設定を指定し、LifecyclePolicyText を Amazon ECR リポジトリライフサイクル
ポリシーに設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECR リポジトリ - 例

ライフサイクルポリシーが設定されている Amazon ECR リポジトリ。この例は JSON と YAML で示され
ています。

JSON の例

{ 
    "ECRRepository": { 
        "Type": "AWS::ECR::Repository", 
        "Properties": { 
            "LifecyclePolicy": { 
                "LifecyclePolicyText": "{\n  \"rules\": [\n    {\n      \"rulePriority\": 
 1,\n      \"description\": \"Expire images older than 14 days\",\n      \"selection\": {\n 
        \"tagStatus\": \"untagged\",\n        \"countType\": \"sinceImagePushed\",\n        
 \"countUnit\": \"days\",\n        \"countNumber\": 14\n      },\n      \"action\": {\n     
    \"type\": \"expire\"\n      }\n    }\n  ]\n}\n" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ECRRepository: 
  Type: AWS::ECR::Repository 
  Properties: 
    LifecyclePolicy: 
      LifecyclePolicyText: | 
        { 
          "rules": [ 
            { 
              "rulePriority": 1, 
              "description": "Expire images older than 14 days", 
              "selection": { 
                "tagStatus": "untagged", 
                "countType": "sinceImagePushed", 
                "countUnit": "days", 
                "countNumber": 14 
              }, 
              "action": { 
                "type": "expire" 
              } 
            } 
          ] 
        } 
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CT.ECR.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#    ecr_private_lifecycle_policy_configured_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a private Amazon Elastic Container Registry (ECR) 
 repository has at least one lifecycle policy configured.
#  
# Reports on:
#    AWS::ECR::Repository
#  
# Evaluates:
#    AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#    None
#  
# Scenarios:
#  Scenario: 1
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#      And: The input document does not contain any ECR repository resources
#     Then: SKIP
#  Scenario: 2
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#      And: The input document contains an ECR repository resource
#      And: 'LifecyclePolicy' is not present
#     Then: FAIL
#  Scenario: 3
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#      And: The input document contains an ECR repository resource
#      And: 'LifecyclePolicy' is present
#      And: 'LifecyclePolicyText' has not been provided in the 'LifecyclePolicy' 
 configuration or has been provided as
#            an empty string
#     Then: FAIL
#  Scenario: 4
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#      And: The input document contains an ECR repository resource
#      And: 'LifecyclePolicy' is present
#      And: 'LifecyclePolicyText' has been provided in the 'LifecyclePolicy' configuration 
 with a non-empty string
#     Then: PASS

#
# Constants
#
let ECR_REPOSITORY_TYPE = "AWS::ECR::Repository"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecr_repositories = Resources.*[ Type == %ECR_REPOSITORY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecr_private_lifecycle_policy_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %ecr_repositories not empty { 
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    check(%ecr_repositories.Properties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.1]: Require Amazon ECR repositories to have a lifecycle policy 
 configured 
            [FIX]: Provide a 'LifecyclePolicy' configuration and set 'LifecyclePolicyText' 
 to an Amazon ECR repository lifecycle policy. 
        >>
}

rule ecr_private_lifecycle_policy_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECR_REPOSITORY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECR_REPOSITORY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.1]: Require Amazon ECR repositories to have a lifecycle policy 
 configured 
            [FIX]: Provide a 'LifecyclePolicy' configuration and set 'LifecyclePolicyText' 
 to an Amazon ECR repository lifecycle policy. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecr_repository) { 
    %ecr_repository { 
        #Scenario 3 
        LifecyclePolicy exists 
        LifecyclePolicy is_struct 
        LifecyclePolicy { 
            #Scenario 4 
            LifecyclePolicyText exists 
            check_is_string_and_not_empty(LifecyclePolicyText) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
     %value { 
         this is_string 
         this != /\A\s*\z/ 
     }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECR.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。
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Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      LifecyclePolicy: 
        LifecyclePolicyText: | 
          { 
            "rules": [ 
              { 
                "rulePriority": 1, 
                "description": "Expire images older than 14 days", 
                "selection": { 
                  "tagStatus": "untagged", 
                  "countType": "sinceImagePushed", 
                  "countUnit": "days", 
                  "countNumber": 14 
                }, 
                "action": { 
                  "type": "expire" 
                } 
              } 
            ] 
          } 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: {} 

     

[CT.ECR.PR.2] Amazon ECR プライベートリポジトリはイメージスキャンが有効
になっている必要があります

このコントロールは、プライベート Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリでイ
メージスキャンが有効になっているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 脆弱性の管理
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ECR::Repository
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ECR.PR.2 ルールの仕様 (p. 511)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.ECR.PR.2 ルールの仕
様 (p. 511) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ECR.PR.2 サンプルテンプレート (p. 513) を参照してください。
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説明

Amazon ECR イメージスキャンは、コンテナイメージ内のソフトウェア脆弱性を特定するのに役立ちま
す。Amazon ECR は、オープンソースの Clair プロジェクトの共通脆弱性識別子 (CVE) データベースを使
用して、スキャン結果のリストを提供します。Amazon ECR リポジトリでイメージスキャンを有効にする
と、保存されているイメージの整合性と安全性を検証するレイヤーが追加されます。

ルール違反の修正

ImageScanningConfiguration の ScanOnPush を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECR リポジトリ - 例

イメージスキャンを有効にした Amazon ECR リポジトリ。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ECRRepository": { 
        "Type": "AWS::ECR::Repository", 
        "Properties": { 
            "ImageScanningConfiguration": { 
                "ScanOnPush": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ECRRepository: 
  Type: AWS::ECR::Repository 
  Properties: 
    ImageScanningConfiguration: 
      ScanOnPush: true 

                 

CT.ECR.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecr_private_image_scanning_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a private Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
 repository has image scanning enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECR::Repository
#  
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# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon ECR repository resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECR repository resource
#       And: 'ImageScanningConfiguration.ScanOnPush' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECR repository resource
#       And: 'ImageScanningConfiguration.ScanOnPush' has been provided and set to a value 
 other than bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECR repository resource
#       And: 'ImageScanningConfiguration.ScanOnPush' has been provided and set to 
 bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECR_REPOSITORY_TYPE = "AWS::ECR::Repository"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecr_repositories = Resources.*[ Type == %ECR_REPOSITORY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecr_private_image_scanning_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %ecr_repositories not empty { 
    check(%ecr_repositories.Properties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.2]: Require Amazon ECR private repositories to have image scanning 
 enabled 
        [FIX]: Set 'ScanOnPush' in 'ImageScanningConfiguration' to 'true'. 
        >>
}

rule ecr_private_image_scanning_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECR_REPOSITORY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECR_REPOSITORY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.2]: Require Amazon ECR private repositories to have image scanning 
 enabled 
        [FIX]: Set 'ScanOnPush' in 'ImageScanningConfiguration' to 'true'. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecr_repository) { 
    %ecr_repository { 
        # Scenario 2 
        ImageScanningConfiguration exists 
        ImageScanningConfiguration is_struct 

        ImageScanningConfiguration { 
            # Scenario 3 and 4 
            ScanOnPush exists 
            ScanOnPush == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECR.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      ImageScanningConfiguration: 
        ScanOnPush: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      ImageScanningConfiguration: 
        ScanOnPush: false 
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[CT.ECR.PR.3] Amazon ECR プライベートリポジトリはタグの不変性が有効に
なっている必要があります

このコントロールは、プライベート Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) リポジトリでタグ
の不変性が有効になっているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ECR::Repository
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ECR.PR.3 ルールの仕様 (p. 515)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.ECR.PR.3 ルールの仕
様 (p. 515) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ECR.PR.3 サンプルテンプレート (p. 516) を参照してください。

説明

Amazon ECR のタグのイミュータビリティにより、ユーザーは、イメージの説明タグを、イメージを追跡
して一意に識別する信頼性の高いメカニズムとして使用できます。イミュータブルなタグは静的です。つ
まり、各タグは一意のイメージを参照します。静的タグを使用すると、常に同じイメージがデプロイされ
るので、信頼性とスケーラビリティが向上します。設定すると、タグのイミュータビリティにより、タグ
が上書きされなくなり、アタックサーフェスが減少します。

ルール違反の修正

ImageTagMutability を IMMUTABLE に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECR リポジトリ - 例

イミュータブルなタグが設定された Amazon ECR リポジトリ。この例は JSON と YAML で示されていま
す。

JSON の例

{ 
    "ECRRepository": { 
        "Type": "AWS::ECR::Repository", 
        "Properties": { 
            "ImageTagMutability": "IMMUTABLE" 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

514



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

ECRRepository: 
  Type: AWS::ECR::Repository 
  Properties: 
    ImageTagMutability: IMMUTABLE 

                 

CT.ECR.PR.3 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecr_private_tag_immutability_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a private Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) 
 repository has tag immutability enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECR::Repository
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ECR repository resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECR repository resource
#       And: 'ImageTagMutability' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECR repository resource
#       And: 'ImageTagMutability' has been provided with a value of 'MUTABLE'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECR repository resource
#       And: 'ImageTagMutability' has been provided with a value of 'IMMUTABLE'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECR_REPOSITORY_TYPE = "AWS::ECR::Repository"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
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#
let ecr_repositories = Resources.*[ Type == %ECR_REPOSITORY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecr_private_tag_immutability_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %ecr_repositories not empty { 
    check(%ecr_repositories.Properties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.3]: Require Amazon ECR private repositories to have tag immutability 
 enabled 
        [FIX]: Set 'ImageTagMutability' to 'IMMUTABLE'. 
        >>
}

rule ecr_private_tag_immutability_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECR_REPOSITORY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECR_REPOSITORY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECR.PR.3]: Require Amazon ECR private repositories to have tag immutability 
 enabled 
        [FIX]: Set 'ImageTagMutability' to 'IMMUTABLE'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecr_repository) { 
    %ecr_repository { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        ImageTagMutability exists 
        ImageTagMutability == "IMMUTABLE" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECR.PR.3 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
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    Properties: 
      ImageTagMutability: IMMUTABLE 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  ECRRepository: 
    Type: AWS::ECR::Repository 
    Properties: 
      ImageTagMutability: MUTABLE 

     

Amazon Elastic Container Service のコントロール
トピック

• [CT.ECS.PR.1] Amazon ECS Fargate Services は、Fargate プラットフォームの最新バージョンで実行
する必要があります。 (p. 517)

• [CT.ECS.PR.2] Amazon ECS クラスターはコンテナインサイトが有効になっている必要がありま
す (p. 524)

• [CT.ECS.PR.3] Amazon ECS タスク定義で、ルートでないユーザーを指定する必要がありま
す (p. 528)

• [CT.ECS.PR.4] Amazon ECS タスクは 'awsvpc' ネットワーキングモードを使用する必要がありま
す (p. 532)

• [CT.ECS.PR.5] アクティブな Amazon ECS タスク定義には、ロギング設定が必要 (p. 537)
• [CT.ECS.PR.6] Amazon ECS コンテナはルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスを許可す

る必要があります (p. 542)
• [CT.ECS.PR.7] Amazon ECS タスク定義には、特定のメモリ使用量の制限が必要です (p. 547)
• [CT.ECS.PR.8] Amazon ECS タスク定義には、セキュアなネットワークモードとユーザー定義が必要

です。 (p. 551)
• [CT.ECS.PR.9] Amazon ECS サービスには、パブリック IP アドレスを自動で割り当てないでくださ

い (p. 557)
• [CT.ECS.PR.10] Amazon ECS タスク定義は、ホストのプロセス名前空間を共有しない必要がありま

す (p. 563)
• [CT.ECS.PR.11] Amazon ECS コンテナは、非特権として実行する必要があります (p. 568)
• [CT.ECS.PR.12] Amazon ECS タスク定義は、シークレットをコンテナ環境変数として渡さない必要が

あります (p. 572)

[CT.ECS.PR.1] Amazon ECS Fargate Services は、Fargate プラットフォームの
最新バージョンで実行する必要があります。
このコントロールは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Fargate サービスが、指定された
バージョン番号ではなく、LATEST プラットフォームバージョンを使用してデプロイされるように設定さ
れているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 脆弱性の管理
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ECS::Service

517



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ECS.PR.1 ルールの仕様 (p. 520)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.ECS.PR.1 ルールの仕
様 (p. 520) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ECS.PR.1 サンプルテンプレート (p. 522) を参照してください。

説明

AWS Fargate プラットフォームのバージョンとは、カーネルとコンテナランタイムのバージョンの組み合
わせである、Fargate タスクのインフラストラクチャの特定のランタイム環境を指します。新しいプラッ
トフォームのバージョンは、ランタイム環境の進化に伴ってリリースされます。例えば、新しいバージョ
ンは、カーネルやオペレーティングシステムの更新、新機能、バグ修正、セキュリティ更新があったとき
などにリリースされます。セキュリティの更新やパッチは、Fargateの タスクに自動的にデプロイされま
す。プラットフォームのバージョンに影響を与えるセキュリティ上の問題が見つかった場合、AWS はその
プラットフォームバージョンにパッチを適用します。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、LaunchType が FARGATE の Amazon ECS サービスにのみ適用されま
す。

ルール違反の修正

LaunchType が FARGATE に設定されている場合、PlatformVersion プロパティを LATEST に設定する
か、PlatformVersion プロパティを省略します (デフォルト: LATEST)。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECS サービス - 例 1

Amazon ECS サービスは、AWS CloudFormation のデフォルトにより、LATEST プラットフォームバー
ジョンを使用してデプロイするように設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ECSService": { 
        "Type": "AWS::ECS::Service", 
        "Properties": { 
            "Cluster": { 
                "Ref": "ECSCluster" 
            }, 
            "DesiredCount": 1, 
            "TaskDefinition": { 
                "Ref": "ECSTaskDefinition" 
            }, 
            "NetworkConfiguration": { 
                "AwsvpcConfiguration": { 
                    "AssignPublicIp": "DISABLED", 
                    "Subnets": [ 
                        { 
                            "Ref": "SubnetOne" 
                        }, 
                        { 
                            "Ref": "SubnetTwo" 
                        } 
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                    ] 
                } 
            }, 
            "LaunchType": "FARGATE" 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ECSService: 
  Type: AWS::ECS::Service 
  Properties: 
    Cluster: !Ref 'ECSCluster' 
    DesiredCount: 1 
    TaskDefinition: !Ref 'ECSTaskDefinition' 
    NetworkConfiguration: 
      AwsvpcConfiguration: 
        AssignPublicIp: DISABLED 
        Subnets: 
          - !Ref 'SubnetOne' 
          - !Ref 'SubnetTwo' 
    LaunchType: FARGATE 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECSサービス - 例 2

Amazon ECS サービスは、PlatformVersion のプロパティにより、LATEST プラットフォームバージョ
ンを使用してデプロイするように設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ECSService": { 
        "Type": "AWS::ECS::Service", 
        "Properties": { 
            "Cluster": { 
                "Ref": "ECSCluster" 
            }, 
            "DesiredCount": 1, 
            "TaskDefinition": { 
                "Ref": "ECSTaskDefinition" 
            }, 
            "NetworkConfiguration": { 
                "AwsvpcConfiguration": { 
                    "AssignPublicIp": "DISABLED", 
                    "Subnets": [ 
                        { 
                            "Ref": "SubnetOne" 
                        }, 
                        { 
                            "Ref": "SubnetTwo" 
                        } 
                    ] 
                } 
            }, 
            "LaunchType": "FARGATE", 
            "PlatformVersion": "LATEST" 
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        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ECSService: 
  Type: AWS::ECS::Service 
  Properties: 
    Cluster: !Ref 'ECSCluster' 
    DesiredCount: 1 
    TaskDefinition: !Ref 'ECSTaskDefinition' 
    NetworkConfiguration: 
      AwsvpcConfiguration: 
        AssignPublicIp: DISABLED 
        Subnets: 
          - !Ref 'SubnetOne' 
          - !Ref 'SubnetTwo' 
    LaunchType: FARGATE 
    PlatformVersion: LATEST 

                 

CT.ECS.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_fargate_latest_platform_version_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) Fargate 
 services are configured to deploy using the 'LATEST' platform version rather than a 
 specified version number.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::Service
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an Amazon ECS service resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is not present
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
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#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is present and not set to 'FARGATE'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is present and set to 'FARGATE'
#       And: 'PlatformVersion' is present and not set to 'LATEST'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is present and set to 'FARGATE'
#       And: 'PlatformVersion' is not present
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'LaunchType' is present and set to 'FARGATE'
#       And: 'PlatformVersion' is set to 'LATEST'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_SERVICE_TYPE = "AWS::ECS::Service"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_services = Resources.*[ Type == %ECS_SERVICE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_fargate_latest_platform_version_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %ecs_services not empty { 
    check(%ecs_services.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.1]: Require Amazon ECS Fargate Services to run on the latest Fargate 
 platform version 
        [FIX]: When 'LaunchType' is set to 'FARGATE', set the 'PlatformVersion' property to 
 'LATEST' or omit the 'PlatformVersion' property (default: 'LATEST'). 
        >>
}

rule ecs_fargate_latest_platform_version_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_SERVICE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_SERVICE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.1]: Require Amazon ECS Fargate Services to run on the latest Fargate 
 platform version 
        [FIX]: When 'LaunchType' is set to 'FARGATE', set the 'PlatformVersion' property to 
 'LATEST' or omit the 'PlatformVersion' property (default: 'LATEST'). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_service) { 
    %ecs_service [ filter_launch_type_is_fargate(this) ]{ 
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        # Scenario 5 
        PlatformVersion not exists  or 

        # Scenario 4 and 6 
        check_fargate_version_latest(PlatformVersion) 
    }
}

rule filter_launch_type_is_fargate(ecs_service) { 
    %ecs_service { 
        # Scenario 2 
        LaunchType exists 
        LaunchType is_string 

        # Scenario 3 
        LaunchType == "FARGATE" 
    }
}

rule check_fargate_version_latest(property) { 
    %property { 
        this is_string 
        this == "LATEST" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
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        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      CapacityProviders: 
        - FARGATE 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
      Memory: '512' 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      NetworkMode: awsvpc 
      Cpu: 256 
  ECSService: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    Properties: 
      Cluster: 
        Ref: ECSCluster 
      DesiredCount: 0 
      TaskDefinition: 
        Ref: ECSTaskDefinition 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          AssignPublicIp: DISABLED 
          Subnets: 
           - Ref: SubnetOne 
           - Ref: SubnetTwo 
      LaunchType: FARGATE 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
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      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      CapacityProviders: 
        - FARGATE 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
      Memory: '512' 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      NetworkMode: awsvpc 
      Cpu: 256 
  ECSService: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    Properties: 
      Cluster: 
        Ref: ECSCluster 
      DesiredCount: 0 
      TaskDefinition: 
        Ref: ECSTaskDefinition 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          AssignPublicIp: DISABLED 
          Subnets: 
           - Ref: SubnetOne 
           - Ref: SubnetTwo 
      LaunchType: FARGATE 
      PlatformVersion: 1.4.0 

     

[CT.ECS.PR.2] Amazon ECS クラスターはコンテナインサイトが有効になってい
る必要があります

このコントロールは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) クラスターでコンテナインサイト
が有効になっているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ECS::Cluster
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ECS.PR.2 ルールの仕様 (p. 526)
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詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.ECS.PR.2 ルールの仕
様 (p. 526) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ECS.PR.2 サンプルテンプレート (p. 528) を参照してください。

説明

モニタリングは、Amazon ECS クラスターの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持する上で欠かせな
い要素です。CloudWatch コンテナインサイトを使用して、コンテナ化されたアプリケーションとマイク
ロサービスのメトリクスとログを収集、集計、要約します。CloudWatch は、CPU やメモリ、ディスク、
ネットワークなど、多数のリソースのメトリクスを自動的に収集します。コンテナインサイト機能は、問
題の迅速な特定と解決に役立つ、コンテナの再起動の失敗などの診断情報も提供します。また、コンテナ
インサイトが収集するメトリクスに CloudWatch アラームを設定できます。

ルール違反の修正

Name が containerInsights に設定され、Value が enabled に設定されている ClusterSettings
のエントリで、Amazon ECS クラスターのコンテナインサイトを有効にします。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECS クラスター - 例

コンテナインサイトが有効に設定された Amazon ECS クラスター。この例は JSON と YAML で示されて
います。

JSON の例

{ 
    "ECSCluster": { 
        "Type": "AWS::ECS::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterSettings": [ 
                { 
                    "Name": "containerInsights", 
                    "Value": "enabled" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ECSCluster: 
  Type: AWS::ECS::Cluster 
  Properties: 
    ClusterSettings: 
      - Name: containerInsights 
        Value: enabled 
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CT.ECS.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_container_insights_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) clusters 
 have container insights enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an Amazon ECS cluster resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS cluster resource
#       And: 'ClusterSettings' property is not present or is an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS cluster resource
#       And: 'ClusterSettings' property is present
#       And: An entry with 'Name' set to 'containerInsights' is not present in 
 'ClusterSettings'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS cluster resource
#       And: 'ClusterSettings' property is present
#       And: An entry with 'Name' set to 'containerInsights' is present in 
 'ClusterSettings' with a 'Value' not set
#            to 'enabled'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an Amazon ECS cluster resource
#       And: 'ClusterSettings' property is present
#       And: An entry with 'Name' set to 'containerInsights' is present in 
 'ClusterSettings' with a 'Value' set to
#            'enabled'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
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let ECS_CLUSTER_TYPE = "AWS::ECS::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_clusters = Resources.*[ Type == %ECS_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_container_insights_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %ecs_clusters not empty { 
    check(%ecs_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.2]: Require any Amazon ECS cluster to have container insights activated 
        [FIX]: Enable container insights on Amazon ECS clusters with an entry in 
 'ClusterSettings' that has 'Name' set to 'containerInsights' and 'Value' set to 'enabled'. 
        >>
}

rule ecs_container_insights_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.2]: Require any Amazon ECS cluster to have container insights activated 
        [FIX]: Enable container insights on Amazon ECS clusters with an entry in 
 'ClusterSettings' that has 'Name' set to 'containerInsights' and 'Value' set to 'enabled'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_cluster) { 
    %ecs_cluster { 
        # Scenario 2 
        ClusterSettings exists 
        ClusterSettings is_list 
        ClusterSettings not empty 

        # Scenario 3, 4 and 5 
        some ClusterSettings[*] { 
            Name exists 
            Value exists 

            Name is_string 
            Value is_string 

            Name == "containerInsights" 
            Value == "enabled" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
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    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      ClusterSettings: 
      - Name: containerInsights 
        Value: enabled 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      ClusterSettings: 
      - Name: containerInsights 
        Value: disabled 

     

[CT.ECS.PR.3] Amazon ECS タスク定義で、ルートでないユーザーを指定する必
要があります
このコントロールは、Amazon Elastic Container Service (ECS) タスク定義が Amazon ECS コンテナ内で
非ルートユーザーのユーザーとして実行されるかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 最小権限の適用、脆弱性の管理
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ECS.PR.3 ルールの仕様 (p. 530)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.ECS.PR.3 ルールの仕
様 (p. 530) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ECS.PR.3 サンプルテンプレート (p. 532) を参照してください。

説明
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非ルートユーザーのユーザーとしてコンテナを実行することがベストプラクティスです。デフォルトで
は、Dockerfile にUser ディレクティブが含まれていない限り、コンテナはルートユーザーのユーザーと
して実行されます。Docker によって割り当てられるデフォルトの Linux 機能では、ルートユーザーのユー
ザーとして実行できるアクションが制限されますが、制限されるのはごくわずかです。例えば、ルート
ユーザーのユーザーとして実行しているコンテナはデバイスにアクセスできません。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、コンテナ定義で設定された Amazon ECS タスク定義にのみ適用されま
す。

ルール違反の修正

User プロパティを非ルートユーザーのユーザーに設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECS タスク定義 - 例

コンテナ定義と非ルートユーザーのユーザーで構成された Amazon ECS タスク定義。この例は JSON と 
YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainerA", 
                    "User": "sampleuser", 
                    "Memory": 256 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerA 
        User: sampleuser 
        Memory: 256 
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CT.ECS.PR.3 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_nonroot_user_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions run 
 as a non-root user within Amazon ECS containers.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: One or more containers defined in 'ContainerDefinitions' do not provide a 
 'User' property
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' is present and is not an empty list
#       And: One or more containers defined in 'ContainerDefinitions' has a 'User' property 
 set to a root user
#            value (0, 'root', '0:<group>', 'root:<group>')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' is present and is not an empty list
#       And: All containers defined in 'ContainerDefinitions' do not have a 'User' property 
 set to a root user
#            value (0, 'root', '0:<group>', 'root:<group>')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
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let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ROOT_USER_PATTERNS = [ 0 , "0" , "root" , /^0:.*$/ , /^root:.*$/ ]

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_nonroot_user_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                 %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.3]: Require any Amazon ECS task definition to specify a user that is not 
 the root 
            [FIX]: Set the 'User' property to a non-root user. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_nonroot_user_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.3]: Require any Amazon ECS task definition to specify a user that is not 
 the root 
            [FIX]: Set the 'User' property to a non-root user. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_container_definitions_is_present(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            User exists 

            # Scenario 4 and 5 
            User not in %ROOT_USER_PATTERNS 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
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}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.3 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        User: exampleuser 
        Memory: 256 
      - Name: ExampleContainerB 
        Image: alpine:latest 
        User: exampleuser 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        User: exampleuser 
        Memory: 256 
      - Name: ExampleContainerB 
        Image: alpine:latest 
        User: root 

     

[CT.ECS.PR.4] Amazon ECS タスクは 'awsvpc' ネットワーキングモードを使用
する必要があります
このコントロールは、Amazon Elastic Container Service (ECS) タスク定義のネットワーキングモードが
awsvpc に設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限

532



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ECS.PR.4 ルールの仕様 (p. 534)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.ECS.PR.4 ルールの仕
様 (p. 534) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ECS.PR.4 サンプルテンプレート (p. 536) を参照してください。

説明

Amazon ECS では、別のネットワークモードを使用する具体的な理由がない限り、awsvpc ネットワーク
モードを使用することをお勧めします。awsvpc ネットワークモードを使用すると、コンテナネットワー
クを簡素化できるだけでなく、コンテナ化されたアプリケーションの相互通信や、コンテナ化されたア
プリケーションと VPC 内の他のサービスとの通信に対する統制力を強化できます。また、awsvpc ネッ
トワークモードによりコンテナのセキュリティも強化されます。これは、セキュリティグループやネット
ワークモニタリングツールを、タスク内でより詳細なレベルで利用できるようになるためです。各タスク
にはそれぞれ独自の Elastic Network Interface (ENI) が提供されるため、タスク間のトラフィックのモニ
タリングに役立つ VPC フローログなど、他の Amazon EC2 ネットワーキング機能を含めることができま
す。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、EC2 および Fargate の起動タイプの Amazon ECS タスク定義にのみ適
用されます。

ルール違反の修正

Amazon EC2 または AWS Fargate にデプロイされる Amazon ECS タスクの NetworkMode を awsvpc に
設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECS タスク定義 - 例

awsvpc ネットワーキングモードで設定されている Amazon ECS タスク定義。この例は JSON と YAML 
で示されています。

JSON の例

{ 
    "Resources": { 
        "ECSTaskDefinition": { 
            "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
            "Properties": { 
                "ContainerDefinitions": [ 
                    { 
                        "Essential": true, 
                        "Image": "nginx:latest", 
                        "Name": "SampleContainer" 
                    } 
                ], 
                "Memory": 512, 
                "NetworkMode": "awsvpc" 
            } 
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        } 
    }
} 
                 

YAML の例

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
        - Essential: true 
          Image: nginx:latest 
          Name: SampleContainer 
      Memory: 512 
      NetworkMode: awsvpc 

                 

CT.ECS.PR.4 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_awsvpc_networking_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the networking mode for Amazon Elastic Container Service 
 (ECS) task definitions is set to 'awsvpc'.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'RequiresCompatibilities' is present and only has one entry in the list set to 
 'EXTERNAL'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'RequiresCompatibilities' is either not present or set to a list with entries 
 that include 'EC2',
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#            'FARGATE' or both.
#       And: 'NetworkMode' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'RequiresCompatibilities' is either not present or set to a list with entries 
 that include 'EC2',
#            'FARGATE' or both.
#       And: 'NetworkMode' is present
#       And: 'NetworkMode' is not set to 'awsvpc'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'RequiresCompatibilities' is either not present or set to a list with entries 
 that include 'EC2',
#            'FARGATE' or both.
#       And: 'NetworkMode' is present
#       And: 'NetworkMode' is set to 'awsvpc'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let ALLOWED_NETWORK_MODES = [ "awsvpc" ]
let SUPPORTED_LAUNCH_PLATFORMS = [ "EC2" , "FARGATE" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_awsvpc_networking_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.4]: Require Amazon ECS tasks to use 'awsvpc' networking mode 
            [FIX]: Set 'NetworkMode' to 'awsvpc' for Amazon ECS tasks that deploy to Amazon 
 EC2 or AWS Fargate. 
        >>
}

rule ecs_awsvpc_networking_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.4]: Require Amazon ECS tasks to use 'awsvpc' networking mode 
            [FIX]: Set 'NetworkMode' to 'awsvpc' for Amazon ECS tasks that deploy to Amazon 
 EC2 or AWS Fargate. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ filter_external_task_definitions(this) ] { 
        # Scenario 3 
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        NetworkMode exists 

        # Scenario 4 and 5 
        NetworkMode is_string 
        NetworkMode in %ALLOWED_NETWORK_MODES 
    }
}

rule filter_external_task_definitions(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        RequiresCompatibilities not exists or 
        filter_supported_task_definitions(RequiresCompatibilities) 
    }
}

rule filter_supported_task_definitions(requires_compatibilities) { 
    %requires_compatibilities { 
        this is_list 
        this not empty 
        some this[*] in %SUPPORTED_LAUNCH_PLATFORMS 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.4 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
      Memory: 512 
      NetworkMode: awsvpc 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

536



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
      Memory: 512 

     

[CT.ECS.PR.5] アクティブな Amazon ECS タスク定義には、ロギング設定が必
要

このコントロールは、Amazon Elastic Container Service (ECS) タスク定義にロギング設定が指定されてい
るかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ECS.PR.5 ルールの仕様 (p. 539)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.ECS.PR.5 ルールの仕
様 (p. 539) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ECS.PR.5 サンプルテンプレート (p. 541) を参照してください。

説明

モニタリングは、Amazon Elastic Container Service (ECS) および AWS 環境の信頼性、可用性、パ
フォーマンスを維持する上で重要な部分です。マルチポイント障害が発生した場合のデバッグに役立つた
め、AWS 環境のすべての部分から監視データを収集することをお勧めします。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、コンテナ定義で設定された Amazon ECS タスク定義にのみ適用されま
す。

ルール違反の修正

コンテナ定義ごとに、LogConfiguration 内の LogDriver プロパティをサポートされているログドラ
イバーに設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECS タスク定義 - 例

Amazon ECS タスク定義は、各コンテナ定義で Amazon CloudWatch Logs にログ情報を送信するように
設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例
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{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Name": "ContainerA", 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Essential": true, 
                    "LogConfiguration": { 
                        "LogDriver": "awslogs", 
                        "Options": { 
                            "awslogs-group": { 
                                "Ref": "LogGroup" 
                            }, 
                            "awslogs-stream-prefix": "Container-A-LogStream", 
                            "awslogs-region": { 
                                "Ref": "AWS::Region" 
                            } 
                        } 
                    } 
                }, 
                { 
                    "Name": "ContainerB", 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "LogConfiguration": { 
                        "LogDriver": "awslogs", 
                        "Options": { 
                            "awslogs-group": { 
                                "Ref": "LogGroup" 
                            }, 
                            "awslogs-stream-prefix": "Container-B-LogStream", 
                            "awslogs-region": { 
                                "Ref": "AWS::Region" 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ContainerDefinitions: 
      - Name: ContainerA 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: !Ref 'LogGroup' 
            awslogs-stream-prefix: Container-A-LogStream 
            awslogs-region: !Ref 'AWS::Region' 
      - Name: ContainerB 
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        Image: nginx:latest 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: !Ref 'LogGroup' 
            awslogs-stream-prefix: Container-B-LogStream 
            awslogs-region: !Ref 'AWS::Region' 

                 

CT.ECS.PR.5 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_log_configuration_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions 
 have a logging configuration specified.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' do not have 
 'LogConfiguration' set or it is set
#            to an empty struct
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 
 'LogConfiguration' property present
#       And: 'LogConfiguration.LogDriver' is not present or is set to an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: All containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 'LogConfiguration' 
 property present
#       And: 'LogConfiguration.LogDriver' is present and set to a non-empty string
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_log_configuration_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.5]: Require an active Amazon ECS task definition to have a logging 
 configuration 
            [FIX]: For each container definition, within 'LogConfiguration' set the 
 'LogDriver' property to a supported log driver. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_log_configuration_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.5]: Require an active Amazon ECS task definition to have a logging 
 configuration 
            [FIX]: For each container definition, within 'LogConfiguration' set the 
 'LogDriver' property to a supported log driver. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_container_definitions_is_present(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            LogConfiguration exists 
            LogConfiguration is_struct 
            LogConfiguration not empty 

            # Scenario 4 and 5 
            LogConfiguration { 
                LogDriver exists 
                check_is_string_and_not_empty(LogDriver) 
            } 
        } 
    }
}
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rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.5 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    DeletionPolicy: Delete 
    UpdateReplacePolicy: Delete 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Name: ContainerA 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: 
              Ref: LogGroup 
            awslogs-stream-prefix: Container-A-LogStream 
            awslogs-region: 
              Ref: AWS::Region 
        Essential: true 
        Image: nginx:latest 
      - Name: ContainerB 
        LogConfiguration: 
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          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: 
              Ref: LogGroup 
            awslogs-stream-prefix: Container-B-LogStream 
            awslogs-region: 
              Ref: AWS::Region 
        Image: nginx:latest 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  LogGroup: 
    Type: AWS::Logs::LogGroup 
    DeletionPolicy: Delete 
    UpdateReplacePolicy: Delete 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Name: ContainerA 
        Essential: true 
        Image: nginx:latest 
      - Name: ContainerB 
        Image: nginx:latest 
        LogConfiguration: 
          LogDriver: awslogs 
          Options: 
            awslogs-group: 
              Ref: LogGroup 
            awslogs-stream-prefix: Container-B-LogStream 
            awslogs-region: 
              Ref: AWS::Region 

     

[CT.ECS.PR.6] Amazon ECS コンテナはルートファイルシステムへの読み取り専
用アクセスを許可する必要があります

このコントロールは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) タスク定義が、コンテナルート
ファイルシステムへの読み取り専用アクセスを要求するように設定されているかどうかをチェックしま
す。

• コントロールの目標: 最小特権を適用する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ECS.PR.6 ルールの仕様 (p. 544)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.ECS.PR.6 ルールの仕
様 (p. 544) を参照してください。
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• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ECS.PR.6 サンプルテンプレート (p. 546) を参照してください。

説明

このオプションを有効にすると、セキュリティ攻撃ベクトルが減少します。このオプションを有効にする
と、ファイルシステムフォルダとディレクトリに対する読み取り/書き込みアクセス許可が明示的に付与さ
れていない限り、コンテナインスタンスのファイルシステムへの改ざんや書き込みができません。このコ
ントロールは、最小特権の原則に準拠しています。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Windows コンテナを使用する Amazon ECS タスク定義とは互換性があ
りません。

ルール違反の修正

すべての ContainerDefinitions について、ReadonlyRootFilesystem プロパティを true に設定
します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECS タスク定義 - 例

コンテナルートファイルシステムへの読み取り専用アクセスが設定されている Amazon ECS タスク定義。
この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainerA", 
                    "ReadonlyRootFilesystem": true 
                }, 
                { 
                    "Image": "alpine:latest", 
                    "Name": "SampleContainerB", 
                    "ReadonlyRootFilesystem": true 
                } 
            ], 
            "Memory": "512" 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    ContainerDefinitions: 
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      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerA 
        ReadonlyRootFilesystem: true 
      - Image: alpine:latest 
        Name: SampleContainerB 
        ReadonlyRootFilesystem: true 
    Memory: '512' 

                 

CT.ECS.PR.6 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   ecs_containers_readonly_access_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) task 
 definitions have been configured to require read-only access to container root 
 filesystems.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
# Scenario: 1
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document does not contain an Amazon ECS task definition resource
#    Then: SKIP
# Scenario: 2
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document contains an Amazon ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is empty
#    Then: SKIP
# Scenario: 3
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document contains an Amazon ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' do not have 
 'ReadonlyRootFilesystem' present
#    Then: FAIL
# Scenario: 4
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document contains an Amazon ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have the value of 
 'ReadonlyRootFilesystem' set to
#          bool(false)
#     Then: FAIL
# Scenario: 5
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#   Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#     And: The input document contains an Amazon ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: All containers defined  in 'ContainerDefinitions' have the value of 
 'ReadonlyRootFilesystem' set to
#          bool(true)
#    Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_containers_readonly_access_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.6]: Require Amazon ECS containers to allow read-only access to the root 
 filesystem 
        [FIX]: Set the 'ReadonlyRootFilesystem' property to 'true' for all 
 'ContainerDefinitions'. 
        >>
}

rule ecs_containers_readonly_access_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.6]: Require Amazon ECS containers to allow read-only access to the root 
 filesystem 
        [FIX]: Set the 'ReadonlyRootFilesystem' property to 'true' for all 
 'ContainerDefinitions'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ filter_container_definitions_is_present(this) ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            ReadonlyRootFilesystem exists 

            # Scenario 4 
            ReadonlyRootFilesystem == true 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
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    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.6 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerA 
        ReadonlyRootFilesystem: true 
      - Image: alpine:latest 
        Name: SampleContainerB 
        ReadonlyRootFilesystem: true 
      Memory: '512' 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerA 
        ReadonlyRootFilesystem: false 
      - Image: alpine:latest 
        Name: SampleContainerB 
        ReadonlyRootFilesystem: false 
      Memory: '512' 
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[CT.ECS.PR.7] Amazon ECS タスク定義には、特定のメモリ使用量の制限が必要
です
このコントロールは、Amazon Elastic Container Service (ECS) のタスク定義で、コンテナ定義のメモリ制
限が指定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 可用性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ECS.PR.7 ルールの仕様 (p. 548)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.ECS.PR.7 ルールの仕
様 (p. 548) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ECS.PR.7 サンプルテンプレート (p. 550) を参照してください。

説明

コンテナで使用できる最大メモリを指定することをお勧めします。これは、この制限により、コンテナへ
の悪意のあるアクセスが発生した場合にリソースを保護できるためです。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、コンテナ定義で設定された Amazon ECS タスク定義にのみ適用されま
す。

ルール違反の修正

Amazon ECS タスク定義の ContainerDefinitions で Memory プロパティを設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECS タスク定義 - 例

Amazon ECS タスク定義は、コンテナ定義のメモリ制限を指定して設定されています。この例は JSON と 
YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainer", 
                    "Memory": 256 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
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YAML の例

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
        Memory: 256 

                 

CT.ECS.PR.7 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_memory_hard_limit_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions 
 have specified a memory limit for container definitions.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#      And: The input document contains an ECS task definition resource
#      And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is an empty list
#     Then: SKIP
#   Scenario: 3
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#      And: The input document contains an ECS task definition resource
#      And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#      And: One or more containers defined in 'ContainerDefinitions' do not have 'Memory' 
 property set
#     Then: FAIL
#   Scenario: 4
#    Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation hook 
 document
#      And: The input document contains an ECS task definition resource
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#      And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#      And: One or more containers defined in 'ContainerDefinitions' have 'Memory' property 
 set to an integer
#           value less than four (< 4)
#     Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: All containers defined in 'ContainerDefinitions' have 'Memory' property set to 
 an integer value
#            greater than or equal to four (>= 4)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_memory_hard_limit_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                 %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.7]: Require an Amazon ECS task definition to have a specific memory 
 usage limit 
            [FIX]: Set the 'Memory' property in 'ContainerDefinitions' for Amazon ECS task 
 definitions. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_memory_hard_limit_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.7]: Require an Amazon ECS task definition to have a specific memory 
 usage limit 
            [FIX]: Set the 'Memory' property in 'ContainerDefinitions' for Amazon ECS task 
 definitions. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [filter_container_definitions_is_present(this)]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            Memory exists 

            # Scenario 4 and 5 
            Memory >= 4 
        } 
    }
}
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rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.7 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        Memory: 256 
      - Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerB 
        Memory: 512 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: "512" 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        Memory: 256 
      - Image: alpine:latest 
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        Name: ExampleContainerB 
        Memory: 3 

     

[CT.ECS.PR.8] Amazon ECS タスク定義には、セキュアなネットワークモードと
ユーザー定義が必要です。
このコントロールは、host ネットワーキングモードを使用する Amazon Elastic Container Service (ECS) 
タスク定義に特権コンテナ定義があるかどうか、および非ルートユーザー定義が指定されているかどうか
をチェックします。

• コントロールの目標: 脆弱性の管理
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ECS.PR.8 ルールの仕様 (p. 553)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.ECS.PR.8 ルールの仕
様 (p. 553) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ECS.PR.8 サンプルテンプレート (p. 556) を参照してください。

説明

タスク定義に昇格された権限がある場合、お客様がその設定を明確に選択したことを意味します。このコ
ントロールは、タスク定義でホストネットワークが有効になっていても、お客様が昇格された権限をオプ
トインしていない場合に発生する、予期しない権限の昇格をチェックします。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、host ネットワークモードと 1 つ以上のコンテナ定義を含む Amazon 
ECS タスク定義にのみ適用されます。

• このコントロールは、Windows コンテナを使用する Amazon ECS タスク定義とは互換性があ
りません。

ルール違反の修正

host ネットワークモードを使用する Amazon ECS タスク定義では、コンテナ定義で User プロ
パティを非ルートユーザーに設定する必要があります。また、昇格された権限をオプトインするに
は、Privileged プロパティを true に設定することによって、コンテナを特権モードで実行するように
設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECS タスク定義 - 例 1

特権コンテナ定義用にホストネットワークモードが設定された Amazon ECS タスク定義。この例は JSON 
と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
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    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "NetworkMode": "host", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Name": "SampleContainerA", 
                    "User": "root", 
                    "Privileged": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Essential": true 
                }, 
                { 
                    "Name": "SampleContainerB", 
                    "User": "root", 
                    "Privileged": true, 
                    "Image": "alpine:latest" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    NetworkMode: host 
    ContainerDefinitions: 
      - Name: SampleContainerA 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
      - Name: SampleContainerB 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: alpine:latest 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECS タスク定義 - 例 2

Amazon ECS タスク定義は、非ルートユーザーコンテナ定義用にホストネットワークモードが設定さ
れ、AWS CloudFormation のデフォルトによって特権モードが無効になっています。この例は JSON と 
YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "NetworkMode": "host", 
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            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Name": "SampleContainerA", 
                    "User": "root", 
                    "Privileged": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Essential": true 
                }, 
                { 
                    "Name": "SampleContainerB", 
                    "User": "root", 
                    "Privileged": true, 
                    "Image": "alpine:latest" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    NetworkMode: host 
    ContainerDefinitions: 
      - Name: SampleContainerA 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
      - Name: SampleContainerB 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: alpine:latest 

                 

CT.ECS.PR.8 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_user_for_host_mode_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions 
 that use 'host' networking mode have a privileged container definition, and whether they 
 specify a non-root user definition.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
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#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: 'NetworkMode' property is either not present or set to a value other than 
 'host'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present and is not an empty list
#       And: 'NetworkMode' property is present and set to 'host'
#       And: A container defined in 'ContainerDefinitions' has 'Privileged' property not 
 set or is set as bool(false)
#       And: This same container either does not have the 'User' property set or has it set 
 to a value that translates
#            to root user
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: 'NetworkMode' property is present and set to 'host'
#       And: All Containers defined in 'ContainerDefinitions' either have the 'Privileged' 
 property set to bool(true)
#            or have their 'User' property set to a value that does not translate to root 
 user
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ROOT_USER_PATTERNS = [ 0 , "0" , "root" , /^0:.*$/ , /^root:.*$/ ]
let VALID_NETWORK_MODES = [ "host" ]

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_user_for_host_mode_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
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        [CT.ECS.PR.8]: Require Amazon ECS task definitions to have secure networking modes 
 and user definitions 
            [FIX]: For Amazon ECS task definitions that use 'host' networking mode, your 
 container definitions must set the 'User' property to a non-root user. Also, to opt 
 into elevated privileges, configure containers to run in privileged mode by setting the  
 'Privileged' property to 'true'. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_user_for_host_mode_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.8]: Require Amazon ECS task definitions to have secure networking modes 
 and user definitions 
            [FIX]: For Amazon ECS task definitions that use 'host' networking mode, your 
 container definitions must set the 'User' property to a non-root user. Also, to opt 
 into elevated privileges, configure containers to run in privileged mode by setting the  
 'Privileged' property to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_nw_mode_container_definitions(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 4 and 5 
            check_elevated_privilege_containers(this) or 
            check_nonroot_user_containers(this) 
        } 
    }
}

rule check_elevated_privilege_containers(container_definition) { 
    %container_definition { 
        Privileged exists 
        Privileged == true 
    }
}

rule check_nonroot_user_containers(container_definition) { 
    %container_definition { 
        User exists 
        User not in %ROOT_USER_PATTERNS 
    }
}

rule filter_nw_mode_container_definitions(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 

        # Scenario 3 
        NetworkMode exists 
        NetworkMode is_string 
        NetworkMode in %VALID_NETWORK_MODES 
    }
}

#
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# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.8 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      NetworkMode: host 
      ContainerDefinitions: 
      - Name: ExampleContainerA 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
      - Name: ExampleContainerB 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: alpine:latest 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      NetworkMode: host 
      ContainerDefinitions: 
      - Name: ExampleContainerA 
        User: root 
        Privileged: true 
        Image: nginx:latest 
        Essential: true 
      - Name: ExampleContainerB 
        Image: alpine:latest 
        User: root 
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[CT.ECS.PR.9] Amazon ECS サービスには、パブリック IP アドレスを自動で割
り当てないでください
このコントロールは、Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) サービスリソースがパブリック IP 
アドレスを自動的に割り当てるように設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目的: ネットワークアクセスの制限、最小特権の適用
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ECS::Service
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ECS.PR.9 ルールの仕様 (p. 559)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.ECS.PR.9 ルールの仕
様 (p. 559) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ECS.PR.9 サンプルテンプレート (p. 561) を参照してください。

説明

パブリック IP アドレスは、インターネットから到達可能な IP アドレスです。パブリック IP アドレスを使
用して Amazon ECS インスタンスを起動すると、Amazon ECS インスタンスにインターネットから到達
することができます。Amazon ECS サービスは、コンテナアプリケーションサーバーへの意図しないアク
セスを許可するおそれがあるため、パブリックにアクセスができないようにする必要があります。

ルール違反の修正

NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration の AssignPublicIp を DISABLED に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECS サービス - 例 1

Amazon ECS サービスは、AWS CloudFormation のデフォルトによって、パブリック IP アドレスの自動
割り当てを禁止するように設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ECSService": { 
        "Type": "AWS::ECS::Service", 
        "Properties": { 
            "Cluster": { 
                "Ref": "ECSCluster" 
            }, 
            "DesiredCount": 0, 
            "TaskDefinition": { 
                "Ref": "ECSTaskDefinition" 
            }, 
            "LaunchType": "FARGATE", 
            "NetworkConfiguration": { 
                "AwsvpcConfiguration": { 
                    "Subnets": [ 
                        { 
                            "Ref": "SubnetOne" 
                        }, 
                        { 
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                            "Ref": "SubnetTwo" 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ECSService: 
  Type: AWS::ECS::Service 
  Properties: 
    Cluster: !Ref 'ECSCluster' 
    DesiredCount: 0 
    TaskDefinition: !Ref 'ECSTaskDefinition' 
    LaunchType: FARGATE 
    NetworkConfiguration: 
      AwsvpcConfiguration: 
        Subnets: 
          - !Ref 'SubnetOne' 
          - !Ref 'SubnetTwo' 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECSサービス - 例 2

Amazon ECS サービスは、AssignPublicIp のプロパティによって、パブリック IP アドレスの自動割り
当てを禁止するように設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ECSService": { 
        "Type": "AWS::ECS::Service", 
        "Properties": { 
            "Cluster": { 
                "Ref": "ECSCluster" 
            }, 
            "DesiredCount": 0, 
            "TaskDefinition": { 
                "Ref": "ECSTaskDefinition" 
            }, 
            "LaunchType": "FARGATE", 
            "NetworkConfiguration": { 
                "AwsvpcConfiguration": { 
                    "AssignPublicIp": "DISABLED", 
                    "Subnets": [ 
                        { 
                            "Ref": "SubnetOne" 
                        }, 
                        { 
                            "Ref": "SubnetTwo" 
                        } 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
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    }
} 
                 

YAML の例

ECSService: 
  Type: AWS::ECS::Service 
  Properties: 
    Cluster: !Ref 'ECSCluster' 
    DesiredCount: 0 
    TaskDefinition: !Ref 'ECSTaskDefinition' 
    LaunchType: FARGATE 
    NetworkConfiguration: 
      AwsvpcConfiguration: 
        AssignPublicIp: DISABLED 
        Subnets: 
          - !Ref 'SubnetOne' 
          - !Ref 'SubnetTwo' 

                 

CT.ECS.PR.9 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_service_assign_public_ip_disabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) service 
 resources are configured to assign public IP addresses automatically.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::Service
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain an Amazon ECS service resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration' property is not present
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' property is not present
#      Then: SKIP
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#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' property is present
#       And: 'AssignPublicIp' property is present and set to 'ENABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' property is present
#       And: 'AssignPublicIp' property is not present
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon ECS service resource
#       And: 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' property is present
#       And: 'AssignPublicIp' property is present and set to 'DISABLED'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_SERVICE_TYPE = "AWS::ECS::Service"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_services = Resources.*[ Type == %ECS_SERVICE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_service_assign_public_ip_disabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %ecs_services not empty { 
    check(%ecs_services.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.9]: Require Amazon ECS services not to assign public IP addresses 
 automatically 
        [FIX]: Set 'AssignPublicIp' in 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' to 
 'DISABLED'. 
        >>
}

rule ecs_service_assign_public_ip_disabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_SERVICE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_SERVICE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.9]: Require Amazon ECS services not to assign public IP addresses 
 automatically 
        [FIX]: Set 'AssignPublicIp' in 'NetworkConfiguration.AwsvpcConfiguration' to 
 'DISABLED'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_service) { 
    %ecs_service [filter_ecs_service_with_vpc_configuration(this)] { 
        NetworkConfiguration { 
            AwsvpcConfiguration { 
                # Scenario 5 
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                AssignPublicIp not exists or 

                # Scenario 6 
                check_assign_public_ip_property(AssignPublicIp) 
            } 
        } 
    }
}

rule check_assign_public_ip_property(public_ip) { 
    %public_ip { 
        this is_string 
        this == "DISABLED" 
    }
}

rule filter_ecs_service_with_vpc_configuration(ecs_service) { 
    %ecs_service { 
        # Scenario 2 
        NetworkConfiguration exists 
        NetworkConfiguration is_struct 

        # Scenarion 3 and 4 
        NetworkConfiguration { 
            AwsvpcConfiguration exists 
            AwsvpcConfiguration is_struct 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.9 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
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      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      CapacityProviders: 
        - FARGATE 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
      Memory: '512' 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      NetworkMode: awsvpc 
      Cpu: 256 
  ECSService: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    Properties: 
      Cluster: 
        Ref: ECSCluster 
      DesiredCount: 0 
      TaskDefinition: 
        Ref: ECSTaskDefinition 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          Subnets: 
           - Ref: SubnetOne 
           - Ref: SubnetTwo 
      LaunchType: FARGATE 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
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    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ECSCluster: 
    Type: AWS::ECS::Cluster 
    Properties: 
      CapacityProviders: 
        - FARGATE 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
      Memory: '512' 
      RequiresCompatibilities: 
        - FARGATE 
      NetworkMode: awsvpc 
      Cpu: 256 
  ECSService: 
    Type: AWS::ECS::Service 
    Properties: 
      Cluster: 
        Ref: ECSCluster 
      DesiredCount: 0 
      TaskDefinition: 
        Ref: ECSTaskDefinition 
      NetworkConfiguration: 
        AwsvpcConfiguration: 
          AssignPublicIp: ENABLED 
          Subnets: 
           - Ref: SubnetOne 
           - Ref: SubnetTwo 
      LaunchType: FARGATE 

     

[CT.ECS.PR.10] Amazon ECS タスク定義は、ホストのプロセス名前空間を共有
しない必要があります
このコントロールは、Amazon Elastic Container Service (ECS) のタスク定義が、ホストのプロセス名前空
間をコンテナと共有するように設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標:設定の保護、最小特権の適用
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition
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• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ECS.PR.10 ルールの仕様 (p. 565)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.ECS.PR.10 ルールの仕
様 (p. 565) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ECS.PR.10 サンプルテンプレート (p. 567) を参照してください。

説明

プロセス ID (PID) 名前空間は、プロセス間を分離します。これにより、システムプロセスが他のプロセ
スに対して可視化されることを防ぎ、PID 1 を含む PID の再利用が可能になります。ホストのプロセス
の場合。s PID namespace is shared with containers, those containers can see all 
of the processes on the host system. Process visibility reduces the benefit of 
process-level isolation between the host and the containers. Reduced isolation 
can allow unauthorized access to processes on the host itself, including the 
ability to manipulate and terminate the hostベストプラクティスとして、ホストのプロセス
名前空間を、ホスト上で実行されているコンテナと共有しないでください。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、コンテナ定義で設定された Amazon ECS タスク定義にのみ適用されま
す。

• このコントロールは、AWS Fargate で実行するように設定された Amazon ECS タスク定義や 
Windows コンテナを使用する定義とは互換性がありません。

ルール違反の修正

PidMode プロパティを省略するか、または PidMode を task に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECS タスク定義 - 例 1

Amazon ECS タスク定義は、AWS CloudFormation のデフォルトによって、タスクレベルのプロセス名前
空間で設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "TaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainer" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
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YAML の例

TaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECS タスク定義 - 例 2

PidMode のプロパティによって、タスクレベルのプロセス名前空間で設定された Amazon ECS タスク定
義。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "TaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainer" 
                } 
            ], 
            "PidMode": "task" 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

TaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
    PidMode: task 

                 

CT.ECS.PR.10 ルールの仕様

# ###################################
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##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_task_definition_pid_mode_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definitions are 
 configured to share a host's process namespace with its containers.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'PidMode' is provided as an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'PidMode' is set to 'host'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'PidMode' is not present
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'PidMode' is provided as a non-empty string that is not 'host'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_task_definition_pid_mode_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %ecs_task_definitions not empty { 
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    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.10]: Require that Amazon ECS task definitions do not share the host's 
 process namespace 
            [FIX]: Omit the 'PidMode' property, or set 'PidMode' to 'task'. 
        >>
}

rule ecs_task_definition_pid_mode_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.10]: Require that Amazon ECS task definitions do not share the host's 
 process namespace 
            [FIX]: Omit the 'PidMode' property, or set 'PidMode' to 'task'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        PidMode not exists or 

        # Scenario 3 and 4 
        check_pidmode_value(PidMode) 
    }
}

rule check_pidmode_value(pid_mode) { 
    %pid_mode { 
        check_is_string_and_not_empty(this) 
        this != "host" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.ECS.PR.10 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。
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PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  TaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
      PidMode: task 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  TaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
      PidMode: host 

     

[CT.ECS.PR.11] Amazon ECS コンテナは、非特権として実行する必要がありま
す
このコントロールは、Amazon Elastic Container Service (ECS) タスク定義内のコンテナ定義で、昇格され
た権限が設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 最小特権を適用する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ECS.PR.11 ルールの仕様 (p. 570)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.ECS.PR.11 ルールの仕
様 (p. 570) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ECS.PR.11 サンプルテンプレート (p. 572) を参照してください。

説明

昇格された特権を、Amazon ECS タスク定義から削除することをお勧めします。特権パラメータが true
の場合、コンテナは、ホストコンテナインスタンスで昇格された特権で動作できます。昇格された特権は
ルートユーザー特権と同様です。
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使用に関する考慮事項

• このコントロールは、コンテナ定義で設定された Amazon ECS タスク定義にのみ適用されま
す。

• このコントロールは、Windows コンテナを使用する Amazon ECS タスク定義とは互換性があ
りません。

ルール違反の修正

ContainerDefinitions で定義されているすべてのコンテナが、Privileged プロパティを省略してい
るか、または Privileged が false に設定されていることを確認してください。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECS タスク定義 - 例

コンテナ定義の特権モードが無効化されている Amazon ECS タスク定義。この例は JSON と YAML で示
されています。

JSON の例

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "alpine:latest", 
                    "Name": "SampleContainerA" 
                }, 
                { 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainerB", 
                    "Privileged": false 
                } 
            ], 
            "Memory": "512" 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: alpine:latest 
        Name: SampleContainerA 
      - Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainerB 
        Privileged: false 
    Memory: '512' 
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CT.ECS.PR.11 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_containers_nonprivileged_check
#  
# Description:
#   This control checks whether container definitions in Amazon Elastic Container Service 
 (ECS) task definitions are configured with elevated privileges.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 'Privileged' 
 set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ECS task definition resource
#       And: 'ContainerDefinitions' property is present
#       And: All containers defined in 'ContainerDefinitions' either do not have the 
 'Privileged' property present or
#            'Privileged' is present and set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
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# Primary Rules
#
rule ecs_containers_nonprivileged_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.11]: Require an Amazon ECS container to run as non-privileged 
            [FIX]: Be sure that all containers defined in 'ContainerDefinitions' either 
 omit the 'Privileged' property, or that they set 'Privileged' to 'false'. 
        >>
}

rule ecs_containers_nonprivileged_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.11]: Require an Amazon ECS container to run as non-privileged 
            [FIX]: Be sure that all containers defined in 'ContainerDefinitions' either 
 omit the 'Privileged' property, or that they set 'Privileged' to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_container_definitions_is_present(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[*] { 
            # Scenario 3 
            Privileged not exists or 

            # Scenario 4 
            Privileged == false 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.ECS.PR.11 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerA 
      - Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerB 
        Privileged: false 
      Memory: '512' 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        Privileged: false 
      - Essential: true 
        Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerB 
      - Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerC 
        Privileged: true 
      Memory: '512' 

     

[CT.ECS.PR.12] Amazon ECS タスク定義は、シークレットをコンテナ環境変数
として渡さない必要があります

このコントロールは、Amazon Elastic Container Service（ECS）のタスク定義のコンテナ定義
に、AWS_ACCESS_KEY_ID、AWS_SECRET_ACCESS_KEY、または ECS_ENGINE_AUTH_DATA という名前
の環境変数が含まれているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 強力な認証を使用する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ECS::TaskDefinition
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ECS.PR.12 ルールの仕様 (p. 574)
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詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.ECS.PR.12 ルールの仕
様 (p. 574) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ECS.PR.12 サンプルテンプレート (p. 576) を参照してください。

説明

AWS Systems Manager Parameter Store は、組織のセキュリティ体制の改善に役立ちます。シーク
レットと認証情報は、コンテナインスタンスに渡したり、ソースコードに入力したりするのではな
く、Parameter Store を使用して保存することをお勧めします。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、コンテナ定義で設定された Amazon ECS タスク定義にのみ適用されま
す。

• このコントロールは、コンテナ定義で直接設定されたプレーンテキストの環境変数を評価しま
す。

ルール違反の修正

Name が AWS_ACCESS_KEY_ID、AWS_SECRET_ACCESS_KEY、または ECS_ENGINE_AUTH_DATA に設定
された環境変数をコンテナ定義から省略します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ECS タスク定義 - 例

機密データを環境変数としてコンテナに取り込むように設定された Amazon ECS タスク定義。この例は 
JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ECSTaskDefinition": { 
        "Type": "AWS::ECS::TaskDefinition", 
        "Properties": { 
            "Memory": "512", 
            "ExecutionRoleArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "ECSTaskExecutionRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            }, 
            "ContainerDefinitions": [ 
                { 
                    "Essential": true, 
                    "Image": "nginx:latest", 
                    "Name": "SampleContainer", 
                    "Environment": [ 
                        { 
                            "Name": "SAMPLE_ENV_VAR", 
                            "Value": "sampleValue" 
                        } 
                    ], 
                    "Secrets": [ 
                        { 
                            "Name": "SAMPLE_SENSITIVE_ENV_VAR", 
                            "ValueFrom": "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/
sample_parameter" 
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                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ECSTaskDefinition: 
  Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
  Properties: 
    Memory: '512' 
    ExecutionRoleArn: !GetAtt 'ECSTaskExecutionRole.Arn' 
    ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: SampleContainer 
        Environment: 
          - Name: SAMPLE_ENV_VAR 
            Value: sampleValue 
        Secrets: 
          - Name: SAMPLE_SENSITIVE_ENV_VAR 
            ValueFrom: arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/sample_parameter 

                 

CT.ECS.PR.12 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   ecs_no_environment_secrets_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Elastic Container Service (ECS) task definition 
 container definitions include environment variables named 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY', or 'ECS_ENGINE_AUTH_DATA'.
#  
# Reports on:
#   AWS::ECS::TaskDefinition
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
# Scenario: 1
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document does not contain an ECS task definition resource
#    Then: SKIP
# Scenario: 2
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document contains an ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is not present or is empty
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#    Then: SKIP
# Scenario: 3
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document contains an ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: Containers defined in 'ContainerDefinitions' do not have 'Environment' property 
 present
#    Then: SKIP
# Scenario: 4
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document contains an ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 'Environment' 
 present
#     And: 'Environment' property has an entry with 'Name' set to 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY', or
#           'ECS_ENGINE_AUTH_DATA'
#     Then: FAIL
# Scenario: 5
#   Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook document
#     And: The input document contains an ECS task definition resource
#     And: 'ContainerDefinitions' property is present
#     And: One or more containers defined  in 'ContainerDefinitions' have 'Environment' 
 present
#     And: 'Environment' property does not have an entry with 'Name' set to 
 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY',
#           or 'ECS_ENGINE_AUTH_DATA'
#    Then: PASS

#
# Constants
#
let ECS_TASK_DEFINITION_TYPE = "AWS::ECS::TaskDefinition"
let INPUT_DOCUMENT = this
let RESTRICTED_ENVIRONMENT_VARIABLES = ["AWS_ACCESS_KEY_ID", "AWS_SECRET_ACCESS_KEY", 
 "ECS_ENGINE_AUTH_DATA"]

#
# Assignments
#
let ecs_task_definitions = Resources.*[ Type == %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule ecs_no_environment_secrets_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %ecs_task_definitions not empty { 
    check(%ecs_task_definitions.Properties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.12]: Require that Amazon ECS task definitions do not pass secrets as 
 container environment variables 
            [FIX]: Omit environment variables with 'Name' set to 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' or 'ECS_ENGINE_AUTH_DATA' from container definitions. 
        >>
}

rule ecs_no_environment_secrets_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ECS_TASK_DEFINITION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ECS_TASK_DEFINITION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ECS.PR.12]: Require that Amazon ECS task definitions do not pass secrets as 
 container environment variables 
            [FIX]: Omit environment variables with 'Name' set to 'AWS_ACCESS_KEY_ID', 
 'AWS_SECRET_ACCESS_KEY' or 'ECS_ENGINE_AUTH_DATA' from container definitions. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition [ 
        filter_container_definitions_is_present(this) 
    ]{ 
        ContainerDefinitions[ 
            filter_environment_is_present(this) 
        ] { 
            # Scenario 4 and 5 
            Environment[*] { 
                Name not in %RESTRICTED_ENVIRONMENT_VARIABLES 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_container_definitions_is_present(ecs_task_definition) { 
    %ecs_task_definition { 
        # Scenario 2 
        ContainerDefinitions exists 
        ContainerDefinitions is_list 
        ContainerDefinitions not empty 
    }
}

rule filter_environment_is_present(container_definition) { 
    %container_definition { 
        # Scenario 3 
        Environment exists 
        Environment is_list 
        Environment not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ECS.PR.12 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  ECSTaskExecutionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
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    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - ecs-tasks.amazonaws.com 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      ManagedPolicyArns: 
      - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonECSTaskExecutionRolePolicy 
      Policies: 
      - PolicyName: ECSTaskPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - ssm:GetParameters 
            Resource: arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/example_parameter 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ExecutionRoleArn: 
        Fn::GetAtt: [ ECSTaskExecutionRole, Arn ] 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainer 
        Environment: 
        - Name: EXAMPLE_ENV_VAR 
          Value: exampleValue 
        Secrets: 
        - Name: EXAMPLE_SENSITIVE_ENV_VAR 
          ValueFrom: arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/example_parameter 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  ECSTaskDefinition: 
    Type: AWS::ECS::TaskDefinition 
    Properties: 
      Memory: '512' 
      ContainerDefinitions: 
      - Essential: true 
        Image: nginx:latest 
        Name: ExampleContainerA 
        Environment: 
        - Name: AWS_ACCESS_KEY_ID 
          Value: exampleKey 
        - Name: AWS_SECRET_ACCESS_KEY 
          Value: exampleSecretKey 
      - Image: alpine:latest 
        Name: ExampleContainerB 
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Amazon Elastic File System のコントロール
トピック

• [CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1] Amazon EFS ファイルシステムは、保管中のファイルデータを 
AWS KMS を使用して暗号化する必要があります (p. 578)

• [CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2] Amazon EFS ボリュームには自動バックアッププランが必要で
す (p. 582)

• [CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3] Amazon EFS アクセスポイントにルートディレクトリが必要で
す (p. 585)

• [CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4] Amazon EFS アクセスポイントは、ユーザーアイデンティティを適
用する必要があります (p. 589)

[CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1] Amazon EFS ファイルシステムは、保管中の
ファイルデータを AWS KMS を使用して暗号化する必要があります
このコントロールは、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムが AWS KMS を使用
してファイルデータを暗号化するように設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 保管中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::EFS::FileSystem
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1 ルールの仕様 (p. 579)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1 ルールの仕様 (p. 579) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1 サンプルテンプレート (p. 581) を参照してください。

説明

Amazon EFS で機密データのセキュリティを強化するには、暗号化されたファイルシステムを作成する必
要があります。Amazon EFS は保管時のファイルシステムの暗号化をサポートします。Amazon EFS ファ
イルシステムを作成する場合、保管中のデータの暗号化を有効にすることができます。

使用に関する考慮事項

• このコントロールでは、Encrypted プロパティを true に設定するだけでよく、KmsKeyId
プロパティを指定する必要はありません。

• KmsKeyId プロパティが指定されていない場合、Amazon EFS (/aws/elasticfilesystem) 
のデフォルトである AWS KMS key が暗号化されたファイルシステムの保護に使用されます。

ルール違反の修正

Encrypted を true に設定し、オプションで KmsKeyId を有効な AWS KMS key 識別子に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EFS ファイルシステム - 例 1

Amazon EFS ファイルシステムは、Amazon EFS のデフォルトの AWS KMS key によって暗号化が有効に
設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。
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JSON の例

{ 
    "EFSFileSystem": { 
        "Type": "AWS::EFS::FileSystem", 
        "Properties": { 
            "Encrypted": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

EFSFileSystem: 
  Type: AWS::EFS::FileSystem 
  Properties: 
    Encrypted: true 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EFS ファイルシステム - 例 2

Amazon EFS ファイルシステムは、カスタマー管理の AWS KMS key によって暗号化が有効に設定されて
います。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "EFSFileSystem": { 
        "Type": "AWS::EFS::FileSystem", 
        "Properties": { 
            "Encrypted": true, 
            "KmsKeyId": { 
                "Ref": "KMSKey" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

EFSFileSystem: 
  Type: AWS::EFS::FileSystem 
  Properties: 
    Encrypted: true 
    KmsKeyId: !Ref 'KMSKey' 

                 

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
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##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   efs_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system is 
 configured to encrypt file data using AWS KMS.
#  
# Reports on:
#   AWS::EFS::FileSystem
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EFS file system resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'Encrypted' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'Encrypted' is present and set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'Encrypted' is present and set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RESOURCE_TYPE = "AWS::EFS::FileSystem"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let efs_file_systems = Resources.*[ Type == %RESOURCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule efs_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                              %efs_file_systems not empty { 
    check(%efs_file_systems.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.1]: Require an Amazon EFS file system to encrypt file 
 data at rest using AWS KMS 
        [FIX]: Set 'Encrypted' to 'true' and optionally set 'KmsKeyId' to a valid AWS KMS 
 key identifier. 
        >>
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}

rule efs_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %RESOURCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.1]: Require an Amazon EFS file system to encrypt file 
 data at rest using AWS KMS 
        [FIX]: Set 'Encrypted' to 'true' and optionally set 'KmsKeyId' to a valid AWS KMS 
 key identifier. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(efs_file_systems) { 
    %efs_file_systems { 
        # Scenario 2 
        Encrypted exists 
        # Scenario 3 and 4 
        Encrypted == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: 
      Encrypted: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
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    Properties: 
      Encrypted: false 

     

[CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2] Amazon EFS ボリュームには自動バックアップ
プランが必要です
このコントロールは、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) ファイルシステムに AWS Backup 経由
での自動バックアップが設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 回復性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::EFS::FileSystem
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2 ルールの仕様 (p. 583)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2 ルールの仕様 (p. 583) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2 サンプルテンプレート (p. 584) を参照してください。

説明

バックアッププランに Amazon EFS ファイルシステムを含めると、削除やデータ損失からデータを保護で
きます。

ルール違反の修正

BackupPolicy.Status を ENABLED に設定することによって、自動バックアップを有効にします。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EFS ファイルシステム - 例

自動バックアップが有効に設定されている Amazon EFS ファイルシステム。この例は JSON と YAML で
示されています。

JSON の例

{ 
    "EFSFileSystem": { 
        "Type": "AWS::EFS::FileSystem", 
        "Properties": { 
            "BackupPolicy": { 
                "Status": "ENABLED" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例
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EFSFileSystem: 
  Type: AWS::EFS::FileSystem 
  Properties: 
    BackupPolicy: 
      Status: ENABLED 

                 

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   efs_automatic_backups_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic File System (Amazon EFS) file system 
 has been configured with automatic backups through AWS Backup.
#  
# Reports on:
#   AWS::EFS::FileSystem
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EFS file system resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'BackupPolicy' is not present
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'BackupPolicy' is present and 'Status' is set to 'DISABLED'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS file system resource
#       And: 'BackupPolicy' is present and 'Status' is set to 'ENABLED'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RESOURCE_TYPE = "AWS::EFS::FileSystem"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
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#
let efs_file_systems = Resources.*[ Type == %RESOURCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule efs_automatic_backups_enabled_check when is_cfn_template(this) 
                                              %efs_file_systems not empty { 
    check(%efs_file_systems.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.2]: Require an Amazon EFS volume to have an automated 
 backup plan 
        [FIX]: Enable automatic backups by setting 'BackupPolicy.Status' to 'ENABLED'. 
        >>

}

rule efs_automatic_backups_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %RESOURCE_TYPE) 
 { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.2]: Require an Amazon EFS volume to have an automated 
 backup plan 
        [FIX]: Enable automatic backups by setting 'BackupPolicy.Status' to 'ENABLED'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(efs_file_systems) { 
    %efs_file_systems { 
        # Scenario 2 
        BackupPolicy exists 
        BackupPolicy is_struct 
        BackupPolicy { 
            # Scenario 3 and 4 
            Status exists 
            Status == "ENABLED" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。
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Resources: 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: 
      BackupPolicy: 
        Status: ENABLED 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: 
      BackupPolicy: 
        Status: DISABLED 

     

[CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3] Amazon EFS アクセスポイントにルートディレ
クトリが必要です

このコントロールは、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) アクセスポイントが、ルートディレクト
リを適用するように設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 最小特権を適用する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::EFS::AccessPoint
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3 ルールの仕様 (p. 586)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3 ルールの仕様 (p. 586) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3 サンプルテンプレート (p. 588) を参照してください。

説明

ルートディレクトリを適用すると、アクセスポイントを使用する NFS クライアントは、ファイルシステム
のルートディレクトリではなく、アクセスポイントに設定されたルートディレクトリを使用します。アク
セスポイントのルートディレクトリを適用すると、アクセスポイントのユーザーは、指定されたサブディ
レクトリのファイルにのみアクセスできるため、データアクセスを制限できます。

ルール違反の修正

Path の値が / に等しくない RootDirectory.Path 設定を指定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。
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Amazon EFS アクセスポイント - 例

ルートディレクトリが特定のサブディレクトリに設定された Amazon EFS アクセスポイント。この例は 
JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "EFSAccessPoint": { 
        "Type": "AWS::EFS::AccessPoint", 
        "Properties": { 
            "FileSystemId": { 
                "Ref": "EFSFileSystem" 
            }, 
            "RootDirectory": { 
                "Path": "/dir1/child1" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

EFSAccessPoint: 
  Type: AWS::EFS::AccessPoint 
  Properties: 
    FileSystemId: !Ref 'EFSFileSystem' 
    RootDirectory: 
      Path: /dir1/child1 

                 

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   efs_access_point_enforce_root_directory_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic File System (Amazon EFS) access points 
 are configured to enforce a root directory.
#  
# Reports on:
#   AWS::EFS::AccessPoint
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EFS access point resources
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#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'RootDirectory' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'RootDirectory' has been provided
#       And: 'Path' within 'RootDirectory' has not been provided or has been provided with 
 an empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'RootDirectory' has been provided
#       And: 'Path' within 'RootDirectory' been provided with a value of '/'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'RootDirectory' has been provided
#       And: 'Path' within 'RootDirectory' been provided with a non-empty string value not 
 equal to '/'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EFS_ACCESS_POINT_TYPE = "AWS::EFS::AccessPoint"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let efs_access_points = Resources.*[ Type == %EFS_ACCESS_POINT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule efs_access_point_enforce_root_directory_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %efs_access_points not empty { 
    check(%efs_access_points.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.3]: Require Amazon EFS access points to have a root 
 directory 
        [FIX]: Provide a 'RootDirectory.Path' configuration with a value for 'Path' that 
 does not equal '/'. 
        >>
}

rule efs_access_point_enforce_root_directory_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EFS_ACCESS_POINT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EFS_ACCESS_POINT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.3]: Require Amazon EFS access points to have a root 
 directory 
        [FIX]: Provide a 'RootDirectory.Path' configuration with a value for 'Path' that 
 does not equal '/'. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(efs_access_points) { 
    %efs_access_points { 
        # Scenario 2 
        RootDirectory exists 
        RootDirectory { 
            # Scenario 3,4 and 5 
            Path exists 
            check_is_string_and_not_empty(Path) 
            Path != "/" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.3 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  EFSAccessPoint: 
    Type: AWS::EFS::AccessPoint 
    Properties: 
      FileSystemId: 
        Ref: EFSFileSystem 
      RootDirectory: 
        Path: /dir1/child1 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: {} 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。
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Resources: 
  EFSAccessPoint: 
    Type: AWS::EFS::AccessPoint 
    Properties: 
      FileSystemId: 
        Ref: EFSFileSystem 
      RootDirectory: 
        Path: / 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: {} 

     

[CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4] Amazon EFS アクセスポイントは、ユーザーア
イデンティティを適用する必要があります

このコントロールは、Amazon Elastic File System (Amazon EFS) アクセスポイントが、ユーザーアイデン
ティティを適用するように設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 最小特権を適用する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::EFS::AccessPoint
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4 ルールの仕様 (p. 590)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4 ルールの仕様 (p. 590) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4 サンプルテンプレート (p. 592) を参照してください。

説明

Amazon EFS アクセスポイントは、Amazon EFS ファイルシステムへのアプリケーション固有のエントリ
ポイントです。これにより、共有データセットへのアプリケーションアクセスが管理しやすくなります。
アクセスポイントを使用すると、アクセスポイントを介したすべてのファイルシステム要求に対してユー
ザーアイデンティティ (ユーザーの POSIX グループなど) を適用できます。また、アクセスポイントは、
ファイルシステムに別のルートディレクトリを適用でき、クライアントは、指定されたディレクトリまた
はそのサブディレクトリ内のデータにのみアクセスできます。

ルール違反の修正

POSIX ユーザー ID (Uid) と POSIX グループ ID (Gid) を使用して PosixUser 構成を指定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon EFS アクセスポイント - 例

Amazon EFS アクセスポイントは、アクセスポイントを介したすべてのファイルシステムリクエストに
ユーザーアイデンティティを適用するように設定されています。この例は JSON と YAML で示されていま
す。

JSON の例
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{ 
    "EFSAccessPoint": { 
        "Type": "AWS::EFS::AccessPoint", 
        "Properties": { 
            "FileSystemId": { 
                "Ref": "EFSFileSystem" 
            }, 
            "PosixUser": { 
                "Uid": "111", 
                "Gid": "222" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

EFSAccessPoint: 
  Type: AWS::EFS::AccessPoint 
  Properties: 
    FileSystemId: !Ref 'EFSFileSystem' 
    PosixUser: 
      Uid: '111' 
      Gid: '222' 

                 

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
# Rule Identifier:
#   efs_access_point_enforce_user_identity_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Amazon Elastic File System (Amazon EFS) access points 
 are configured to enforce a user identity.
#  
# Reports on:
#   AWS::EFS::AccessPoint
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon EFS access point resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'PosixUser' has not been provided
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'PosixUser' has been provided
#       And: 'Uid' within 'PosixUser' has not been provided or has been provided with an 
 empty string value
#       And: 'Gid' within 'PosixUser' has not been provided or has been provided with an 
 empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Amazon EFS access point resource
#       And: 'PosixUser' has been provided
#       And: 'Uid' within 'PosixUser' has been provided with a non-empty string value
#       And: 'Gid' within 'PosixUser' has been provided with a non-empty string value
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let EFS_ACCESS_POINT_TYPE = "AWS::EFS::AccessPoint"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let efs_access_points = Resources.*[ Type == %EFS_ACCESS_POINT_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule efs_access_point_enforce_user_identity_check when is_cfn_template(this) 
                                                       %efs_access_points not empty { 
    check(%efs_access_points.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.4]: Require Amazon EFS access points to enforce a user 
 identity 
        [FIX]: Provide a 'PosixUser' configuration with a POSIX user ID ('Uid') and POSIX 
 group ID ('Gid'). 
        >>
}

rule efs_access_point_enforce_user_identity_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %EFS_ACCESS_POINT_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%EFS_ACCESS_POINT_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICFILESYSYSTEM.PR.4]: Require Amazon EFS access points to enforce a user 
 identity 
        [FIX]: Provide a 'PosixUser' configuration with a POSIX user ID ('Uid') and POSIX 
 group ID ('Gid'). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(efs_access_points) { 
    %efs_access_points { 
        # Scenario 2 
        PosixUser exists 
        PosixUser { 
            # Scenario 3 and 4 
            Uid exists 
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            check_is_string_and_not_empty(Uid) 
            Gid exists 
            check_is_string_and_not_empty(Gid) 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.ELASTICFILESYSTEM.PR.4 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  EFSAccessPoint: 
    Type: AWS::EFS::AccessPoint 
    Properties: 
      FileSystemId: 
        Ref: EFSFileSystem 
      PosixUser: 
        Uid: '111' 
        Gid: '222' 
  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: {} 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  EFSAccessPoint: 
    Type: AWS::EFS::AccessPoint 
    Properties: 
      FileSystemId: 
        Ref: EFSFileSystem 
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  EFSFileSystem: 
    Type: AWS::EFS::FileSystem 
    Properties: {} 

     

Elastic Load Balancing のコントロール
トピック

• [CCT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1] Application Load Balancer リスナーのデフォルトアクション
は、すべての HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクトする必要があります (p. 593)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2] Amazon ELB アプリケーションまたは Network Load Balancer 
には AWS Certificate Manager 証明書が必要です (p. 599)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3] Application Load Balancer は、防御モードまたは最も厳密な非
同期緩和モードを有効にする必要があります (p. 607)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4] すべての Application Load Balancer は、HTTP ヘッダーを削除
するように設定する必要があります (p. 613)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5] Application Load Balancer は削除保護が有効になっている必要
があります (p. 618)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6] アプリケーションと Network Load Balancer のアクセスログを
有効にする必要があります (p. 623)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7] Classic Load Balancer には複数のアベイラビリティーゾーンが
設定されている必要があります (p. 632)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8] Classic Load Balancer の SSL/HTTPS リスナーには、AWS 
Certificate Manager から提供された証明書が必要です (p. 639)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9] AWS ELB アプリケーションまたは Classic Load Balancer リス
ナーには、HTTPS または TLS ターミネーションが設定されている必要があります (p. 646)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10] ELB アプリケーションまたは Classic Load Balancer は、ロギ
ングが有効になっている必要があります (p. 651)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11] ELB Classic Load Balancer は Connection Draining が有効に
なっている必要があります (p. 659)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12] ELB Classic Load Balancer の SSL/HTTPS リスナーには、強
力な設定の事前定義されたセキュリティポリシーが必要です (p. 664)

• [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13] ELB Classic Load Balancer では、クロスゾーン負荷分散が有
効になっている必要があります (p. 671)

[CCT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1] Application Load Balancer リスナーのデ
フォルトアクションは、すべての HTTP リクエストを HTTPS にリダイレクトす
る必要があります

このコントロールは、Application Load Balancer の HTTP リスナーでのデフォルトのアクションとし
て、HTTP から HTTPS へのリダイレクトが設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 転送中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1 ルールの仕様 (p. 595)

詳細と例
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• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1 ルールの仕様 (p. 595) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1 サンプルテンプレート (p. 597) を参照してください。

説明

Application Load Balancer の使用を開始する前に、1 つ以上のリスナーを追加する必要があります。リ
スナーとは、設定したプロトコルとポートを使用して接続リクエストをチェックするプロセスです。リ
スナーは、HTTP プロトコルと HTTPS プロトコルをサポートします。HTTPS リスナーを使用して、暗
号化と復号化の作業を Application Load Balancer にオフロードすることができます。Application Load 
Balancer でリダイレクトアクションを使用して、クライアントの HTTP リクエストをポート 443 の 
HTTPS リクエストにリダイレクトし、転送中の暗号化を適用する必要があります。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Application Load Balancer リスナーのデフォルトアクションのみを評価
します。

ルール違反の修正

Application Load Balancer の HTTP リスナーにデフォルトの HTTPS リダイレクトアクションを設定しま
す。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Application Load Balancer リスナー - 例

Application Load Balancer リスナーは、ポート 80 での HTTP リクエストをポート 443 での HTTPS リク
エストにリダイレクトするデフォルトアクションが設定され、元のホスト名、パス、クエリ文字列を保持
します。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "Listener": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener", 
        "Properties": { 
            "LoadBalancerArn": { 
                "Ref": "ApplicationLoadBalancer" 
            }, 
            "Port": 80, 
            "Protocol": "HTTP", 
            "DefaultActions": [ 
                { 
                    "Type": "redirect", 
                    "RedirectConfig": { 
                        "Protocol": "HTTPS", 
                        "Port": 443, 
                        "Host": "#{host}", 
                        "Path": "/#{path}", 
                        "Query": "#{query}", 
                        "StatusCode": "HTTP_301" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
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YAML の例

Listener: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
  Properties: 
    LoadBalancerArn: !Ref 'ApplicationLoadBalancer' 
    Port: 80 
    Protocol: HTTP 
    DefaultActions: 
      - Type: redirect 
        RedirectConfig: 
          Protocol: HTTPS 
          Port: 443 
          Host: '#{host}' 
          Path: /#{path} 
          Query: '#{query}' 
          StatusCode: HTTP_301 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   alb_http_to_https_redirection_check
#  
# Description:
#   This control checks whether HTTP to HTTPS redirection is configured as a default action 
 on HTTP listeners of Application Load Balancers.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ElasticLoadBalancingV2 listener 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to a value other than 'HTTP'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTP'
#       And: 'DefaultActions' is missing or is provided and an empty list
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTP'
#       And: 'DefaultActions' contains an action with 'Type' set to a value other than 
 'redirect'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTP'
#       And: 'DefaultActions' contains an action with 'Type' set to a value of 'redirect'
#       And: 'RedirectConfig.Protocol' is missing or set to a value other than 'HTTPS'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTP'
#       And: All 'DefaultActions' have an action with 'Type' set to a value of 'redirect' 
 and
#            'Protocol.RedirectConfig' set to the value 'HTTPS'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elb_v2_listeners = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule alb_http_to_https_redirection_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %elb_v2_listeners not empty { 
    check(%elb_v2_listeners.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1]: Require any application load balancer listener 
 default actions to redirect all HTTP requests to HTTPS 
        [FIX]: Configure a default HTTPS redirect action on application load balancer HTTP 
 listeners. 
        >>
}

rule alb_http_to_https_redirection_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1]: Require any application load balancer listener 
 default actions to redirect all HTTP requests to HTTPS 
        [FIX]: Configure a default HTTPS redirect action on application load balancer HTTP 
 listeners. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elbv2_listener) { 
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    %elbv2_listener [ 
        # Scenario 2 
        Protocol in [ "HTTP" ] 
    ] { 
        # Scenarios 3 
        DefaultActions exists 
        DefaultActions is_list 
        DefaultActions not empty 

        # Scenario 4 and 5 
        DefaultActions[*] { 
            Type == "redirect" 

            RedirectConfig exists 
            RedirectConfig is_struct 
            RedirectConfig { 
                Protocol exists 
                Protocol == "HTTPS" 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
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  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
  Listener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      LoadBalancerArn: 
        Ref: ApplicationLoadBalancer 
      Port: 80 
      Protocol: HTTP 
      DefaultActions: 
      - Type: redirect 
        RedirectConfig: 
          Protocol: HTTPS 
          Port: 443 
          Host: "#{host}" 
          Path: "/#{path}" 
          Query: "#{query}" 
          StatusCode: "HTTP_301" 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
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      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
  Listener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      LoadBalancerArn: 
        Ref: ApplicationLoadBalancer 
      Port: 80 
      Protocol: HTTP 
      DefaultActions: 
      - Type: redirect 
        RedirectConfig: 
          Protocol: HTTP 
          Port: 8080 
          Host: "#{host}" 
          Path: "/#{path}" 
          Query: "#{query}" 
          StatusCode: "HTTP_301" 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2] Amazon ELB アプリケーションまたは 
Network Load Balancer には AWS Certificate Manager 証明書が必要です

このコントロールは、Elastic Load Balancing (ELB) アプリケーションと Network Load Balancer が AWS 
Certificate Manager (ACM) から提供された証明書を使用しているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 転送中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ:
AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener、AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate

• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2 ルールの仕様 (p. 601)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2 ルールの仕様 (p. 601) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2 サンプルテンプレート (p. 605) を参照してください。

説明

証明書の作成するには、AWS Certificate Manager (ACM)、または SSL および TLS プロトコルをサポート
する OpenSSL などのツールを使用します。AWS Control Tower では、AWS Certificate Manager を使用し
て､ロードバランサーの証明書を作成またはインポートすることをお勧めします。
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AWS Certificate Manager は Amazon ELB アプリケーションロードバランサーやネットワークロードバラ
ンサーと連携するため、ロードバランサーに証明書をデプロイできます。これらの証明書を自動的に更新
することもお勧めします。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、1 つ以上の証明書が設定されている HTTPS および TLS Amazon ELB リ
スナーと ELB リスナー証明書リソースにのみ適用されます。

ルール違反の修正

AWS Certificate Manager によって提供された証明書を使用するように Certificates プロパティを設定
します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ELB リスナー - 例

Amazon ELB HTTPS リスナーは AWS Certificate Manager SSL 証明書で設定されています。この例は 
JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ELBListener": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener", 
        "Properties": { 
            "DefaultActions": [ 
                { 
                    "Type": "forward", 
                    "TargetGroupArn": { 
                        "Ref": "TargetGroup" 
                    } 
                } 
            ], 
            "LoadBalancerArn": { 
                "Ref": "ApplicationLoadBalancer" 
            }, 
            "Protocol": "HTTPS", 
            "Certificates": [ 
                { 
                    "CertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Port": 443 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ELBListener: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
  Properties: 
    DefaultActions: 
      - Type: forward 
        TargetGroupArn: !Ref 'TargetGroup' 
    LoadBalancerArn: !Ref 'ApplicationLoadBalancer' 
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    Protocol: HTTPS 
    Certificates: 
      - CertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 
    Port: 443 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon ELB リスナー証明書 - 例

Amazon ELB HTTPS リスナーは AWS Certificate Manager SSL 証明書で設定されています。この例は 
JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ELBListenerCertificate": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate", 
        "Properties": { 
            "ListenerArn": { 
                "Ref": "Listener" 
            }, 
            "Certificates": [ 
                { 
                    "CertificateArn": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ELBListenerCertificate: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate 
  Properties: 
    ListenerArn: !Ref 'Listener' 
    Certificates: 
      - CertificateArn: !Ref 'ACMCertificate' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elbv2_acm_certificate_required_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Elastic Load Balancing (ELB) application and network 
 load balancers use certificates provided by AWS Certificate Manager (ACM).
#  
# Reports on:
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#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener, AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ElasticLoadBalancingV2 listener or 
 listener certificate resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener resource
#       And: 'Protocol' is set to a value other than 'HTTPS' or 'TLS'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener certificate 
 resource
#       And: 'Certificates' has not been provided or has been provided as an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener resource
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTPS' or 'TLS'
#       And: 'Certificates' has not been provided or has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener resource
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTPS' or 'TLS'
#       And: One or more items in 'Certificates' do not match an ACM certificate ARN
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener certificate 
 resource
#       And: One or more items in 'Certificates' do not match an ACM certificate ARN
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener resource
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTPS' or 'TLS'
#       And: All items in 'Certificates' match an ACM certificate ARN
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 listener certificate 
 resource
#       And: All items in 'Certificates' match an ACM certificate ARN
#      Then: PASS

#
# Constants
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#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener"
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_CERTIFICATE_TYPE = 
 "AWS::ElasticLoadBalancingV2::ListenerCertificate"
let ACM_CERTIFICATE_ARN_PATTERN = /arn:aws[a-z0-9\-]*:acm:[a-z0-9\-]+:\d{12}:certificate\/
[\w\-]{1,64}/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elb_v2_listeners = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE ]
let elb_v2_certificates = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_CERTIFICATE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elbv2_acm_certificate_required_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %elb_v2_listeners not empty { 
    check_listener(%elb_v2_listeners.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2]: Require any Amazon ELB application or network load 
 balancer to have an AWS Certificate Manager certificate 
            [FIX]: Configure the 'Certificates' property to use certificates provided by 
 AWS Certificate Manager. 
        >>
}

rule elbv2_acm_certificate_required_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE) { 
    check_listener(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_LISTENER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2]: Require any Amazon ELB application or network load 
 balancer to have an AWS Certificate Manager certificate 
            [FIX]: Configure the 'Certificates' property to use certificates provided by 
 AWS Certificate Manager. 
        >>
}

rule elbv2_acm_certificate_required_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %elb_v2_certificates not empty { 
    check_elbv2_listener_certificate(%elb_v2_certificates.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2]: Require any Amazon ELB application or network load 
 balancer to have an AWS Certificate Manager certificate 
            [FIX]: Configure the 'Certificates' property to use certificates provided by 
 AWS Certificate Manager. 
        >>
}

rule elbv2_acm_certificate_required_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_CERTIFICATE_TYPE) { 
    check_elbv2_listener_certificate(%INPUT_DOCUMENT.
%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_CERTIFICATE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2]: Require any Amazon ELB application or network load 
 balancer to have an AWS Certificate Manager certificate 
            [FIX]: Configure the 'Certificates' property to use certificates provided by 
 AWS Certificate Manager. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
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rule check_listener(elbv2_listener) { 
    %elbv2_listener[ 
        # Scenario 2 
        Protocol in ["HTTPS", "TLS"] 
    ] { 
        # Scenarios 3 and 5 
        Certificates exists 
        Certificates is_list 
        Certificates not empty 
        Certificates[*] { 
            CertificateArn exists 
            check_is_acm_certificate(CertificateArn) 
        } 
    }
}

rule check_elbv2_listener_certificate(listener_certificate) { 
    %listener_certificate[ 
        Certificates exists 
        Certificates is_list 
        Certificates not empty 
    ] { 
        # Scenarios 4 and 6 
        Certificates[*] { 
            CertificateArn exists 
            check_is_acm_certificate(CertificateArn) 
        } 
    }
}

rule check_is_acm_certificate(certificate) { 
    %certificate { 
        this == %ACM_CERTIFICATE_ARN_PATTERN or 
        check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, 
 "AWS::CertificateManager::Certificate") 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
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    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  TargetGroup: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup 
    Properties: 
      Protocol: HTTP 
      Port: 80 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
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      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
  Listener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      DefaultActions: 
      - Type: forward 
        TargetGroupArn: 
          Ref: TargetGroup 
      LoadBalancerArn: 
        Ref: ApplicationLoadBalancer 
      Protocol: HTTPS 
      Certificates: 
      - CertificateArn: 
          Ref: ACMCertificate 
      Port: 443 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  TargetGroup: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup 
    Properties: 
      Protocol: HTTP 
      Port: 80 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
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      IpAddressType: ipv4 
  Listener: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener 
    Properties: 
      DefaultActions: 
      - Type: forward 
        TargetGroupArn: 
          Ref: TargetGroup 
      LoadBalancerArn: 
        Ref: ApplicationLoadBalancer 
      Protocol: HTTPS 
      Certificates: 
      - CertificateArn: arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/example-certificate 
      Port: 443 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3] Application Load Balancer は、防御モード
または最も厳密な非同期緩和モードを有効にする必要があります

このコントロールは、Application Load Balancer が defensive または strictest 非同期緩和モードで
設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: データ完全性の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3 ルールの仕様 (p. 609)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3 ルールの仕様 (p. 609) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3 サンプルテンプレート (p. 611) を参照してください。

説明

HTTP 非同期の問題はリクエストスマグリングにつながり、アプリケーションがリクエストキューや
キャッシュポイズニングに対して脆弱になる可能性があります。そしてこうした脆弱性は、認証情報ス
タッフィングや不正なコマンドの実行につながります。防御モードまたは最も厳格な非同期緩和モードで
構成された Application Load Balancer は、HTTP 非同期に起因するセキュリティ上の問題からアプリケー
ションを保護できます。

ルール違反の修正

ロードバランサー属性 routing.http.desync_mitigation_mode を省略するか、属性を defensive
または strictest に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Application Load Balancer - 例

Application Load Balancer は、AWS CloudFormation のデフォルトにより、defensive 非同期緩和モード
に設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例
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{ 
    "ApplicationLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "Type": "application" 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ApplicationLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    Type: application 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Application Load Balancer - 例

Application Load Balancer は、routing.http.desync_mitigation_mode ロードバランサー属性に
よって strictest 非同期緩和モードに設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ApplicationLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "Type": "application", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
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                    "Key": "routing.http.desync_mitigation_mode", 
                    "Value": "strictest" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ApplicationLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    Type: application 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.desync_mitigation_mode 
        Value: strictest 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   alb_desync_mode_check
#  
# Description:
#   This control checks to ensure that an Application Load Balancer is configured with 
 'defensive' or 'strictest' desync mitigation mode.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ELBv2 load balancer resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to a value other than 'application'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'routing.http.desync_mitigation_mode' has been 
 provided
#            and is not one of 'defensive' or 'strictest'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have not been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource or specified
#            as an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: 'routing.http.desync_mitigation_mode' has not been provided as a 
 'LoadBalancerAttribute'
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'routing.http.desync_mitigation_mode' has been 
 provided
#            and is one of 'defensive' or 'strictest'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer"
let ALLOWED_DESYNC_MODES = [ "defensive", "strictest" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule alb_desync_mode_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                %elastic_load_balancers not empty { 

    check(%elastic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3]: Require any application load balancer to have 
 defensive or strictest desync mitigation mode activated 
        [FIX]: Omit the load balancer attribute 'routing.http.desync_mitigation_mode' or 
 set the attribute to one of 'defensive' or 'strictest'. 
        >>
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}

rule alb_desync_mode_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3]: Require any application load balancer to have 
 defensive or strictest desync mitigation mode activated 
        [FIX]: Omit the load balancer attribute 'routing.http.desync_mitigation_mode' or 
 set the attribute to one of 'defensive' or 'strictest'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elastic_load_balancer) { 
    %elastic_load_balancer[ 
        # Scenario 2 
        Type == "application" 
    ] { 
        # Scenario 4 
        LoadBalancerAttributes not exists or 
        check_application_load_balancer_attributes(this) 
    }
}

rule check_application_load_balancer_attributes(application_load_balancer) { 
    %application_load_balancer { 
        LoadBalancerAttributes is_list 
        LoadBalancerAttributes[ 
            # Scenario 5 
            Key exists 
            Key == "routing.http.desync_mitigation_mode" 
        ] { 
            # Scenarios 3 and 6 
            Value exists 
            Value in %ALLOWED_DESYNC_MODES 
        } 

    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.3 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。
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PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      Type: application 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.desync_mitigation_mode 
        Value: strictest 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
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        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      Type: application 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.desync_mitigation_mode 
        Value: monitor 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4] すべての Application Load Balancer 
は、HTTP ヘッダーを削除するように設定する必要があります

このコントロールは、Application Load Balancer が無効な HTTP ヘッダーを削除するように設定されてい
るかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4 ルールの仕様 (p. 614)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4 ルールの仕様 (p. 614) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4 サンプルテンプレート (p. 617) を参照してください。

説明

デフォルトでは、Application Load Balancer は、無効な HTTP ヘッダー値を削除するように設定されてい
ません。これらのヘッダー値を削除すると、HTTP desync 攻撃を防ぐことができます。

ルール違反の修正

ロードバランサー属性 routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled を true に設定し
ます。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。
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Application Load Balancer - 例

Application Load Balancer は、無効な HTTP ヘッダーを削除するように設定されています。この例は 
JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ApplicationLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Type": "application", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled", 
                    "Value": "true" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ApplicationLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Type: application 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled 
        Value: 'true' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   alb_http_drop_invalid_header_enabled_check
#  
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# Description:
#   This control checks whether Application Load Balancers are configured to drop non-valid 
 HTTP headers.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ELBv2 load balancer resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to a value other than 'application'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have not been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' has not been provided as a 
 'LoadBalancerAttribute'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' 
 has been provided
#            and is set to bool(false) or string(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 load balancer resource
#       And: 'Type' is set to 'application' for the ELBv2 load balancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 load balancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' 
 has been provided and
#            is set to bool(true) or string(true)
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule alb_http_drop_invalid_header_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %elastic_load_balancers not empty { 

    check(%elastic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4]: Require that any application load balancer must be 
 configured to drop HTTP headers 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 
 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' to 'true'. 
        >>
}

rule alb_http_drop_invalid_header_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4]: Require that any application load balancer must be 
 configured to drop HTTP headers 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 
 'routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elastic_load_balancer) { 
    %elastic_load_balancer[ Type == "application" ] { 
        # Scenario 2 
        LoadBalancerAttributes exists 
        LoadBalancerAttributes is_list 
        LoadBalancerAttributes not empty 

        # Scenario 3, 4 and 5 
        some LoadBalancerAttributes[*] { 
            Key exists 
            Value exists 

            Key == "routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled" 
            Value in [ true, "true" ] 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
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    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.4 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Type: application 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled 
        Value: "true" 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。
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Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Type: application 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: routing.http.drop_invalid_header_fields.enabled 
        Value: "false" 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5] Application Load Balancer は削除保護が有
効になっている必要があります

Elastic Load Balancing (ELB) で削除保護が有効になっているかどうかチェックします。

• コントロールの目標: 可用性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5 ルールの仕様 (p. 620)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5 ルールの仕様 (p. 620) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5 サンプルテンプレート (p. 622) を参照してください。
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説明

削除保護を有効にして、Application Load Balancer を削除から保護します。

ルール違反の修正

ロードバランサー属性 deletion_protection.enabled を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Application Load Balancer - 例

Application Load Balancer は、削除保護が有効に設定されています。この例は JSON と YAML で示されて
います。

JSON の例

{ 
    "Elb": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Type": "application", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "deletion_protection.enabled", 
                    "Value": "true" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

Elb: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Type: application 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: deletion_protection.enabled 
        Value: 'true' 
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CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elbv2_deletion_protection_enabled_check
#  
# Description:
#   Checks whether Elastic Load Balancing (ELB) has deletion protection activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ELBv2 LoadBalancer resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 LoadBalancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have not been specified or is an empty list on the 
 ELBv2 resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 LoadBalancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 LoadBalancer 
 resource
#       And: 'deletion_protection.enabled' has not been provided as a 
 'LoadBalancerAttribute'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 LoadBalancer resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 LoadBalancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'deletion_protection.enabled' has been provided 
 and is set to bool(false) or
#            string(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ELBv2 LoadBalancer Resource
#       And: 'LoadBalancerAttributes' have been specified on the ELBv2 LoadBalancer 
 resource
#       And: The 'LoadBalancerAttribute' 'deletion_protection.enabled' has been provided 
 and is set to bool(true) or
#            string(true)
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elbv2_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                  %elastic_load_balancers not empty { 
    check(%elastic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5]: Require that application load balancer deletion 
 protection is activated 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 'deletion_protection.enabled' to 'true'. 
        >>
}

rule elbv2_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5]: Require that application load balancer deletion 
 protection is activated 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 'deletion_protection.enabled' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elastic_load_balancer) { 
    %elastic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        LoadBalancerAttributes exists 
        LoadBalancerAttributes is_list 
        LoadBalancerAttributes not empty 

        # Scenario 3, 4 and 5 
        some LoadBalancerAttributes[*] { 
            Key exists 
            Value exists 

            Key == "deletion_protection.enabled" 
            Value in [ true, "true" ] 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
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    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.5 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Type: application 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: deletion_protection.enabled 
        Value: "true" 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
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    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Type: application 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: deletion_protection.enabled 
        Value: "false" 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6] アプリケーションと Network Load 
Balancer のアクセスログを有効にする必要があります

このコントロールは、Elastic Load Balancing (ELB) アプリケーションと Network Load Balancer のロギン
グが有効になっているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6 ルールの仕様 (p. 626)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6 ルールの仕様 (p. 626) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6 サンプルテンプレート (p. 629) を参照してください。

説明
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Elastic Load Balancing は、ロードバランサーに送信されるリクエストに関する詳細情報をキャプチャした
アクセスログを提供します。各ログには、リクエストを受け取った時刻、クライアントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエストのパス、サーバーレスポンスなどの情報が含まれます。これらのアクセスログを
使用して、トラフィックパターンの分析や、問題のトラブルシューティングを行うことができます。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、application および network タイプの ELB ロードバランサーにのみ
適用されます。

ルール違反の修正

ロードバランサー属性 access_logs.s3.enabled を true に設定し、access_logs.s3.bucket を 
Application Load Balancer または Network Load Balancer のアクセスログを受信するように設定された S3 
バケットに到達するように設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Application Load Balancer - 例

Application Load Balancer は、アクセスログが有効に設定されています。この例は JSON と YAML で示さ
れています。

JSON の例

{ 
    "ApplicationLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "Type": "application", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "access_logs.s3.enabled", 
                    "Value": true 
                }, 
                { 
                    "Key": "access_logs.s3.bucket", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "LoggingBucket" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

624



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

ApplicationLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    Type: application 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: access_logs.s3.enabled 
        Value: true 
      - Key: access_logs.s3.bucket 
        Value: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Network Load Balancer - 例

Network Load Balancer は、アクセスログが有効に設定されています。この例は JSON と YAML で示され
ています。

JSON の例

{ 
    "NetworkLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "IpAddressType": "ipv4", 
            "Type": "network", 
            "LoadBalancerAttributes": [ 
                { 
                    "Key": "access_logs.s3.enabled", 
                    "Value": true 
                }, 
                { 
                    "Key": "access_logs.s3.bucket", 
                    "Value": { 
                        "Ref": "LoggingBucket" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

NetworkLoadBalancer: 
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  Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    IpAddressType: ipv4 
    Type: network 
    LoadBalancerAttributes: 
      - Key: access_logs.s3.enabled 
        Value: true 
      - Key: access_logs.s3.bucket 
        Value: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elbv2_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your Elastic Load Balancing (ELB) application and network 
 load balancers have logging activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: 'Type' is set to a value other than 'application' or 'network'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application' or 'network'
#       And: 'LoadBalancerAttributes' has not been provided or is an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application' or 'network'
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#       And: A 'LoadBalancerAttributes' with Key 'access_logs.s3.enabled' and 
 'access_logs.s3.bucket'
#            has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application' or 'network'
#       And: A 'LoadBalancerAttributes' with Key 'access_logs.s3.enabled' and 
 'access_logs.s3.bucket' has been provided
#       And: 'access_logs.s3.enabled' is set to bool(false) or string(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application' or 'network'
#       And: A 'LoadBalancerAttributes' with Key 'access_logs.s3.enabled' and 
 'access_logs.s3.bucket' has been provided
#       And: 'access_logs.s3.enabled' is set to bool(true) or string(true)
#       And: 'access_logs.s3.bucket' is missing or an empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancingV2 LoadBalancer resource
#       And: The LoadBalancer is of type 'application'
#       And: A 'LoadBalancerAttributes' with Key 'access_logs.s3.enabled' has been provided
#       And: 'access_logs.s3.enabled' is set to bool(true) or string(true)
#       And: 'access_logs.s3.bucket' is provided and a non-empty string value or valid 
 local reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let elastic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elbv2_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                      %elastic_load_balancers not empty { 

    check(%elastic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6]: Require that application and network load balancer 
 access logging is activated 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 'access_logs.s3.enabled' to 'true', and 
 set 'access_logs.s3.bucket' to reach an Amazon S3 bucket that's configured to receive 
 application load balancer or network load balancer access logs. 
        >>
}

rule elbv2_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_V2_TYPE.resourceProperties) 
        << 
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        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6]: Require that application and network load balancer 
 access logging is activated 
        [FIX]: Set the load balancer attribute 'access_logs.s3.enabled' to 'true', and 
 set 'access_logs.s3.bucket' to reach an Amazon S3 bucket that's configured to receive 
 application load balancer or network load balancer access logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(elastic_load_balancer) { 
    %elastic_load_balancer[ Type in ["application", "network"] ] { 
        # Scenario 3 
        LoadBalancerAttributes exists 
        LoadBalancerAttributes is_list 
        LoadBalancerAttributes not empty 

        # Scenario 4, 5, 6 and 7 
        some LoadBalancerAttributes[*] { 
            Key exists 
            Value exists 

            Key == "access_logs.s3.enabled" 
            Value in [ true, "true" ] 
        } 

        some LoadBalancerAttributes[*] { 
            Key exists 
            Value exists 

            Key == "access_logs.s3.bucket" 
            check_is_string_and_not_empty(Value) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, Value, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
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                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.6 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Mappings: 
  RegionToELBAccountId: 
    us-east-1: 
      AccountId: '127311923021' 
    us-west-1: 
      AccountId: '027434742980' 
    us-west-2: 
      AccountId: '797873946194' 
    ca-central-1: 
      AccountId: '985666609251' 
    eu-west-1: 
      AccountId: '156460612806' 
    ap-northeast-1: 
      AccountId: '582318560864' 
    ap-northeast-2: 
      AccountId: '600734575887' 
    ap-southeast-1: 
      AccountId: '114774131450' 
    ap-southeast-2: 
      AccountId: '783225319266' 
    ap-south-1: 
      AccountId: '718504428378' 
    us-east-2: 
      AccountId: '033677994240' 
    sa-east-1: 
      AccountId: '507241528517' 
    eu-central-1: 
      AccountId: '054676820928' 
    af-south-1: 
      AccountId: '098369216593' 
    ap-east-1: 
      AccountId: '754344448648' 
    ap-southeast-3: 
      AccountId: '589379963580' 
    ap-northeast-3: 
      AccountId: '383597477331' 
    eu-west-2: 
      AccountId: '652711504416' 
    eu-south-1: 
      AccountId: '635631232127' 
    eu-west-3: 
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      AccountId: '009996457667' 
    eu-north-1: 
      AccountId: '897822967062' 
    me-south-1: 
      AccountId: '076674570225' 
    us-gov-west-1: 
      AccountId: '048591011584' 
    us-gov-east-1: 
      AccountId: '190560391635' 
  RegionToARNPrefix: 
    us-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-west-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ca-central-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-east-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    sa-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-central-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    af-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-north-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    me-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-gov-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws-us-gov:' 
    us-gov-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws-us-gov:'
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
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    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - Fn::FindInMap: [RegionToARNPrefix, !Ref 'AWS::Region', ARNPrefix] 
                  - 's3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
            Principal: 
              AWS:  
                Fn::FindInMap: [RegionToELBAccountId, !Ref 'AWS::Region', AccountId] 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      Type: application 
      LoadBalancerAttributes: 
      - Key: access_logs.s3.enabled 
        Value: true 
      - Key: access_logs.s3.bucket 
        Value: 
          Ref: LoggingBucket 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。
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Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ApplicationLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      IpAddressType: ipv4 
      Type: application 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7] Classic Load Balancer には複数のアベイ
ラビリティーゾーンが設定されている必要があります

このコントロールは、Elastic Load Balancing (ELB) の Classic Load Balancer に複数のアベイラビリ
ティーゾーンが設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 可用性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7 ルールの仕様 (p. 636)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7 ルールの仕様 (p. 636) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7 サンプルテンプレート (p. 638) を参照してください。
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説明

Classic Load Balancer は、単一のアベイラビリティーゾーンまたは複数のアベイラビリティーゾーンに
ある Amazon EC2 インスタンスに受信リクエストを配信するように設定できます。複数のアベイラビリ
ティーゾーンにまたがらない Classic Load Balancer は、単独で構成されたアベイラビリティーゾーンが使
用できなくなった場合、別のアベイラビリティーゾーンのターゲットにトラフィックをリダイレクトする
ことはできません。

ルール違反の修正

Classic Load Balancer に 2 つ以上のサブネットまたはアベイラビリティーゾーンを設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Classic Load Balancer - 例 1

2 つのアベイラビリティーゾーンで構成された Classic Load Balancer。この例は JSON と YAML で示され
ています。

JSON の例

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internet-facing", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Sample-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Sample-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "AvailabilityZones": [ 
                { 
                    "Fn::Select": [ 
                        0, 
                        { 
                            "Fn::GetAZs": "" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Fn::Select": [ 
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                        1, 
                        { 
                            "Fn::GetAZs": "" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internet-facing 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Sample-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
    Policies: 
      - PolicyName: Sample-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    AvailabilityZones: 
      - !Select 
        - 0 
        - !GetAZs '' 
      - !Select 
        - 1 
        - !GetAZs '' 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Classic Load Balancer - 例 2

2 つのサブネットで構成された Classic Load Balancer。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internet-facing", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
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                    "PolicyNames": [ 
                        "Sample-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Sample-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "AvailabilityZones": [ 
                { 
                    "Fn::Select": [ 
                        0, 
                        { 
                            "Fn::GetAZs": "" 
                        } 
                    ] 
                }, 
                { 
                    "Fn::Select": [ 
                        1, 
                        { 
                            "Fn::GetAZs": "" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internet-facing 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Sample-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
    Policies: 
      - PolicyName: Sample-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    AvailabilityZones: 
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      - !Select 
        - 0 
        - !GetAZs '' 
      - !Select 
        - 1 
        - !GetAZs '' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_multiple_az_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancer has 
 been configured with multiple Availability Zones.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing load balancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: Neither 'AvailabilityZones' or 'Subnets' have been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AvailabilityZones' been specified on the Elastic Load Balancing load balancer 
 resource
#       And: The number of entries in 'AvailabilityZones' is < 2 or the number of
#            unique 'AvailabilityZones' provided is less than 2 (< 2)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'Subnets' been specified on the Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: The number of entries in 'Subnets' is < 2
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AvailabilityZones' been specified on the Elastic Load Balancing load balancer 
 resource
#       And: The number of entries in 'AvailabilityZones' is >= 2
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'Subnets' been specified on the Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: The number of entries in 'Subnets' is >= 2
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_multiple_az_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7]: Require any classic load balancer to have multiple 
 Availability Zones configured 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancers with two or more subnets or Availability 
 Zones. 
        >>
}

rule elb_multiple_az_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7]: Require any classic load balancer to have multiple 
 Availability Zones configured 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancers with two or more subnets or Availability 
 Zones. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        AvailabilityZones exists or 
        Subnets exists 

        when AvailabilityZones exists { 
            # Scenarios 3 and 5 
            two_or_more_entries(AvailabilityZones) 
            AvailabilityZones[0] not in AvailabilityZones[1] 
        } 

        when Subnets exists { 
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            # Scenarios 4 and 6 
            two_or_more_entries(Subnets) 
        } 
    }
}

rule two_or_more_entries(list_property) { 
    %list_property { 
        this is_list 
        this not empty 
        this[0] exists 
        this[1] exists 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.7 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internet-facing 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTPS 
        InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
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        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      AvailabilityZones: 
      - Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
      - Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  Subnet: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: Subnet 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8] Classic Load Balancer の SSL/HTTPS リ
スナーには、AWS Certificate Manager から提供された証明書が必要です
このコントロールは、Classic Load Balancer が AWS Certificate Manager によって提供された HTTPS/
SSL 証明書を使用しているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 転送中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8 ルールの仕様 (p. 641)

詳細と例
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• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8 ルールの仕様 (p. 641) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8 サンプルテンプレート (p. 644) を参照してください。

説明

証明書の作成には、ACM または SSL や TLS プロトコルをサポートする OpenSSL などのツールを使用で
きます。Security Hub では、ACM を使用して､ロードバランサーの証明書を作成またはインポートするこ
とを推奨します。

ACM は Classic Load Balancer と連携するため、ロードバランサーに証明書をデプロイできます。また、
これらの証明書は自動的に更新する必要があります。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、HTTPS リスナーまたは SSL リスナーで設定されたClassic Load 
Balancer にのみ適用されます。

ルール違反の修正

AWS Certificate Manager (ACM) から提供された証明書を使用するように Classic Load Balancer を設定し
ます。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Classic Load Balancer - 例

HTTPS リスナーと AWS Certificate Manager SSL 証明書で構成された Classic Load Balancer。この例は 
JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Example-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
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                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Example-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_acm_certificate_required_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Classic Load Balancers use HTTPS/SSL certificates provided 
 by AWS Certificate Manager.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
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#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing load balancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: There are no HTTPS or SSL 'Listeners' configured on the load balancer resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: There are one or more HTTPS or SSL 'Listeners' configured on the load balancer 
 resource
#       And: 'SSLCertificateId' on load balancer HTTPS or SSL 'Listeners' is missing or not 
 a valid ACM certificate ARN
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: There are one or more HTTPS or SSL 'Listeners' configured on the load balancer 
 resource
#       And: 'SSLCertificateId' matches an ACM certificate ARN for all 'HTTPS' and 'SSL' 
 'Listeners'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let ACM_CERTIFICATE_ARN_PATTERN = /arn:aws[a-z0-9\-]*:acm:[a-z0-9\-]+:\d{12}:certificate\/
[\w\-]{1,64}/
let SECURE_LISTENER_PROTOCOLS = ["HTTPS", "SSL"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_acm_certificate_required_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8]: Require any classic load balancer SSL/HTTPS 
 listener to have a certificate provided by AWS Certificate Manager 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancers to use certificates provided by AWS 
 Certificate Manager (ACM). 
        >>
}

rule elb_acm_certificate_required_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 
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    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8]: Require any classic load balancer SSL/HTTPS 
 listener to have a certificate provided by AWS Certificate Manager 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancers to use certificates provided by AWS 
 Certificate Manager (ACM). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer [ 
        filter_load_balancer_with_listeners(this) 
    ] { 
        Listeners [ 
            filter_secure_listeners(this) 
        ] { 
            # Scenarios 3 and 4 
            SSLCertificateId exists 
            SSLCertificateId == %ACM_CERTIFICATE_ARN_PATTERN or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, SSLCertificateId, 
 "AWS::CertificateManager::Certificate") 
        } 
    }
}

rule filter_load_balancer_with_listeners(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        Listeners exists 
        Listeners is_list 
        Listeners not empty 
    }
}

rule filter_secure_listeners(listener) { 
    %listener { 
        Protocol exists 
        Protocol in %SECURE_LISTENER_PROTOCOLS 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
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    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.8 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Policies: 
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      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
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        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/example-certificate 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9] AWS ELB アプリケーションまたは 
Classic Load Balancer リスナーには、HTTPS または TLS ターミネーションが設
定されている必要があります

このコントロールは、Elastic Load Balancing (ELB) の Classic Load Balancer フロントエンドリスナーが 
HTTPS または TLS プロトコルで設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 転送中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9 ルールの仕様 (p. 648)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9 ルールの仕様 (p. 648) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9 サンプルテンプレート (p. 650) を参照してください。

説明

ロードバランサーの使用を開始する前に、1 つまたは複数のリスナーを追加する必要があります。リス
ナーとは、設定したプロトコルとポートを使用して接続リクエストをチェックするプロセスです。リス
ナーは、HTTP プロトコルと HTTPS/TLS プロトコルをサポートできます。ロードバランサーが転送中に
暗号化と復号化を行うため、常に HTTPS または TLS リスナーを使用する必要があります。

ルール違反の修正

Classic Load Balancer のフロントエンドリスナーを HTTPS または SSL プロトコルで設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Classic Load Balancer - 例 1

HTTPS リスナーで構成された Classic Load Balancer。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "LoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
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                    "Ref": "Subnet" 
                } 
            ], 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "InstancePort": 80, 
                    "LoadBalancerPort": 443 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

LoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'Subnet' 
    Listeners: 
      - Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 443 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Classic Load Balancer - 例 2

SSL リスナーで構成された Classic Load Balancer。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "LoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "Subnet" 
                } 
            ], 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "Protocol": "SSL", 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
                    "InstancePort": 80, 
                    "LoadBalancerPort": 443 
                } 
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            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

LoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'Subnet' 
    Listeners: 
      - Protocol: SSL 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 443 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_tls_https_listeners_only_check
#  
# Description:
#   Checks whether Classic Load Balancer front-end listeners are configured with HTTPS or 
 SSL protocols.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing LoadBalancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancing LoadBalancer resource
#       And: 'Listeners' has not been provided or is provided with a value of an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancing LoadBalancer resource
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#       And: 'Protocol' on LoadBalancer 'Listeners' is not set to 'HTTPS' or 'SSL'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an ElasticLoadBalancing LoadBalancer resource
#       And: 'Protocol' is set to 'HTTPS' or 'SSL' for all 'Listeners'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_tls_https_listeners_only_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9]: Require that an AWS ELB Application or Classic Load 
 Balancer listener is configured with HTTPS or TLS termination 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancer front-end listeners with HTTPS or SSL 
 protocols. 
        >>
}

rule elb_tls_https_listeners_only_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9]: Require that an AWS ELB Application or Classic Load 
 Balancer listener is configured with HTTPS or TLS termination 
        [FIX]: Configure Classic Load Balancer front-end listeners with HTTPS or SSL 
 protocols. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        Listeners exists 
        Listeners is_list 
        Listeners not empty 

        # Scenarios 3 and 4 
        Listeners[*] { 
           Protocol exists 
           Protocol in ["HTTPS", "SSL"] 
        } 
    }
}

#
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# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.9 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: arn:aws:acm:us-
east-1:123456789012:certificate/12345678-12ab-34cd-56ef-12345678 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 443 
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FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10] ELB アプリケーションまたは Classic 
Load Balancer は、ロギングが有効になっている必要があります
このコントロールは、Classic Load Balancers でロギングが有効になっているかどうかをチェックしま
す。

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10 ルールの仕様 (p. 653)

詳細と例
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• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10 ルールの仕様 (p. 653) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10 サンプルテンプレート (p. 655) を参照してください。

説明

Elastic Load Balancing は、ロードバランサーに送信されるリクエストに関する詳細情報をキャプチャした
アクセスログを提供します。各ログには、リクエストを受け取った時刻、クライアントの IP アドレス、レ
イテンシー、リクエストのパス、サーバーレスポンスなどの情報が含まれます。これらのアクセスログを
使用して、トラフィックパターンの分析や、問題のトラブルシューティングを行うことができます。

ルール違反の修正

AccessLoggingPolicy を設定し、Classic Load Balancer のアクセスログを受信するように設定された 
Amazon S3 バケットで S3BucketName を指定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Classic Load Balancer - 例

HTTPS リスナーとアクセスロギングが設定された Classic Load Balancer。この例は JSON と YAML で示
されています。

JSON の例

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "InstancePort": 80, 
                    "LoadBalancerPort": 443 
                } 
            ], 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "Subnet" 
                } 
            ], 
            "AccessLoggingPolicy": { 
                "Enabled": true, 
                "S3BucketName": { 
                    "Ref": "LoggingBucket" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
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    Scheme: internal 
    Listeners: 
      - Protocol: HTTPS 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 443 
    Subnets: 
      - !Ref 'Subnet' 
    AccessLoggingPolicy: 
      Enabled: true 
      S3BucketName: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Classic Load Balancers have logging enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing load balancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AccessLoggingPolicy' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AccessLoggingPolicy' has been provided
#       And: 'Enabled' in 'AccessLoggingPolicy' is missing or has been set to bool(false) 
 or 'S3BucketName' is missing
#             or empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'AccessLoggingPolicy' has been provided
#       And: 'Enabled' has been provided in 'AccessLoggingPolicy' and has been set to 
 bool(true)
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#       And: 'S3BucketName' has been provided in 'AccessLoggingPolicy' as a non-empty 
 string value or
#            valid local reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                    %classic_load_balancers not empty { 
    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10]: Require an ELB application or classic load 
 balancer to have logging activated 
        [FIX]: Set an 'AccessLoggingPolicy' and provide an 'S3BucketName' with an Amazon S3 
 bucket configured to receive classic load balancer access logs. 
        >>

}

rule elb_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10]: Require an ELB application or classic load 
 balancer to have logging activated 
        [FIX]: Set an 'AccessLoggingPolicy' and provide an 'S3BucketName' with an Amazon S3 
 bucket configured to receive classic load balancer access logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        AccessLoggingPolicy exists 
        AccessLoggingPolicy is_struct 

        AccessLoggingPolicy { 
            # Scenario 3 and 4 
            Enabled exists 
            Enabled == true 

            S3BucketName exists 
            check_is_string_and_not_empty(S3BucketName) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, S3BucketName, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
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rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.10 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Mappings: 
  RegionToELBAccountId: 
    us-east-1: 
      AccountId: '127311923021' 
    us-west-1: 
      AccountId: '027434742980' 
    us-west-2: 
      AccountId: '797873946194' 
    ca-central-1: 
      AccountId: '985666609251' 
    eu-west-1: 
      AccountId: '156460612806' 
    ap-northeast-1: 
      AccountId: '582318560864' 
    ap-northeast-2: 
      AccountId: '600734575887' 
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    ap-southeast-1: 
      AccountId: '114774131450' 
    ap-southeast-2: 
      AccountId: '783225319266' 
    ap-south-1: 
      AccountId: '718504428378' 
    us-east-2: 
      AccountId: '033677994240' 
    sa-east-1: 
      AccountId: '507241528517' 
    eu-central-1: 
      AccountId: '054676820928' 
    af-south-1: 
      AccountId: '098369216593' 
    ap-east-1: 
      AccountId: '754344448648' 
    ap-southeast-3: 
      AccountId: '589379963580' 
    ap-northeast-3: 
      AccountId: '383597477331' 
    eu-west-2: 
      AccountId: '652711504416' 
    eu-south-1: 
      AccountId: '635631232127' 
    eu-west-3: 
      AccountId: '009996457667' 
    eu-north-1: 
      AccountId: '897822967062' 
    me-south-1: 
      AccountId: '076674570225' 
    us-gov-west-1: 
      AccountId: '048591011584' 
    us-gov-east-1: 
      AccountId: '190560391635' 
  RegionToARNPrefix: 
    us-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-west-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ca-central-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-east-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    sa-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-central-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    af-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-southeast-3: 
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      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    ap-northeast-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-2: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-west-3: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    eu-north-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    me-south-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws:' 
    us-gov-west-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws-us-gov:' 
    us-gov-east-1: 
      ARNPrefix: 'arn:aws-us-gov:'
Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  LoggingBucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  LoggingBucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: LoggingBucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Action: 
              - 's3:PutObject' 
            Effect: Allow 
            Resource: 
              Fn::Join: 
                - '' 
                - - Fn::FindInMap: [RegionToARNPrefix, !Ref 'AWS::Region', ARNPrefix] 
                  - 's3:::' 
                  - Ref: LoggingBucket 
                  - /AWSLogs/ 
                  - Ref: AWS::AccountId 
                  - /* 
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            Principal: 
              AWS:  
                Fn::FindInMap: [RegionToELBAccountId, !Ref 'AWS::Region', AccountId] 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      AccessLoggingPolicy: 
        Enabled: true 
        S3BucketName: 
          Ref: LoggingBucket 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
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[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11] ELB Classic Load Balancer は 
Connection Draining が有効になっている必要があります
このコントロールは、Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancer に Connection Draining が設定
されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 回復性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11 ルールの仕様 (p. 660)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11 ルールの仕様 (p. 660) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11 サンプルテンプレート (p. 662) を参照してください。

説明

Classic Load Balancers で Connection Draining を有効にすることで、ロードバランサーは、登録解除中の
インスタンスまたは異常の発生したインスタンスへのリクエストの送信を確実に停止します。既存の接続
を開いたままにします。この設定は、Auto Scaling グループのインスタンスで、接続が突然切断されない
ようにするために特に役立ちます。

ルール違反の修正

Elastic Load Balancing Classic Load Balancer で ConnectionDrainingPolicy を設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Classic Load Balancer - 例

Connection Draining が有効に設定されている Classic Load Balancer。この例は JSON と YAML で示され
ています。

JSON の例

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Example-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    } 
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                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Example-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "ConnectionDrainingPolicy": { 
                "Enabled": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
    Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    ConnectionDrainingPolicy: 
      Enabled: true 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_connection_draining_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancers have 
 connection draining configured.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing load balancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'ConnectionDrainingPolicy' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'ConnectionDrainingPolicy' has been specified
#       And: 'Enabled' in 'ConnectionDrainingPolicy' is missing or has been set to 
 bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing load balancer resource
#       And: 'ConnectionDrainingPolicy' has been specified
#       And: 'Enabled' in 'ConnectionDrainingPolicy' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_connection_draining_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                %classic_load_balancers not empty { 

    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
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        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11]: Require any ELB classic load balancer to have 
 connection draining activated 
        [FIX]: Configure a 'ConnectionDrainingPolicy' on Elastic Load Balancing Classic 
 Load Balancers. 
        >>
}

rule elb_connection_draining_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11]: Require any ELB classic load balancer to have 
 connection draining activated 
        [FIX]: Configure a 'ConnectionDrainingPolicy' on Elastic Load Balancing Classic 
 Load Balancers. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        ConnectionDrainingPolicy exists 
        ConnectionDrainingPolicy is_struct 

        ConnectionDrainingPolicy { 
            # Scenario 3 and 4 
            Enabled exists 
            Enabled == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.11 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
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      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      ConnectionDrainingPolicy: 
        Enabled: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
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    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 

     

[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12] ELB Classic Load Balancer の SSL/
HTTPS リスナーには、強力な設定の事前定義されたセキュリティポリシーが必
要です

このコントロールは、Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancer の HTTPS/SSL リスナーが事前
定義されたセキュリティポリシー ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 を使用しているかどうかを
チェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12 ルールの仕様 (p. 666)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12 ルールの仕様 (p. 666) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12 サンプルテンプレート (p. 669) を参照してください。
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説明

セキュリティポリシーは、SSL プロトコル、暗号、およびサーバーの優先順位オプションを組み合わせた
ものです。事前定義されたポリシーは、クライアントとロードバランサー間の SSL ネゴシエーション時に
サポートを提供する暗号、プロトコル、および優先順位を制御します。

ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 を使用すると、SSL および TLS の特定のバージョンを無効
にする必要があるコンプライアンスとセキュリティ標準の準拠に役立ちます。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、HTTPS または SSL リスナーで設定された Elastic Load Balancing 
Classic Load Balancer にのみ適用されます。

ルール違反の修正

Classic Load Balancer の HTTPS/SSL リスナーを ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 という名前
の事前定義のセキュリティポリシーを使用するように設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Classic Load Balancer - 例

Classic Load Balancer は、HTTPS リスナーと、Classic Load Balancer の ELBSecurityPolicy-
TLS-1-2-2017-01 事前定義セキュリティポリシーを参照する SSL ネゴシエーションポリシーが設定さ
れています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Example-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": 80, 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": 443, 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
                    }, 
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                    "PolicyNames": [ 
                        "Example-SSLNegotiation-Policy" 
                    ] 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    Listeners: 
      - InstancePort: 80 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: 443 
        Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
        PolicyNames: 
          - Example-SSLNegotiation-Policy 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   elb_predefined_security_policy_ssl_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Elastic Load Balancing (ELB) Classic Load Balancer HTTPS/
SSL listeners use the predefined security policy 'ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01'.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing LoadBalancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: There are no HTTPS or SSL 'Listeners' configured on the Elastic Load Balancing 
 LoadBalancer resource
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'Policies' does not contain a policy with 'PolicyType' equal to 
 'SSLNegotiationPolicyType'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'Policies' contains a policy with 'PolicyType' equal to 
 'SSLNegotiationPolicyType'
#       And: 'Policies' is missing a 'Reference-Security-Policy' with a value of
#            'ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'Policies' contains a policy with 'PolicyType' equal to 
 'SSLNegotiationPolicyType'
#       And: 'Policies' contains a 'Reference-Security-Policy' with a value of
#            'ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01'
#       And: A 'HTTPS' or 'SSL' Listener on the LoadBalancer resource does not reference 
 the secure policy
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'Policies' contains a policy with 'PolicyType' equal to 
 'SSLNegotiationPolicyType'
#       And: 'Policies' contains a 'Reference-Security-Policy' with a value of
#            'ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01'
#       And: All 'HTTPS' and 'SSL' Listeners on the LoadBalancer resource reference the 
 secure policy
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let VALID_REFERENCE_SECURITY_POLICIES = [ "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_predefined_security_policy_ssl_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %classic_load_balancers not empty { 
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    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12]: Require any ELB classic load balancer SSL/HTTPS 
 listener to have a predefined security policy with a strong configuration 
        [FIX]: Configure classic load balancer HTTPS/SSL listeners to use the predefined 
 security policy called ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01. 
        >>
}

rule elb_predefined_security_policy_ssl_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 

    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12]: Require any ELB classic load balancer SSL/HTTPS 
 listener to have a predefined security policy with a strong configuration 
        [FIX]: Configure classic load balancer HTTPS/SSL listeners to use the predefined 
 security policy called ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        let elb = this 

        # Scenario 2 
        Listeners[ Protocol in ["HTTPS", "SSL"] ] { 
            %elb.Policies exists 
            %elb.Policies is_list 
            %elb.Policies not empty 

            let secure_policies = %elb.Policies[ 
                PolicyType == "SSLNegotiationPolicyType" 
                some Attributes[*] { 
                    Name == "Reference-Security-Policy" 
                    Value in %VALID_REFERENCE_SECURITY_POLICIES 
                } 
            ].PolicyName 

            # Scenarios 3 and 4 
            %secure_policies not empty 

            # Scenarios 5 and 6 
            PolicyNames exists 
            PolicyNames is_list 
            PolicyNames not empty 
            some PolicyNames.* in %secure_policies 
        } 

    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}
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rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.12 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Listeners: 
      - InstancePort: 80 
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        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: 443 
        Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-2016-08 
      Listeners: 
      - InstancePort: 80 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: 443 
        Protocol: HTTPS 
        SSLCertificateId: arn:aws:iam::123456789012:server-certificate/example-certificate 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
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[CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13] ELB Classic Load Balancer では、クロ
スゾーン負荷分散が有効になっている必要があります
このコントロールは、クロスゾーン負荷分散が Classic Load Balancer に対して有効になっているかどうか
をチェックします。

• コントロールの目標: 可用性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13 ルールの仕様 (p. 672)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13 ルールの仕様 (p. 672) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13 サンプルテンプレート (p. 674) を参照してください。

説明

ロードバランサーノードは、アベイラビリティーゾーン内の登録済みターゲット全体にトラフィックを分
散します。クロスゾーン負荷分散がオフの場合、各ロードバランサーノードは、そのアベイラビリティー
ゾーンの登録済みターゲットのみにトラフィックを分散します。登録済みターゲット数がアベイラビリ
ティーゾーン間で同じでない場合、トラフィックは均等に分散されず、あるゾーンのインスタンスは、別
のゾーンのインスタンスと比較して過剰に使用される可能性があります。クロスゾーン負荷分散が有効な
場合、Classic Load Balancer の各ロードバランサーノードは、有効なすべてのアベイラビリティーゾーン
の登録済みインスタンスにリクエストを均等に分散します。

ルール違反の修正

Classic Load Balancer の CrossZone を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Classic Load Balancer - 例

Classic Load Balancer は、クロスゾーン負荷分散が有効に設定されています。この例は JSON と YAML 
で示されています。

JSON の例

{ 
    "ClassicLoadBalancer": { 
        "Type": "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer", 
        "Properties": { 
            "Scheme": "internal", 
            "Listeners": [ 
                { 
                    "InstancePort": "80", 
                    "InstanceProtocol": "HTTP", 
                    "LoadBalancerPort": "443", 
                    "Protocol": "HTTPS", 
                    "PolicyNames": [ 
                        "Sample-SSLNegotiation-Policy" 
                    ], 
                    "SSLCertificateId": { 
                        "Ref": "ACMCertificate" 
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                    } 
                } 
            ], 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyName": "Sample-SSLNegotiation-Policy", 
                    "PolicyType": "SSLNegotiationPolicyType", 
                    "Attributes": [ 
                        { 
                            "Name": "Reference-Security-Policy", 
                            "Value": "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01" 
                        } 
                    ] 
                } 
            ], 
            "Subnets": [ 
                { 
                    "Ref": "SubnetOne" 
                }, 
                { 
                    "Ref": "SubnetTwo" 
                } 
            ], 
            "CrossZone": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

ClassicLoadBalancer: 
  Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
  Properties: 
    Scheme: internal 
    Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
          - Sample-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: !Ref 'ACMCertificate' 
    Policies: 
      - PolicyName: Sample-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
          - Name: Reference-Security-Policy 
            Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
    Subnets: 
      - !Ref 'SubnetOne' 
      - !Ref 'SubnetTwo' 
    CrossZone: true 

                 

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
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# Rule Identifier:
#   elb_cross_zone_load_balancing_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether cross-zone load balancing is configured for your Classic 
 Load Balancer.
#  
# Reports on:
#   AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Elastic Load Balancing LoadBalancer 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'CrossZone' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'CrossZone' has been specified and set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Elastic Load Balancing LoadBalancer resource
#       And: 'CrossZone' has been specified and set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE = "AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let classic_load_balancers = Resources.*[ Type == %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule elb_cross_zone_load_balancing_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %classic_load_balancers not empty { 
    check(%classic_load_balancers.Properties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13]: Require any ELB classic load balancer to have 
 cross-zone load balancing activated 
        [FIX]: Set 'CrossZone' to 'true' on Classic Load Balancers. 
        >>
}
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rule elb_cross_zone_load_balancing_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%ELASTIC_LOAD_BALANCER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13]: Require any ELB classic load balancer to have 
 cross-zone load balancing activated 
        [FIX]: Set 'CrossZone' to 'true' on Classic Load Balancers. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(classic_load_balancer) { 
    %classic_load_balancer { 
        # Scenario 2 
        CrossZone exists 

        # Scenario 3 and 4 
        CrossZone == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.ELASTICLOADBALANCING.PR.13 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
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  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ACMCertificate: 
    Type: "AWS::CertificateManager::Certificate" 
    Properties: 
      DomainName: example.com 
      ValidationMethod: DNS 
      DomainValidationOptions: 
        - DomainName: www.example.com 
          HostedZoneId: ZZZHHHHWWWWAAA 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - InstancePort: '80' 
        InstanceProtocol: HTTP 
        LoadBalancerPort: '443' 
        Protocol: HTTPS 
        PolicyNames: 
        - Example-SSLNegotiation-Policy 
        SSLCertificateId: 
          Ref: ACMCertificate 
      Policies: 
      - PolicyName: Example-SSLNegotiation-Policy 
        PolicyType: SSLNegotiationPolicyType 
        Attributes: 
        - Name: Reference-Security-Policy 
          Value: ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      CrossZone: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsSupport: 'true' 
      EnableDnsHostnames: 'true' 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
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        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.1.0/24 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
  ClassicLoadBalancer: 
    Type: AWS::ElasticLoadBalancing::LoadBalancer 
    Properties: 
      Scheme: internal 
      Listeners: 
      - Protocol: HTTP 
        InstancePort: 80 
        LoadBalancerPort: 80 
      Subnets: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
      CrossZone: false 

     

Amazon GuardDuty のコントロール
トピック

• [CT.GUARDDUTY.PR.1] Amazon GuardDuty ディテクターは Amazon S3 保護が有効になっている必
要があります (p. 676)

[CT.GUARDDUTY.PR.1] Amazon GuardDuty ディテクターは Amazon S3 保護が
有効になっている必要があります

このコントロールは、Amazon GuardDuty ディテクターで Amazon S3 保護が有効になっているかどうか
をチェックします。

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::GuardDuty::Detector
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.GUARDDUTY.PR.1 ルールの仕様 (p. 677)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.GUARDDUTY.PR.1 
ルールの仕様 (p. 677) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.GUARDDUTY.PR.1 サンプルテンプレート (p. 679) を参照してください。

説明

Amazon GuardDuty は、AWS CloudTrail 管理イベントと CloudTrail S3 データイベントを分析し
て、Amazon S3 リソースに対する脅威をモニタリングします。これらのデータソースでは、さ
まざまな種類のアクティビティについてモニタリングが行われます。例えば、S3 の CloudTrail 
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管理イベントには、ListBuckets、DeleteBuckets、PutBucketReplication など、S3 
バケットを一覧表示または設定するオペレーションが含まれます。S3 のデータイベントの例に
は、GetObject、ListObjects、DeleteObject、PutObject などのオブジェクトレベルの API オペ
レーションが含まれます。

Amazon GuardDuty による AWS CloudTrail 管理イベントのモニタリングは、GuardDuty が有効な
すべてのアカウントでデフォルトでオンであり、設定できません。Amazon S3 データイベントログ
は、GuardDuty で設定可能なデータソースです。

AWS Control Tower では、GuardDuty で Amazon S3 保護を有効にすることをお勧めします。この機能が
無効になっている場合、GuardDuty は Amazon S3 バケットに格納されているデータへの疑わしいアクセ
スを完全にモニタリングしたり、検出結果を生成したりできません。

ルール違反の修正

DataSources.S3Logs を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

GuardDuty ディテクター - 例

Amazon S3 保護が有効な Amazon GuardDuty ディテクター。この例は JSON と YAML で示されていま
す。

JSON の例

{ 
    "GuardDutyDetector": { 
        "Type": "AWS::GuardDuty::Detector", 
        "Properties": { 
            "Enable": true, 
            "DataSources": { 
                "S3Logs": { 
                    "Enable": true 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

GuardDutyDetector: 
  Type: AWS::GuardDuty::Detector 
  Properties: 
    Enable: true 
    DataSources: 
      S3Logs: 
        Enable: true 

                 

CT.GUARDDUTY.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   guardduty_s3_protection_enabled_check
#  
# Description:
#   Checks if Amazon S3 protection is enabled on an Amazon GuardDuty detector.
#  
# Reports on:
#   AWS::GuardDuty::Detector
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document does not contain any Amazon GuardDuty detector resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains a GuardDuty detector resource
#        And: 'Enable' has not been specified or specified with value is bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains a GuardDuty detector resource
#        And: 'Enable' is specified with a value of bool(true)
#        And: 'DataSources.S3Logs' has not been specified
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains a GuardDuty detector resource
#        And: 'Enable' is specified and value is bool(true)
#        And: 'DataSources.S3Logs' has been specified
#        And: 'Enable' has not been specified within 'S3Logs' or has been specified with a 
 value of bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains a GuardDuty detector resource
#        And: 'Enable' is specified and value is bool(true)
#        And: 'DataSources.S3Logs' has been specified
#        And: 'Enable' has been specified within 'S3Logs' with a value of bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let GUARDDUTY_DETECTOR_TYPE = "AWS::GuardDuty::Detector"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let guardduty_detectors = Resources.*[ Type == %GUARDDUTY_DETECTOR_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule guardduty_s3_protection_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                %guardduty_detectors not empty { 
    check(%guardduty_detectors.Properties) 
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        << 
        [CT.GUARDDUTY.PR.1]: Require an Amazon GuardDuty detector to have Amazon S3 
 protection activated 
        [FIX]: Set 'DataSources.S3Logs' to true. 
        >>
}

rule guardduty_s3_protection_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %GUARDDUTY_DETECTOR_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%GUARDDUTY_DETECTOR_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.GUARDDUTY.PR.1]: Require an Amazon GuardDuty detector to have Amazon S3 
 protection activated 
        [FIX]: Set 'DataSources.S3Logs' to true. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(guardduty_detector) { 
    %guardduty_detector { 
        # Scenario: 2 
        Enable exists 
        Enable == true 
        # Scenario: 3 
        DataSources exists 
        DataSources is_struct 
        DataSources { 
            # Scenario: 4 and 5 
            S3Logs exists 
            S3Logs is_struct 
            S3Logs { 
                Enable exists 
                Enable == true 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.GUARDDUTY.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。
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Resources: 
  GuardDutyDetector: 
    Type: AWS::GuardDuty::Detector 
    Properties: 
      Enable: true 
      DataSources: 
        S3Logs: 
          Enable: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  GuardDutyDetector: 
    Type: AWS::GuardDuty::Detector 
    Properties: 
      Enable: true 
      DataSources: 
        S3Logs: 
          Enable: false 

     

AWS Identity and Access Management (IAM) のコントロール
トピック

• [CT.IAM.PR.1] AWS Identity and Access Management (IAM) インラインポリシーには、Action 要素と 
Resource 要素に「*」を含むステートメントがない必要があります (p. 680)

• [CT.IAM.PR.2] AWS Identity and Access Management (IAM) カスタマー管理ポリシーは、Action 要素
と Resource 要素に「*」を含むステートメントを含んでいない必要があります (p. 689)

• [CT.IAM.PR.3] AWS Identity and Access Management (IAM) カスタマー管理ポリシーにワイルドカー
ドサービスアクションがない必要があります (p. 694)

• [CT.IAM.PR.4] AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーにインラインポリシーまたは管
理ポリシーがアタッチされていない必要があります (p. 700)

• [CT.IAM.PR.5] AWS Identity and Access Management (IAM) インラインポリシーにはワイルドカード
サービスアクションがない必要があります (p. 706)

[CT.IAM.PR.1] AWS Identity and Access Management (IAM) インラインポリシー
には、Action 要素と Resource 要素に「*」を含むステートメントがない必要があ
ります

このコントロールは、AWS Identity and Access Management (IAM) インラインポリシーに Resource: *
に対して Effect: Allow と Action: * が 含まれていないことをチェックします。

• コントロールの目標: 最小特権を適用する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::IAM::Policy、AWS::IAM::Role、AWS::IAM::User、AWS::IAM::Group
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.IAM.PR.1 ルールの仕様 (p. 683)

詳細と例
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• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.IAM.PR.1 ルールの仕
様 (p. 683) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.IAM.PR.1 サンプルテンプレート (p. 688) を参照してください。

説明

IAM ポリシーは、ユーザー、グループ、またはロールに付与される権限のセットを定義します。業界標準
のセキュリティアドバイスに従って、AWS は最小特権を付与するポリシーを推奨します。これは、タスク
の実行に必要なアクセス許可のみを付与することを意味します。ユーザーが必要とする最小限のアクセス
許可セットではなく、完全な管理者権限を提供すると、リソースが望ましくないアクションにさらされる
可能性があります。

完全な管理者権限を許可するのではなく、ユーザーが実行しなければならない具体的なアクションを決定
し、ユーザーがそれらのタスクのみを実行できるポリシーを作成します。最小限のアクセス許可セットか
ら始めて、必要に応じて追加のアクセス許可を付与する方がより安全です。寛大なアクセス許可から始め
て、後でそれらを強化しようとしないでください。

Resource: * に対して Action: * を許可する Effect: Allow というステートメントが含まれている IAM 
ポリシーを削除します。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Allow の Effect を含むステートメントと、Action と Resource の両
方の要素を含むステートメントがある IAM インラインポリシーにのみ適用されます。

ルール違反の修正

Resource: * に対して Action: * を許可する Effect: Allow を含む IAM インラインポリシーステートメ
ントを削除します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

IAM ポリシー - 例 1

Amazon S3 バケットからのオブジェクトの取得を許可するように設定された IAM インラインポリシー。
この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "IAMPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::Policy", 
        "Properties": { 
            "PolicyName": "sample-inline-policy", 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ], 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "s3:GetObject" 
                        ], 
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                        "Resource": [ 
                            "arn:aws:s3:::samplebucket/*" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

IAMPolicy: 
  Type: AWS::IAM::Policy 
  Properties: 
    PolicyName: sample-inline-policy 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:GetObject 
          Resource: 
            - arn:aws:s3:::samplebucket/* 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

IAM ロール - 例 2

Amazon S3 バケットからのオブジェクトの取得を許可するインラインポリシーが設定された IAM ロー
ル。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "IAMRole": { 
        "Type": "AWS::IAM::Role", 
        "Properties": { 
            "AssumeRolePolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Principal": { 
                            "AWS": { 
                                "Ref": "AWS::AccountId" 
                            } 
                        }, 
                        "Action": [ 
                            "sts:AssumeRole" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Policies": [ 
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                { 
                    "PolicyName": "sample-inline-policy", 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": [ 
                                    "s3:GetObject" 
                                ], 
                                "Resource": [ 
                                    "arn:aws:s3:::samplebucket/*" 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

IAMRole: 
  Type: AWS::IAM::Role 
  Properties: 
    AssumeRolePolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: !Ref 'AWS::AccountId' 
          Action: 
            - sts:AssumeRole 
    Policies: 
      - PolicyName: sample-inline-policy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - s3:GetObject 
              Resource: 
                - arn:aws:s3:::samplebucket/* 

                 

CT.IAM.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Name:
#   iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check
#  
# Description:
#   This control checks that AWS Identity and Access Management (IAM) inline policies do 
 not include "Effect": "Allow" with "Action": "*" over "Resource": "*".
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#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::Policy, AWS::IAM::Role, AWS::IAM::User, AWS::IAM::Group
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM policy, IAM role, IAM user or IAM 
 group resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has no statements with 'Effect' set to 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy does not have both Action and resource statements
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resources
#       And: 'Policies' is not provided or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resources
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: All IAM policy documents in 'Policies' have no statements with 'Effect' set to 
 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy statement has one or more Action statements and one or more 
 Resource statements
#       And: At least one Action statement allows all actions (Action value of '*')
#       And: At least one Resource statement is a wildcard representing all resources 
 (Resource value of '*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resources
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: At least one Action statement allows all actions (Action value of '*')
#       And: At least one Resource statement is a wildcard representing all resources 
 (Resource value of '*')
#      Then: FAIL

684



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more Action statements and one or more Resource 
 statements
#       And: No Action statements allow administrator access (Action value of '*')
#       And: No Resources are wildcards representing all resources (Resource value of '*')
#      Then: PASS
#   Scenario: 9
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resources
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: No Action statements allow administrator access (Action value of '*')
#       And: No Resources are wildcards representing all resources (Resource value of '*')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let AWS_IAM_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::Policy"
let AWS_IAM_ROLE_TYPE = "AWS::IAM::Role"
let AWS_IAM_USER_TYPE = "AWS::IAM::User"
let AWS_IAM_GROUP_TYPE = "AWS::IAM::Group"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_policies = Resources.*[ Type == %AWS_IAM_POLICY_TYPE ]
let iam_principals = Resources.*[ 
    Type == %AWS_IAM_ROLE_TYPE or 
    Type == %AWS_IAM_USER_TYPE or 
    Type == %AWS_IAM_GROUP_TYPE
]

#
# Primary Rules
#
rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                  %iam_policies not empty { 
    check_policy(%iam_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_POLICY_TYPE) { 
    check_policy(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}
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rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                  %iam_principals not empty 
 { 
    check_principal(%iam_principals.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_ROLE_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_ROLE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_USER_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_USER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_GROUP_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.1]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policy does not have a statement that includes "*" in the Action and Resource elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_policy(policy) { 
    %policy [ 
        filter_policy_document_with_statement_provided(this) 
    ] { 
        PolicyDocument { 
           check_statement(Statement) 
       } 
    }
}

rule check_principal(iam_principal) { 
    %iam_principal [ 
        filter_iam_principal_with_inline_policy_provided(this) 
    ] { 
        Policies[*] { 
            check_policy(this) 
       } 
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    }
}

rule check_statement(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow_on_action_and_resource(this) 
    ] { 
        Action exists 
        Resource exists 
        check_admin_access(Action, Resource) 
    }
}

rule filter_allow_on_action_and_resource(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
        Action exists 
        Resource exists 
    }
}

rule filter_policy_document_with_statement_provided(policy) { 
    %policy { 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 
        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            filter_statement_non_empty_list(Statement) or 
            Statement is_struct 
        } 
    }
}

rule filter_iam_principal_with_inline_policy_provided(iam_principal) { 
    %iam_principal { 
        Policies exists 
        Policies is_list 
        Policies not empty 
    }
}

rule filter_statement_non_empty_list(statement) { 
    %statement { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule check_admin_access(actions, resources) { 
    when some %actions[*] == "*" { 
        %resources[*] != "*" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
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} 

     

CT.IAM.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-inline-policy 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
          - s3:GetObject 
          Resource: 
          - arn:aws:s3:::examplebucket/* 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
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      PolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-inline-policy 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: '*' 
          Resource: '*' 

     

[CT.IAM.PR.2] AWS Identity and Access Management (IAM) カスタマー管理ポリ
シーは、Action 要素と Resource 要素に「*」を含むステートメントを含んでいな
い必要があります

このコントロールは、AWS Identity and Access Management (IAM) カスタマー管理ポリシーにResource:
* に対する Effect: Allow と Action: * が含まれていないかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 最小特権を適用する
• 実装: AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::IAM::ManagedPolicy
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.IAM.PR.2 ルールの仕様 (p. 691)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.IAM.PR.2 ルールの仕
様 (p. 691) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.IAM.PR.2 サンプルテンプレート (p. 693) を参照してください。

説明

IAM ポリシーは、ユーザー、グループ、またはロールに付与される権限のセットを定義します。業界標準
のセキュリティアドバイスに従って、AWS は最小特権を付与するポリシーを推奨します。これは、タスク
の実行に必要なアクセス許可のみを付与することを意味します。ユーザーが必要とする最小限のアクセス
許可セットではなく、完全な管理者権限を提供すると、リソースが望ましくないアクションにさらされる
可能性があります。

完全な権限を許可するのではなく、ユーザーが実行しなければならない具体的なアクションを決定し、
ユーザーがそれらのタスクのみを実行できるポリシーを作成します。最小限のアクセス許可セットから始
めて、必要に応じて追加のアクセス許可を付与する方がより安全です。寛大なアクセス許可から始めて、
後でそれらを強化しようとしないでください。

Resource: * に対して Action: * を許可する Effect: Allow というステートメントが含まれている IAM 
ポリシーを削除します。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、カスタマー管理 IAM ポリシーにのみ適用されます。インラインおよび 
AWS 管理ポリシーはチェックされません。

• このコントロールは、Allow の Effect を含むステートメントと、Action と Resource の両
方の要素を含むステートメントがある IAM インラインポリシーにのみ適用されます。
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ルール違反の修正

Resource: * に対して Action: * を許可する Effect: Allow を含む IAM インラインポリシーステートメ
ントを削除します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

IAM 管理ポリシー - 例

Amazon S3 バケットからのオブジェクトの取得を許可するように設定された IAM 管理ポリシー。この例
は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "IAMManagedPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
        "Properties": { 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ], 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "s3:GetObject" 
                        ], 
                        "Resource": [ 
                            "arn:aws:s3:::samplebucket/*" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

IAMManagedPolicy: 
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
  Properties: 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:GetObject 
          Resource: 
            - arn:aws:s3:::samplebucket/* 
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CT.IAM.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Name:
#   iam_managed_policy_no_statements_with_admin_access_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS Identity and Access Management (IAM) customer managed 
 policies do not include "Effect": "Allow" with "Action": "*" over "Resource": "*".
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::ManagedPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM managed policy resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM managed policy resource
#       And: The policy has no statements with 'Effect' set to 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM managed policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy does not have both Action and Resource statements
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM managed policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy statement has one or more Action statements and one or more 
 Resource statements
#       And: Within a single policy statement at least one Action statement allows all 
 actions (Action value of '*')
#       And: Within the same policy statement at least one Resource statement is a wildcard 
 representing all
#            resources (Resource value of '*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM managed policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more Action statements and one or more Resource 
 statements
#       And: Within a single policy statement no Action statements allow all actions 
 (Action value of '*')
#       And: Within the same policy statement no Resources are wildcards representing all
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#            resources (Resource value of '*')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::ManagedPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_managed_policies = Resources.*[ Type == %AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule iam_managed_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                   %iam_managed_policies 
 not empty { 
    check(%iam_managed_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.2]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-
managed policies do not contain a statement that includes "*" in the Action and Resource 
 elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

rule iam_managed_policy_no_statements_with_admin_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.2]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-
managed policies do not contain a statement that includes "*" in the Action and Resource 
 elements 
            [FIX]: Remove IAM inline policy statements with "Effect": "Allow" that permit 
 "Action": "*" over "Resource": "*". 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(policy) { 
    %policy [ 
        filter_policy_document_with_statement_provided(this) 
    ] { 
        PolicyDocument { 
           check_statement(Statement) 
       } 
    }
}

rule check_statement(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow_on_action_and_resource(this) 
    ] { 
        Action exists 
        Resource exists 
        check_admin_access(Action, Resource) 
    }
}

692



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

rule filter_allow_on_action_and_resource(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
        Action exists 
        Resource exists 
    }
}

rule filter_policy_document_with_statement_provided(policy) { 
    %policy { 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 
        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            filter_statement_non_empty_list(Statement) or 
            Statement is_struct 
        } 
    }
}

rule filter_statement_non_empty_list(statement) { 
    %statement { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule check_admin_access(actions, resources) { 
    when some %actions[*] == "*" { 
        %resources[*] != "*" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.IAM.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
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        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
          - s3:GetObject 
          Resource: 
          - arn:aws:s3:::examplebucket/* 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: '*' 
          Resource: '*' 

     

[CT.IAM.PR.3] AWS Identity and Access Management (IAM) カスタマー管理ポリ
シーにワイルドカードサービスアクションがない必要があります

このコントロールは、AWS Identity and Access Management (IAM) カスタマー管理ポリシーに個々の 
AWS サービスについて Effect: Allow と Action: Service:* (例えば、s3: *) のステートメントが含ま
れていないことと、ポリシーが NotAction と Allow の Effect の組み合わせを使用していないことを
チェックします。

• コントロールの目標: 最小特権を適用する
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• 実装: AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::IAM::ManagedPolicy
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.IAM.PR.3 ルールの仕様 (p. 696)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.IAM.PR.3 ルールの仕
様 (p. 696) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.IAM.PR.3 サンプルテンプレート (p. 699) を参照してください。

説明

AWS のサービス サービスにアクセス許可を割り当てるときには、許可される IAM アクションの範囲を 
IAM ポリシーで指定することが重要です。IAM ポリシーを必要なアクションのみに制限することにより、
最小特権のアクセス許可をプロビジョニングすることをお勧めします。アクセス許可が過剰に付与される
ポリシーが、アクセス許可を必要としない IAM プリンシパルにアタッチされた場合、特権のエスカレー
ションにつながる可能性があります。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、カスタマー管理 IAM ポリシーにのみ適用されます。インラインおよび 
AWS 管理ポリシーはチェックされません。

• このコントロールは、Allow の Effect と Action または NotAction 要素を含むステートメ
ントがある IAM カスタマー管理ポリシーにのみ適用されます。

ルール違反の修正

Effect: Allow と Action: service:* または Effect: Allow および NotAction を含むステートメン
トを IAM カスタマー管理ポリシーから削除します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

IAM 管理ポリシー - 例

Amazon S3 ListBucket アクションを許可するように設定された IAM 管理ポリシー。この例は JSON と 
YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "IAMManagedPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
        "Properties": { 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ], 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "s3:ListBucket" 
                        ], 
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                        "Resource": [ 
                            "*" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

IAMManagedPolicy: 
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
  Properties: 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:ListBucket 
          Resource: 
            - '*' 

                 

CT.IAM.PR.3 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Name:
#   iam_managed_policy_no_statements_with_full_access_check
#  
# Description:
#   This control checks that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-managed 
 policies do not contain statements of "Effect": "Allow" with "Action": "Service:*" (for 
 example, s3:*) for individual AWS #####, and that the policies do not use the combination 
 of "NotAction" with an "Effect" of "Allow".
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::ManagedPolicy
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM Managed Policy resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM Managed Policy resource
#       And: The policy has no statements with 'Effect' set to 'Allow'
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#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM Managed Policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: At least one 'Action' statement allows full access to a service ('Action' has 
 a value 'service:*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM Managed Policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'NotAction' statements
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM Managed Policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: No 'Action' statements allow full access to a service ('Action' does not have 
 a value 'service:*')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::ManagedPolicy"
let WILDCARD_ACTION_PATTERN = /^[\w]*[:]*\*$/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_managed_policies = Resources.*[ Type == %AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule iam_managed_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                  %iam_managed_policies not 
 empty { 
    check(%iam_managed_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.3]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-
managed policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM customer-managed policies with "Effect": 
 "Allow" and "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_managed_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_MANAGED_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.3]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) customer-
managed policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM customer-managed policies with "Effect": 
 "Allow" and "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(policy) { 
    %policy [ 
        filter_policy_document_with_statement_provided(this) 
    ] { 
        PolicyDocument { 
            check_statement_no_wildcard_actions(Statement) 
            check_statement_no_not_action(Statement) 
       } 
    }
}

rule check_statement_no_wildcard_actions(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow_on_action(this) 
    ] { 
        Action exists 
        check_no_wildcard_action(Action) 
    }
}

rule check_statement_no_not_action(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow(this) 
    ] { 
        NotAction not exists 
    }
}

rule filter_allow_on_action(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
        Action exists 
    }
}

rule filter_allow(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
    }
}

rule filter_policy_document_with_statement_provided(policy) { 
    %policy { 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 
        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            filter_statement_non_empty_list(Statement) or 
            Statement is_struct 
        } 
    }
}

rule filter_statement_non_empty_list(statement) { 
    %statement { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule check_no_wildcard_action(actions) { 
    %actions[*] { 
        this != %WILDCARD_ACTION_PATTERN 

698



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.IAM.PR.3 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
          - s3:ListBucket 
          Resource: 
          - '*' 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
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    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMManagedPolicy: 
    Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
    Properties: 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: s3:* 
          Resource: '*' 

     

[CT.IAM.PR.4] AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーにインライ
ンポリシーまたは管理ポリシーがアタッチされていない必要があります
このコントロールは、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーにインラインポリシーまた
は (AWS およびカスタマー) 管理ポリシーが直接アタッチされているかどうかをチェックします。代わり
に、IAM ユーザーは、IAM グループまたはロールからアクセス許可を継承する必要があります。

• コントロールの目標: 最小特権を適用する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::IAM::User、AWS::IAM::Policy、AWS::IAM::ManagedPolicy
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.IAM.PR.4 ルールの仕様 (p. 703)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.IAM.PR.4 ルールの仕
様 (p. 703) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.IAM.PR.4 サンプルテンプレート (p. 705) を参照してください。

説明

デフォルトでは、IAM ユーザー、グループ、ロールには AWS リソースへのアクセス権はありませ
ん。IAM ポリシーで、ユーザー、グループ、またはロールに権限を付与します。IAM ポリシーはグループ
とロールには直接適用しますが、ユーザーには直接適用しないことをお勧めします。グループレベルまた
はロールレベルで権限を割り当てると、ユーザー数が増えるにつれてアクセス管理の複雑さが軽減されま
す。アクセス管理の複雑さが軽減されると、プリンシパルが誤って過剰な権限を受け取ったり保持したり
する可能性を減らすことができます。

ルール違反の修正

IAM ユーザーは、IAM グループまたはロールからアクセス許可を継承するように設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。
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IAM ユーザー - 例

IAM ポリシーまたは管理ポリシーのアタッチメントが設定されていない IAM ユーザー。この例は JSON と 
YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "IAMUser": { 
        "Type": "AWS::IAM::User" 
    }
} 
                 

YAML の例

IAMUser: 
  Type: AWS::IAM::User 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

IAM ポリシー - 例

IAM ユーザーの関連付けが設定されていない IAM ポリシー。この例は JSON と YAML で示されていま
す。

JSON の例

{ 
    "IAMPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::Policy", 
        "Properties": { 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "cloudformation:DescribeStacks" 
                        ], 
                        "Resource": "*" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "PolicyName": "sample-policy", 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例
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IAMPolicy: 
  Type: AWS::IAM::Policy 
  Properties: 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - cloudformation:DescribeStacks 
          Resource: '*' 
    PolicyName: sample-policy 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

IAM 管理ポリシー - 例

IAM ユーザーの関連付けが設定されていない IAM 管理ポリシー。この例は JSON と YAML で示されてい
ます。

JSON の例

{ 
    "IAMManagedPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::ManagedPolicy", 
        "Properties": { 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "cloudformation:DescribeStacks" 
                        ], 
                        "Resource": "*" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

IAMManagedPolicy: 
  Type: AWS::IAM::ManagedPolicy 
  Properties: 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - cloudformation:DescribeStacks 
          Resource: '*' 
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CT.IAM.PR.4 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   iam_user_no_policies_check
#  
# Description:
#   This control checks whether your AWS Identity and Access Management (IAM) user has 
 inline or managed (AWS and customer) policies directly attached. Instead, IAM users should 
 inherit permissions from IAM groups or roles.
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::User, AWS::IAM::Policy, AWS::IAM::ManagedPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM user, policy or managed policy 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM user resource
#       And: 'Policies' or 'ManagedPolicyArns' have been specified as a non-empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy or managed policy resource
#       And: 'Users' has been specified and is a non-empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM user resource
#       And: 'Policies' has not been been specified or is an empty list
#       And: 'ManagedPolicyArns' has not been been specified or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy or managed policy resource
#       And: 'Users' has not been specified or is an empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let IAM_USER_TYPE = "AWS::IAM::User"
let IAM_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::Policy"
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let IAM_MANAGED_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::ManagedPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_users = Resources.*[ Type == %IAM_USER_TYPE ]
let iam_policies = Resources.*[ Type == %IAM_POLICY_TYPE ]
let iam_managed_policies = Resources.*[ Type == %IAM_MANAGED_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                     %iam_users not empty { 
    check_user(%iam_users.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                     %iam_policies not empty { 
    check_policy(%iam_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                     %iam_managed_policies not empty { 
    check_policy(%iam_managed_policies.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %IAM_USER_TYPE) { 
    check_user(%INPUT_DOCUMENT.%IAM_USER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %IAM_POLICY_TYPE) { 
    check_policy(%INPUT_DOCUMENT.%IAM_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

rule iam_user_no_policies_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %IAM_MANAGED_POLICY_TYPE) 
 { 
    check_policy(%INPUT_DOCUMENT.%IAM_MANAGED_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
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        [CT.IAM.PR.4]: Require that an AWS Identity and Access Management (IAM) user does 
 not have an inline or managed policy attached attached 
            [FIX]: Configure IAM users to inherit permissions from IAM groups. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_user(iam_user) { 
    %iam_user { 
        # Scenario 2 and 4 
        Policies not exists or 
        exists_and_is_empty_list(Policies) 

        ManagedPolicyArns not exists or 
        exists_and_is_empty_list(ManagedPolicyArns) 
    }
}

rule check_policy(policy) { 
    %policy { 
        # Scenario 3 and 4 
        Users not exists or 
        exists_and_is_empty_list(Users) 
    }
}

rule exists_and_is_empty_list(list_property) { 
    %list_property { 
        this is_list 
        this empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.IAM.PR.4 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  IAMUser: 
    Type: AWS::IAM::User 
    Properties: {} 
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FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  IAMUser: 
    Type: AWS::IAM::User 
    Properties: 
      ManagedPolicyArns: 
      - arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess 

     

[CT.IAM.PR.5] AWS Identity and Access Management (IAM) インラインポリシー
にはワイルドカードサービスアクションがない必要があります
このコントロールは、AWS Identity and Access Management (IAM) インラインポリシーに、個人用
の AWS のサービス について Effect:Allow と Action: Service:* (s3:* など) が含まれていない
か、NotAction と Allow の Effect の組み合わせを使用していないかをチェックします。

• コントロールの目標: 最小特権を適用する
• 実装: AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::IAM::Policy、AWS::IAM::Role、AWS::IAM::User、AWS::IAM::Group
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.IAM.PR.5 ルールの仕様 (p. 711)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.IAM.PR.5 ルールの仕
様 (p. 711) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.IAM.PR.5 サンプルテンプレート (p. 715) を参照してください。

説明

AWS のサービス サービスにアクセス許可を割り当てるときには、許可される IAM アクションの範囲を 
IAM ポリシーで指定することが重要です。IAM アクションは、必要なアクションのみに制限する必要があ
ります。これは、最小特権の許可のプロビジョンに役立ちます。ポリシーが許可を必要としない IAM プリ
ンシパルに添付済みの場合、過度に許可されたポリシーは特権エスカレーションにつながる可能性があり
ます。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Allow の Effect と Action または NotAction 要素を含むステートメ
ントがある IAM インラインポリシーにのみ適用されます。

• このコントロールは、1 つ以上のインラインポリシーを含む IAM ロール、ユーザー、またはグ
ループリソースと、1 つ以上のステートメントが設定された IAM ポリシーリソースにのみ適用
されます。

ルール違反の修正

Effect: Allow と Action: service:*、または Effect: Allow と NotAction があるステートメント
を IAM インラインポリシーから削除します。
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以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

IAM インラインポリシー - 例 1

S3 ListBucket アクションを許可するインラインポリシーが設定されている IAM ロール。この例は 
JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "IAMRole": { 
        "Type": "AWS::IAM::Role", 
        "Properties": { 
            "AssumeRolePolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Principal": { 
                            "AWS": { 
                                "Ref": "AWS::AccountId" 
                            } 
                        }, 
                        "Action": [ 
                            "sts:AssumeRole" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            }, 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": [ 
                                    "s3:ListBucket" 
                                ], 
                                "Resource": [ 
                                    "*" 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "PolicyName": "sample-policy" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

IAMRole: 
  Type: AWS::IAM::Role 
  Properties: 
    AssumeRolePolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
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          Principal: 
            AWS: !Ref 'AWS::AccountId' 
          Action: 
            - sts:AssumeRole 
    Policies: 
      - PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - s3:ListBucket 
              Resource: 
                - '*' 
        PolicyName: sample-policy 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

IAM インラインポリシー - 例 2

S3 ListBucket アクションを許可するインラインポリシーが設定されている IAM ユーザー。この例は 
JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "IAMUser": { 
        "Type": "AWS::IAM::User", 
        "Properties": { 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": [ 
                                    "s3:ListBucket" 
                                ], 
                                "Resource": [ 
                                    "*" 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "PolicyName": "sample-policy" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

IAMUser: 
  Type: AWS::IAM::User 
  Properties: 
    Policies: 
      - PolicyDocument: 
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          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - s3:ListBucket 
              Resource: 
                - '*' 
        PolicyName: sample-policy 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

IAM インラインポリシー - 例 3

S3 ListBucket アクションを許可するインラインポリシーが設定されている IAM グループ。この例は 
JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "IAMGroup": { 
        "Type": "AWS::IAM::Group", 
        "Properties": { 
            "Policies": [ 
                { 
                    "PolicyDocument": { 
                        "Version": "2012-10-17", 
                        "Statement": [ 
                            { 
                                "Effect": "Allow", 
                                "Action": [ 
                                    "s3:ListBucket" 
                                ], 
                                "Resource": [ 
                                    "*" 
                                ] 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "PolicyName": "sample-policy" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

IAMGroup: 
  Type: AWS::IAM::Group 
  Properties: 
    Policies: 
      - PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
            - Effect: Allow 
              Action: 
                - s3:ListBucket 
              Resource: 
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                - '*' 
        PolicyName: sample-policy 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

IAM インラインポリシー - 例 4

IAM ポリシーは IAM ロールにインラインポリシーとして関連付けられ、S3 ListBucket アクションを許
可するように設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "IAMPolicy": { 
        "Type": "AWS::IAM::Policy", 
        "Properties": { 
            "PolicyName": "sample-policy", 
            "Roles": [ 
                { 
                    "Ref": "IAMRole" 
                } 
            ], 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Action": [ 
                            "s3:ListBucket" 
                        ], 
                        "Resource": [ 
                            "*" 
                        ] 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

IAMPolicy: 
  Type: AWS::IAM::Policy 
  Properties: 
    PolicyName: sample-policy 
    Roles: 
      - !Ref 'IAMRole' 
    PolicyDocument: 
      Version: '2012-10-17' 
      Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
            - s3:ListBucket 
          Resource: 
            - '*' 
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CT.IAM.PR.5 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Name:
#   iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS Identity and Access Management (IAM) inline policies do 
 not include "Effect": "Allow" with "Action": "Service:*" (e.g. s3:*) for individual AWS #
#### or use the combination of "NotAction" with an "Effect" of "Allow".
#  
# Reports on:
#   AWS::IAM::Policy, AWS::IAM::Role, AWS::IAM::User, AWS::IAM::Group
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any IAM policy, IAM role, IAM user or IAM 
 group resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has no statements with 'Effect' set to 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resource
#       And: 'Policies' is not provided or is an empty list
#      Then: SKIP
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resource
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: All IAM policy documents in 'Policies' have no statements with 'Effect' set to 
 'Allow'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: 'Action' statement allows full access to a service ('Action' has a value 
 'service:*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'NotAction' statements
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM group resource
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: 'Action' statement allows full access to a service ('Action' has a value 
 'service:*')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM user resource
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: At least one IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' 
 set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'NotAction' statements
#      Then: FAIL
#   Scenario: 9
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM policy resource
#       And: The policy has a statement with 'Effect' set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: No 'Action' statements allow full access to a service ('Action' does not have 
 a value 'service:*')
#      Then: PASS
#   Scenario: 10
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an IAM role, IAM user or IAM user resource
#       And: 'Policies' is provided as a non-empty list
#       And: At least one IAM policy document in 'Policies' has a statement with 'Effect' 
 set to 'Allow'
#       And: The policy has one or more 'Action' statements
#       And: No 'Action' statements allow full access to a service ('Action' does not have 
 a value 'service:*')
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let AWS_IAM_POLICY_TYPE = "AWS::IAM::Policy"
let AWS_IAM_ROLE_TYPE = "AWS::IAM::Role"
let AWS_IAM_USER_TYPE = "AWS::IAM::User"
let AWS_IAM_GROUP_TYPE = "AWS::IAM::Group"
let WILDCARD_ACTION_PATTERN = /^[\w]*[:]*\*$/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let iam_policies = Resources.*[ Type == %AWS_IAM_POLICY_TYPE ]
let iam_principals = Resources.*[ 
    Type == %AWS_IAM_ROLE_TYPE or 
    Type == %AWS_IAM_USER_TYPE or 
    Type == %AWS_IAM_GROUP_TYPE
]

#
# Primary Rules
#
rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                 %iam_policies not empty { 
    check_policy(%iam_policies.Properties) 
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        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_POLICY_TYPE) { 
    check_policy(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                                 %iam_principals not empty 
 { 
    check_principal(%iam_principals.Properties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_ROLE_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_ROLE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_USER_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_USER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}

rule iam_inline_policy_no_statements_with_full_access_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %AWS_IAM_GROUP_TYPE) { 
    check_principal(%INPUT_DOCUMENT.%AWS_IAM_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.IAM.PR.5]: Require that AWS Identity and Access Management (IAM) inline 
 policies do not have wildcard service actions 
            [FIX]: Remove statements from IAM inline policies with "Effect": "Allow" and 
 "Action": "service:*" or "Effect": "Allow" and "NotAction". 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check_policy(policy) { 
    %policy [ 
        filter_policy_document_with_statement_provided(this) 
    ] { 
        PolicyDocument { 
            check_statement_no_wildcard_actions(Statement) 
            check_statement_no_not_action(Statement) 
       } 
    }
}

rule check_principal(iam_principal) { 
    %iam_principal [ 
        filter_iam_principal_with_inline_policy_provided(this) 
    ] { 
        Policies[*] { 
            check_policy(this) 
       } 
    }
}

rule check_statement_no_wildcard_actions(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow_on_action(this) 
    ] { 
        Action exists 
        check_no_wildcard_action(Action) 
    }
}

rule check_statement_no_not_action(statement) { 
    %statement [ 
        filter_allow(this) 
    ] { 
        NotAction not exists 
    }
}

rule filter_allow_on_action(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
        Action exists 
    }
}

rule filter_allow(statement) { 
    %statement { 
        Effect == "Allow" 
    }
}

rule filter_policy_document_with_statement_provided(policy) { 
    %policy { 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 
        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            filter_statement_non_empty_list(Statement) or 
            Statement is_struct 
        } 
    }
}
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rule filter_iam_principal_with_inline_policy_provided(iam_principal) { 
    %iam_principal { 
        Policies exists 
        Policies is_list 
        Policies not empty 
    }
}

rule filter_statement_non_empty_list(statement) { 
    %statement { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule check_no_wildcard_action(actions) { 
    %actions[*] { 
        this != %WILDCARD_ACTION_PATTERN 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.IAM.PR.5 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      Roles: 
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      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: 
          - s3:ListBucket 
          Resource: 
          - '*' 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  IAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Ref: AWS::AccountId 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
  IAMPolicy: 
    Type: AWS::IAM::Policy 
    Properties: 
      PolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      Roles: 
      - Ref: IAMRole 
      PolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: s3:* 
          Resource: '*' 

     

AWS Key Management Service (AWS KMS) コントロール
トピック

• [CT.KMS.PR.1] AWS KMS key にはローテーションが設定されている必要があります (p. 716)

[CT.KMS.PR.1] AWS KMS key にはローテーションが設定されている必要があり
ます

このコントロールは、AWS KMS カスタマー管理キーについて、キーローテーションが有効になっている
かどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 保管中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
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• リソースタイプ: AWS::KMS::Key
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.KMS.PR.1 ルールの仕様 (p. 718)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.KMS.PR.1 ルールの仕
様 (p. 718) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.KMS.PR.1 サンプルテンプレート (p. 720) を参照してください。

説明

キーローテーションにより、悪意のあるユーザーにキーが公開される可能性を最小限に抑えることができ
ます。暗号化のベストプラクティスでは、暗号化キーの広範な再利用を推奨していません。キーを定期的
にローテーションすることで、組織のセキュリティとコンプライアンスの要件を満たすことができます。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、AWS KMS 対称暗号化のカスタマー管理キーにのみ適用されます。

ルール違反の修正

AWS KMS 対称暗号化キーの EnableKeyRotation を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS KMS key - 例

キーローテーションが有効に設定されている AWS KMS カスタマー管理キー。この例は JSON と YAML 
で示されています。

JSON の例

{ 
    "KMSKey": { 
        "Type": "AWS::KMS::Key", 
        "Properties": { 
            "PendingWindowInDays": 7, 
            "KeyPolicy": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Id": "sample-policy", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Sid": "Enable IAM User Permissions", 
                        "Effect": "Allow", 
                        "Principal": { 
                            "AWS": { 
                                "Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:iam::
${AWS::AccountId}:root" 
                            } 
                        }, 
                        "Action": "kms:*", 
                        "Resource": "*" 
                    } 
                ] 
            }, 
            "EnableKeyRotation": true 
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        } 
    }
} 
                 

YAML の例

KMSKey: 
  Type: AWS::KMS::Key 
  Properties: 
    PendingWindowInDays: 7 
    KeyPolicy: 
      Version: 2012-10-17 
      Id: sample-policy 
      Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: !Sub 'arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root' 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
    EnableKeyRotation: true 

                 

CT.KMS.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   kms_key_rotation_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether key rotation is enabled for AWS KMS customer managed keys.
#  
# Reports on:
#   AWS::KMS::Key
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any KMS key resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a KMS key resource
#       And: 'KeySpec' is provided and is a value other than 'SYMMETRIC_DEFAULT'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains a KMS key resource
#       And: 'KeySpec' is not provided or is provided and is set to 'SYMMETRIC_DEFAULT'
#       And: 'EnableKeyRotation' is not provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a KMS key resource
#       And: 'KeySpec' is not provided or is provided and is set to 'SYMMETRIC_DEFAULT'
#       And: 'EnableKeyRotation' is provided and is set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a KMS key resource
#       And: 'KeySpec' is not provided or is provided and is set to 'SYMMETRIC_DEFAULT'
#       And: 'EnableKeyRotation' is provided and is set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let KMS_KEY_TYPE = "AWS::KMS::Key"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let kms_keys = Resources.*[ Type == %KMS_KEY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule kms_key_rotation_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                         %kms_keys not empty { 
    check(%kms_keys.Properties) 
        << 
        [CT.KMS.PR.1]: Require any AWS KMS key to have rotation configured 
        [FIX]: Set 'EnableKeyRotation' to 'true' for AWS KMS symmetric-encryption keys. 
        >>
}

rule kms_key_rotation_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %KMS_KEY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%KMS_KEY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.KMS.PR.1]: Require any AWS KMS key to have rotation configured 
        [FIX]: Set 'EnableKeyRotation' to 'true' for AWS KMS symmetric-encryption keys. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(kms_keys) { 
    %kms_keys[ 
        # Scenario 2 
        filter_is_kms_cmk_symmetric_key(this) 
    ] { 
        # Scenario 3, 4 and 5 
        EnableKeyRotation exists 
        EnableKeyRotation == true 
    }
}

rule filter_is_kms_cmk_symmetric_key(kms_key) { 
    %kms_key { 

719



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

        KeySpec not exists or 
        KeySpec == "SYMMETRIC_DEFAULT" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.KMS.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  Key: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      PendingWindowInDays: 7 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: example-policy 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
      EnableKeyRotation: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  Key: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      PendingWindowInDays: 7 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: example-policy 
        Statement: 
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        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
      EnableKeyRotation: false 

     

Amazon Kinesis のコントロール
トピック

• [CT.KINESIS.PR.1] Amazon Kinesis データストリームには保存時の暗号化が設定されている必要があ
ります (p. 721)

[CT.KINESIS.PR.1] Amazon Kinesis データストリームには保存時の暗号化が設定
されている必要があります

このコントロールは、Amazon Kinesis Data Streams が保管中にサーバー側の暗号化を使用して暗号化さ
れているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 保管中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::Kinesis::Stream
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.KINESIS.PR.1 ルールの仕様 (p. 722)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.KINESIS.PR.1 ルール
の仕様 (p. 722) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.KINESIS.PR.1 サンプルテンプレート (p. 725) を参照してください。

説明

サーバー側の暗号化は、データが保管される前に AWS KMS key を使用してデータを自動的に暗号化す
る、Amazon Kinesis Data Streams の機能です。データは Kinesis ストリームストレージレイヤーに書き込
まれる前に暗号化され、ストレージから取得された後で復号されます。結果として、Amazon Kinesis Data 
Streams サービス内に保管中のデータは暗号化されます。

ルール違反の修正

EncryptionType を KMS に設定し、KeyId を AWS KMS key 識別子に設定して、StreamEncryption
設定を指定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon Kinesis Data Stream - 例

Amazon Kinesis Data Streams は、AWS KMS key を使用してサーバー側の暗号化で保管中のデータを暗
号化するように設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。
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JSON の例

{ 
    "KinesisStream": { 
        "Type": "AWS::Kinesis::Stream", 
        "Properties": { 
            "RetentionPeriodHours": 168, 
            "ShardCount": 3, 
            "StreamEncryption": { 
                "EncryptionType": "KMS", 
                "KeyId": { 
                    "Ref": "KMSKey" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

KinesisStream: 
  Type: AWS::Kinesis::Stream 
  Properties: 
    RetentionPeriodHours: 168 
    ShardCount: 3 
    StreamEncryption: 
      EncryptionType: KMS 
      KeyId: !Ref 'KMSKey' 

                 

CT.KINESIS.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   kinesis_stream_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Kinesis data streams are encrypted at rest with 
 server-side encryption.
#  
# Reports on:
#   AWS::Kinesis::Stream
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Kinesis stream resources
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#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has been provided
#       And: 'StreamEncryption.EncryptionType' has not been provided or provided as an 
 empty string
#       And: 'StreamEncryption.KeyId' has not been provided or provided as an empty string 
 or invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has been provided
#       And: 'StreamEncryption.EncryptionType' has been provided as a non-empty string
#       And: 'StreamEncryption.KeyId' has not been provided or provided as an empty string 
 or invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has been provided
#       And: 'StreamEncryption.EncryptionType' has not been provided or provided as an 
 empty string
#       And: 'StreamEncryption.KeyId' has been provided as a non-empty string or valid 
 local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an Kinesis stream resource
#       And: 'StreamEncryption' has been provided
#       And: 'StreamEncryption.EncryptionType' has been provided as a non-empty string
#       And: 'StreamEncryption.KeyId' has been provided as a non-empty string or valid 
 local reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let KINESIS_STREAM_TYPE = "AWS::Kinesis::Stream"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let kinesis_streams = Resources.*[ Type == %KINESIS_STREAM_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule kinesis_stream_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                         %kinesis_streams not empty { 
    check(%kinesis_streams.Properties) 
        << 
        [CT.KINESIS.PR.1]: Require any Amazon Kinesis data stream to have encryption at 
 rest configured 
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            [FIX]: Specify a 'StreamEncryption' configuration, with 'EncryptionType' set to 
 'KMS' and 'KeyId' set to an AWS KMS key identifier. 
        >>
}

rule kinesis_stream_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %KINESIS_STREAM_TYPE) 
 { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%KINESIS_STREAM_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.KINESIS.PR.1]: Require any Amazon Kinesis data stream to have encryption at 
 rest configured 
            [FIX]: Specify a 'StreamEncryption' configuration, with 'EncryptionType' set to 
 'KMS' and 'KeyId' set to an AWS KMS key identifier. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(kinesis_stream) { 
    %kinesis_stream { 
        # Scenario 2 
        StreamEncryption exists 
        StreamEncryption is_struct 

        StreamEncryption { 
            # Scenario 3 
            EncryptionType exists 
            KeyId exists 

            # Scenario 4, 5 and 6 
            check_is_string_and_not_empty(EncryptionType) 
            check_is_string_and_not_empty(KeyId) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, KeyId, "AWS::KMS::Key") or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, KeyId, "AWS::KMS::Alias") 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
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            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.KINESIS.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  KMSKey: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      PendingWindowInDays: 7 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: example-key-policy 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: 
              Fn::Sub: arn:${AWS::Partition}:iam::${AWS::AccountId}:root 
          Action: kms:* 
          Resource: '*' 
      KeySpec: SYMMETRIC_DEFAULT 
  KinesisStream: 
    Type: AWS::Kinesis::Stream 
    Properties: 
      RetentionPeriodHours: 168 
      ShardCount: 3 
      StreamEncryption: 
        EncryptionType: KMS 
        KeyId: 
          Ref: KMSKey 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  KinesisStream: 
    Type: AWS::Kinesis::Stream 
    Properties: 
      RetentionPeriodHours: 168 
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      ShardCount: 3 

     

AWS Lambda コントロール
トピック

• [CT.LAMBDA.PR.2] AWS Lambda 関数ポリシーは、パブリックアクセスを禁止する必要がありま
す (p. 726)

[CT.LAMBDA.PR.2] AWS Lambda 関数ポリシーは、パブリックアクセスを禁止す
る必要があります

このコントロールは、AWS Lambda 関数リソースベースのポリシーがパブリックアクセスを禁止している
かどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::Lambda::Permission
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.LAMBDA.PR.2 ルールの仕様 (p. 728)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.LAMBDA.PR.2 ルール
の仕様 (p. 728) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.LAMBDA.PR.2 サンプルテンプレート (p. 731) を参照してください。

説明

Lambda 関数は、関数に格納されているコードへの意図しないアクセスを許可する可能性があるため、パ
ブリックからアクセスできない必要があります。

ルール違反の修正

Principal を * に設定するときには、SourceAccount、SourceArn、PrincipalOrgID のいずれか
を指定します。Principal をサービスプリンシパル (例えば、s3.amazonaws.com) に設定するときに
は、SourceAccount または SourceArn のいずれかを指定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS Lambda 関数ポリシー - 例 1

AWS アカウント ID プリンシパルで設定された AWS Lambda 関数ポリシー。この例は JSON と YAML で
示されています。

JSON の例

{ 
    "LambdaPermission": { 
        "Type": "AWS::Lambda::Permission", 
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        "Properties": { 
            "Action": "lambda:InvokeFunction", 
            "FunctionName": { 
                "Ref": "LambdaFunction" 
            }, 
            "Principal": { 
                "Ref": "AWS::AccountId" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

LambdaPermission: 
  Type: AWS::Lambda::Permission 
  Properties: 
    Action: lambda:InvokeFunction 
    FunctionName: !Ref 'LambdaFunction' 
    Principal: !Ref 'AWS::AccountId' 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS Lambda 関数ポリシー - 例 2

ワイルドカードプリンシパルとソースアカウント条件が設定された AWS Lambda 関数ポリシー。この例
は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "LambdaPermission": { 
        "Type": "AWS::Lambda::Permission", 
        "Properties": { 
            "Action": "lambda:InvokeFunction", 
            "FunctionName": { 
                "Ref": "LambdaFunction" 
            }, 
            "Principal": "*", 
            "SourceAccount": { 
                "Ref": "AWS::AccountId" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

LambdaPermission: 
  Type: AWS::Lambda::Permission 
  Properties: 
    Action: lambda:InvokeFunction 
    FunctionName: !Ref 'LambdaFunction' 
    Principal: '*' 
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    SourceAccount: !Ref 'AWS::AccountId' 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS Lambda 関数ポリシー - 例 3

サービスプリンシパルとソース ARN 条件が設定された AWS Lambda 関数ポリシー。この例は JSON と 
YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "LambdaPermission": { 
        "Type": "AWS::Lambda::Permission", 
        "Properties": { 
            "Action": "lambda:InvokeFunction", 
            "FunctionName": { 
                "Ref": "LambdaFunction" 
            }, 
            "Principal": "s3.amazonaws.com", 
            "SourceArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "S3Bucket", 
                    "Arn" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

LambdaPermission: 
  Type: AWS::Lambda::Permission 
  Properties: 
    Action: lambda:InvokeFunction 
    FunctionName: !Ref 'LambdaFunction' 
    Principal: s3.amazonaws.com 
    SourceArn: !GetAtt 'S3Bucket.Arn' 

                 

CT.LAMBDA.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   lambda_function_public_access_prohibited_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS Lambda function resource-based policy prohibits 
 public access.
#  
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# Reports on:
#   AWS::Lambda::Permission
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Lambda permission resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'FunctionUrlAuthType' has been provided with a value of 'NONE'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with a wildcard value ('*')
#       And: 'SourceAccount' has not been provided or provided with an empty string value
#       And: 'SourceArn' has not been provided or provided with an empty string value or 
 non-valid local reference
#       And: 'PrincipalOrgID' has not been provided or provided with an empty string value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with value that does not match an AWS Account 
 ID, AWS IAM ARN or
#            wildcard value ('*')
#       And: 'SourceAccount' has not been provided or provided with an empty string value
#       And: 'SourceArn' has not been provided or provided with an empty string value or 
 non-valid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with an AWS Account ID or AWS IAM ARN value
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with a wildcard value ('*')
#       And: At least one of 'SourceAccount', 'SourceArn' or 'PrincipalOrgID' have been 
 provided with non-empty string
#            values (or a valid local reference for 'SourceArn')
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Lambda permission resource
#       And: 'Principal' has been provided with value that does not match an AWS Account ID 
 or AWS IAM ARN
#       And: At least one of 'SourceAccount', 'SourceArn' have been provided with non-empty 
 string values (or a valid
#            local reference for 'SourceArn')
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#      Then: PASS

#
# Constants
#
let LAMBDA_PERMISSION_TYPE = "AWS::Lambda::Permission"
let AWS_ACCOUNT_ID_PATTERN = /\d{12}/
let AWS_IAM_PRINCIPAL_PATTERN = /^arn:aws[a-z0-9\-]*:iam::\d{12}:.+/

let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let lambda_permissions = Resources.*[ Type == %LAMBDA_PERMISSION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule lambda_function_public_access_prohibited_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %lambda_permissions not empty { 
    check(%lambda_permissions.Properties) 
        << 
        [CT.LAMBDA.PR.2]: Require AWS Lambda function policies to prohibit public access 
        [FIX]: When setting 'Principal' to '*', provide one of 'SourceAccount', 
 'SourceArn', or 'PrincipalOrgID'. When setting 'Principal' to a service principal (for 
 example, s3.amazonaws.com), provide one of 'SourceAccount' or 'SourceArn'. 
        >>
}

rule lambda_function_public_access_prohibited_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %LAMBDA_PERMISSION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%LAMBDA_PERMISSION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.LAMBDA.PR.2]: Require AWS Lambda function policies to prohibit public access 
        [FIX]: When setting 'Principal' to '*', provide one of 'SourceAccount', 
 'SourceArn', or 'PrincipalOrgID'. When setting 'Principal' to a service principal (for 
 example, s3.amazonaws.com), provide one of 'SourceAccount' or 'SourceArn'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(lambda_permission) { 
    %lambda_permission { 
        # Scenario 2 and 5 
        FunctionUrlAuthType not exists or 
        FunctionUrlAuthType != "NONE" 
    } 

    %lambda_permission [ 
        Principal exists 
        Principal == "*" 
    ] { 
        # Scenario 3 and 6 
        SourceAccount exists or 
        SourceArn exists or 
        PrincipalOrgID exists 

        check_is_string_and_not_empty(SourceAccount) or 
        check_is_string_or_local_reference(SourceArn) or 
        check_is_string_and_not_empty(PrincipalOrgID) 
    } 

    %lambda_permission [ 
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        Principal exists 
        Principal != "*" 
        Principal != %AWS_ACCOUNT_ID_PATTERN 
        Principal != %AWS_IAM_PRINCIPAL_PATTERN 
    ] { 
        # Scenario 4 and 7 
        SourceAccount exists or 
        SourceArn exists 

        check_is_string_and_not_empty(SourceAccount) or 
        check_is_string_or_local_reference(SourceArn) 
    }
}

rule check_is_string_or_local_reference(value) { 
    %value { 
        check_is_string_and_not_empty(this) or 
        check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this) 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0]) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.LAMBDA.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。
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PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  LambdaFunctionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - lambda.amazonaws.com 
          Action: 
          - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: LambdaFunctionPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
  LambdaFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Properties: 
      Role: 
        Fn::GetAtt: LambdaFunctionRole.Arn 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.9 
      Code: 
        ZipFile: "def handler(event, context):\n  print(\"hello\")\n" 
      Description: TestS3EventFunction 
  LambdaPermission: 
    Type: AWS::Lambda::Permission 
    Properties: 
      Action: lambda:InvokeFunction 
      FunctionName: 
        Ref: LambdaFunction 
      Principal: 
        Ref: AWS::AccountId 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  LambdaFunctionRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: '2012-10-17' 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: 
            - lambda.amazonaws.com 
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          Action: 
          - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
      - PolicyName: LambdaFunctionPolicy 
        PolicyDocument: 
          Version: '2012-10-17' 
          Statement: 
          - Effect: Allow 
            Action: 
            - logs:CreateLogGroup 
            - logs:CreateLogStream 
            - logs:PutLogEvents 
            Resource: '*' 
  LambdaFunction: 
    Type: AWS::Lambda::Function 
    Properties: 
      Role: 
        Fn::GetAtt: LambdaFunctionRole.Arn 
      Handler: index.handler 
      Runtime: python3.9 
      Code: 
        ZipFile: "def handler(event, context):\n  print(\"hello\")\n" 
      Description: TestS3EventFunction 
  LambdaPermission: 
    Type: AWS::Lambda::Permission 
    Properties: 
      Action: lambda:InvokeFunction 
      FunctionName: 
        Ref: LambdaFunction 
      Principal: '*' 

     

AWS Network Firewall コントロール
トピック

• [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1] AWS Network Firewall ファイアウォールポリシーにルールグループ
を関連付ける必要があります (p. 733)

• [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2] AWS Network Firewall ファイアウォールポリシーは、ルールに一致
しないステートレスフルパケットをデフォルトでドロップまたは転送する必要があります (p. 738)

• [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3] AWS Network Firewall ファイアウォールポリシーは、フラグメント
化されたパケットがステートレスルールに一致しない場合、それらのパケットをデフォルトでドロッ
プまたは転送する必要があります (p. 743)

• [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4] AWS Network Firewall ルールグループにも少なくとも 1 つのルール
を含める必要があります (p. 748)

[CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1] AWS Network Firewall ファイアウォールポリ
シーにルールグループを関連付ける必要があります
このコントロールは、AWS Network Firewall ファイアウォールポリシーに関連付けられているステートフ
ルルールグループまたはステートレスルールグループが少なくとも 1 つあるかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1 ルールの仕様 (p. 735)
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詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.NETWORK-
FIREWALL.PR.1 ルールの仕様 (p. 735) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1 サンプルテンプレート (p. 737) を参照してください。

説明

ファイアウォールポリシーは、ファイアウォールが Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) のトラ
フィックをモニタリングおよび処理する方法を定義します。ステートレスおよびステートフルルールグ
ループの設定は、パケットとトラフィックフローのフィルタリングに役立ち、デフォルトのトラフィック
処理設定の定義にも役立ちます。

ルール違反の修正

FirewallPolicy 定義内で、StatefulRuleGroupReferences または
StatelessRuleGroupReferences 内の 1 つ以上のルールグループを参照します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS Network Firewall ファイアウォールポリシー - 例

ステートフルおよびステートレスルールグループが関連付けられている AWS Network Firewall ファイア
ウォールポリシー。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": "sample-firewall-policy", 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:drop" 
                ], 
                "StatefulRuleGroupReferences": [ 
                    { 
                        "ResourceArn": { 
                            "Ref": "StatefulRuleGroup" 
                        } 
                    } 
                ], 
                "StatelessRuleGroupReferences": [ 
                    { 
                        "ResourceArn": { 
                            "Ref": "StatelessRuleGroup" 
                        }, 
                        "Priority": 100 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
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YAML の例

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: sample-firewall-policy 
    FirewallPolicy: 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 
      StatefulRuleGroupReferences: 
        - ResourceArn: !Ref 'StatefulRuleGroup' 
      StatelessRuleGroupReferences: 
        - ResourceArn: !Ref 'StatelessRuleGroup' 
          Priority: 100 

                 

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   netfw_policy_rule_group_associated_check
#  
# Description:
#   This control checks whether there is at least one stateful or stateless rule group 
 associated with an AWS Network Firewall firewall policy.
#  
# Reports on:
#   AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any NetworkFirewall firewall policy 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: 'StatefulRuleGroupReferences' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#       And: 'StatelessRuleGroupReferences' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: 'StatefulRuleGroupReferences' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#       And: 'StatelessRuleGroupReferences' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessRuleGroupReferences' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#       And: 'StatefulRuleGroupReferences' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessRuleGroupReferences' has been provided as an empty list
#       And: 'StatefulRuleGroupReferences' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a NetworkFirewall firewall policy resource
#       And: One or both of 'StatelessRuleGroupReferences' and 
 'StatefulRuleGroupReferences' have been provided as a
#            non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE = "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let netfw_firewall_policies = Resources.*[ Type == %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule netfw_policy_rule_group_associated_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %netfw_firewall_policies not empty { 
    check(%netfw_firewall_policies.Properties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 have an associated rule group 
            [FIX]: Within the 'FirewallPolicy' definition, refer to one or more rule groups 
 in 'StatefulRuleGroupReferences' or 'StatelessRuleGroupReferences'. 
        >>
}

rule netfw_policy_rule_group_associated_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 have an associated rule group 
            [FIX]: Within the 'FirewallPolicy' definition, refer to one or more rule groups 
 in 'StatefulRuleGroupReferences' or 'StatelessRuleGroupReferences'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(netfw_firewall_policy) { 
    %netfw_firewall_policy { 
        # Scenario 2 
        FirewallPolicy exists 
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        FirewallPolicy is_struct 

        FirewallPolicy { 
            # Scenario 3, 4, 5 and 6 
            StatefulRuleGroupReferences exists or 
            StatelessRuleGroupReferences exists 

            check_property_is_list_and_not_empty(StatefulRuleGroupReferences) or 
            check_property_is_list_and_not_empty(StatelessRuleGroupReferences) 
        } 
    }
}

rule check_property_is_list_and_not_empty(property) { 
    %property { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  StatefulRuleGroup: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
    Properties: 
      RuleGroupName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-stateful-example 
      Type: STATEFUL 
      RuleGroup: 
        RulesSource: 
          RulesString: pass tcp 10.20.20.0/24 45400:45500 < 10.10.10.0/24 5203 
 (msg:"test";sid:1;rev:1;) 
      Capacity: 100 
  StatelessRuleGroup: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
    Properties: 
      RuleGroupName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-stateless-example 
      Type: STATELESS 
      RuleGroup: 
        RulesSource: 
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          StatelessRulesAndCustomActions: 
            StatelessRules: [] 
      Capacity: 100 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 
        StatefulRuleGroupReferences: 
        - ResourceArn: 
            Ref: StatefulRuleGroup 
        StatelessRuleGroupReferences: 
        - ResourceArn: 
            Ref: StatelessRuleGroup 
          Priority: 100 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 

     

[CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2] AWS Network Firewall ファイアウォールポリ
シーは、ルールに一致しないステートレスフルパケットをデフォルトでドロップ
または転送する必要があります

このコントロールは、AWS Network Firewall ファイアウォールポリシーに、完全なパケットについて、
ユーザー定義のステートレスなデフォルトアクションが設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2 ルールの仕様 (p. 740)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.NETWORK-
FIREWALL.PR.2 ルールの仕様 (p. 740) を参照してください。
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• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2 サンプルテンプレート (p. 742) を参照してください。

説明

ファイアウォールポリシーは、ファイアウォールが Amazon VPC のトラフィックをモニタリングおよび処
理する方法を定義します。ステートレスおよびステートフルのルールグループを設定し、パケットとトラ
フィックフローをフィルタリングします。Pass をデフォルトに設定すると、意図しないトラフィックが
許可される可能性があります。

ルール違反の修正

FirewallPolicy 内で、aws:drop または aws:forward_to_sfe のいずれかを
StatelessDefaultActions に含めます。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS Network Firewall ファイアウォールポリシー - 例 1

全パケットをドロップするステートレスなデフォルトアクションが設定されている AWS Network Firewall 
ファイアウォールポリシー。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:drop" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    FirewallPolicy: 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:drop 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。
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AWS Network Firewall ファイアウォールポリシー - 例 2

AWS Network Firewall ファイアウォールポリシーは、ステートレスのデフォルトアクションとして、パ
ケット全体をステートフルルールエンジンに転送して、さらに検査するように設定されています。この例
は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    FirewallPolicy: 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 

                 

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   netfw_policy_default_action_full_packets_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS Network Firewall firewall policy is configured with 
 a user-defined stateless default action for full packets.
#  
# Reports on:
#   AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
#  
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# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Network Firewall firewall policy 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessDefaultActions' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as an empty 
 list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as a list that 
 does not contain
#             one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as a list that 
 contains either
#            'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE = "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ALLOWED_STATELESS_ACTIONS_LIST = [ "aws:drop", "aws:forward_to_sfe" ]

#
# Assignments
#
let netfw_firewall_policies = Resources.*[ Type == %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule netfw_policy_default_action_full_packets_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                             %netfw_firewall_policies not 
 empty { 
    check(%netfw_firewall_policies.Properties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 drop or forward stateless full packets by default when they do not match a rule 
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        [FIX]: Within 'FirewallPolicy', include one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe' 
 in 'StatelessDefaultActions'. 
        >>
}

rule netfw_policy_default_action_full_packets_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 drop or forward stateless full packets by default when they do not match a rule 
        [FIX]: Within 'FirewallPolicy', include one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe' 
 in 'StatelessDefaultActions'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(netfw_firewall_policy) { 
    %netfw_firewall_policy { 
        # Scenario 2 
        FirewallPolicy exists 
        FirewallPolicy is_struct 

        FirewallPolicy { 
            StatelessDefaultActions exists 
            # Scenario 3 
            StatelessDefaultActions is_list 
            StatelessDefaultActions not empty 

            # Scenario 4 and 5 
            some StatelessDefaultActions[*] { 
                this in %ALLOWED_STATELESS_ACTIONS_LIST 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
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  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:drop 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:pass 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:pass 

     

[CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3] AWS Network Firewall ファイアウォールポリ
シーは、フラグメント化されたパケットがステートレスルールに一致しない場
合、それらのパケットをデフォルトでドロップまたは転送する必要があります

このコントロールは、フラグメント化されたパケットがステートレスルールに一致しない場合、それらの
パケットをドロップまたは転送するデフォルトアクションが AWS Network Firewall ファイアウォールポリ
シーに設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3 ルールの仕様 (p. 745)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.NETWORK-
FIREWALL.PR.3 ルールの仕様 (p. 745) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3 サンプルテンプレート (p. 747) を参照してください。

説明

ファイアウォールポリシーは、ファイアウォールが Amazon VPC のトラフィックをモニタリングおよび処
理する方法を定義します。ステートレスおよびステートフルのルールグループを設定し、パケットとトラ
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フィックフローをフィルタリングします。Pass をデフォルトに設定すると、意図しないトラフィックが
許可される可能性があります。

ルール違反の修正

FirewallPolicy 内で、aws:drop または aws:forward_to_sfe のいずれかを
StatelessFragmentDefaultActions に含めます。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS Network Firewall ファイアウォールポリシー - 例 1

AWS Network Firewall ファイアウォールポリシーには、フラグメント化されたパケットをドロップするス
テートレスデフォルトアクションが設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:drop" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    FirewallPolicy: 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS Network Firewall ファイアウォールポリシー - 例 2

AWS Network Firewall ファイアウォールポリシーには、フラグメント化されたパケットをステートフル
ルールエンジンに転送してさらに検査するステートレスデフォルトアクションが設定されています。この
例は JSON と YAML で示されています。
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JSON の例

{ 
    "FirewallPolicy": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy", 
        "Properties": { 
            "FirewallPolicyName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "FirewallPolicy": { 
                "StatelessDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ], 
                "StatelessFragmentDefaultActions": [ 
                    "aws:forward_to_sfe" 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

FirewallPolicy: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
  Properties: 
    FirewallPolicyName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    FirewallPolicy: 
      StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
      StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 

                 

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   netfw_policy_default_action_fragment_packets_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS Network Firewall firewall policy is configured with 
 a default action to drop or forward fragmented packets, when the packets do not match a 
 stateless rule.
#  
# Reports on:
#   AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
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# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Network Firewall firewall policy 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessFragmentDefaultActions' has not been provided in 'FirewallPolicy'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessFragmentDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as an 
 empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessFragmentDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as a 
 list that does not contain
#             one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall firewall policy resource
#       And: 'StatelessFragmentDefaultActions' has been provided in 'FirewallPolicy' as a 
 list that contains either
#            'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE = "AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy"
let ALLOWED_STATELESS_FRAGMENT_ACTIONS_LIST = [ "aws:drop", "aws:forward_to_sfe" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let netfw_firewall_policies = Resources.*[ Type == %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule netfw_policy_default_action_fragment_packets_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                             %netfw_firewall_policies not 
 empty { 
    check(%netfw_firewall_policies.Properties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 drop or forward fragmented packets by default when they do not match a stateless rule 
        [FIX]: Within 'FirewallPolicy', include one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe' 
 in 'StatelessFragmentDefaultActions'. 
        >>
}
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rule netfw_policy_default_action_fragment_packets_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETFW_FIREWALL_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3]: Require any AWS Network Firewall firewall policy to 
 drop or forward fragmented packets by default when they do not match a stateless rule 
        [FIX]: Within 'FirewallPolicy', include one of 'aws:drop' or 'aws:forward_to_sfe' 
 in 'StatelessFragmentDefaultActions'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(netfw_firewall_policy) { 
    %netfw_firewall_policy { 
        # Scenario 2 
        FirewallPolicy exists 
        FirewallPolicy is_struct 

        FirewallPolicy { 
            # Scenario 2 and 3 
            StatelessFragmentDefaultActions exists 
            StatelessFragmentDefaultActions is_list 
            StatelessFragmentDefaultActions not empty 

            # Scenario 4 and 5 
            some StatelessFragmentDefaultActions[*] { 
                this in %ALLOWED_STATELESS_FRAGMENT_ACTIONS_LIST 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.3 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
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      FirewallPolicy: 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:forward_to_sfe 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:drop 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  FirewallPolicy: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy 
    Properties: 
      FirewallPolicyName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      FirewallPolicy: 
        StatelessDefaultActions: 
        - aws:pass 
        StatelessFragmentDefaultActions: 
        - aws:pass 

     

[CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4] AWS Network Firewall ルールグループにも少
なくとも 1 つのルールを含める必要があります

このコントロールは、AWS Network Firewall ステートレスルールグループにルールが含まれているかどう
かをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4 ルールの仕様 (p. 750)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.NETWORK-
FIREWALL.PR.4 ルールの仕様 (p. 750) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4 サンプルテンプレート (p. 752) を参照してください。

説明

ルールグループには、ファイアウォールが VPC 内のトラフィックを処理する方法を定義するルールが含
まれています。ファイアウォールポリシーに空のステートレスルールグループが存在する場合、ルールグ
ループがトラフィックを処理するという印象を与える可能性があります。しかし、ステートレスルールグ
ループが空の場合、トラフィックを処理しません。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、AWS Network Firewall ステートレスルールグループにのみ適用されま
す。
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ルール違反の修正

RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions.StatelessRules プロパティ内で 
1 つ以上の AWS Network Firewall ステートレスルールを指定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS Network Firewall ルールグループ - 例

ステートレスルールが設定されている AWS Network Firewall ルールグループ。この例は JSON と YAML 
で示されています。

JSON の例

{ 
    "NetworkFirewallRuleGroup": { 
        "Type": "AWS::NetworkFirewall::RuleGroup", 
        "Properties": { 
            "RuleGroupName": { 
                "Fn::Sub": "${AWS::StackName}-sample" 
            }, 
            "Capacity": 100, 
            "Description": "Sample rule group", 
            "Type": "STATELESS", 
            "RuleGroup": { 
                "RulesSource": { 
                    "StatelessRulesAndCustomActions": { 
                        "StatelessRules": [ 
                            { 
                                "RuleDefinition": { 
                                    "MatchAttributes": { 
                                        "Sources": [ 
                                            { 
                                                "AddressDefinition": "0.0.0.0/0" 
                                            } 
                                        ], 
                                        "Destinations": [ 
                                            { 
                                                "AddressDefinition": "10.0.0.0/8" 
                                            } 
                                        ], 
                                        "SourcePorts": [ 
                                            { 
                                                "FromPort": 15000, 
                                                "ToPort": 30000 
                                            } 
                                        ], 
                                        "DestinationPorts": [ 
                                            { 
                                                "FromPort": 443, 
                                                "ToPort": 443 
                                            } 
                                        ], 
                                        "Protocols": [ 
                                            6 
                                        ] 
                                    }, 
                                    "Actions": [ 
                                        "aws:forward_to_sfe" 
                                    ] 
                                }, 
                                "Priority": 1 
                            } 
                        ] 
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                    } 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

NetworkFirewallRuleGroup: 
  Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
  Properties: 
    RuleGroupName: !Sub '${AWS::StackName}-sample' 
    Capacity: 100 
    Description: Sample rule group 
    Type: STATELESS 
    RuleGroup: 
      RulesSource: 
        StatelessRulesAndCustomActions: 
          StatelessRules: 
            - RuleDefinition: 
                MatchAttributes: 
                  Sources: 
                    - AddressDefinition: '0.0.0.0/0' 
                  Destinations: 
                    - AddressDefinition: 10.0.0.0/8 
                  SourcePorts: 
                    - FromPort: 15000 
                      ToPort: 30000 
                  DestinationPorts: 
                    - FromPort: 443 
                      ToPort: 443 
                  Protocols: 
                    - 6 
                Actions: 
                  - aws:forward_to_sfe 
              Priority: 1 

                 

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   netfw_stateless_rule_group_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS Network Firewall stateless rule group contains 
 rules.
#  
# Reports on:
#   AWS::NetworkFirewall::RuleGroup
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
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#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Network Firewall rule group resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall rule group resource
#       And: 'Type' is not equal to 'STATELESS'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall rule group resource
#       And: 'Type' is 'STATELESS'
#       And: 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall rule group resource
#       And: 'Type' is 'STATELESS'
#       And: 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions' has been provided
#       And: 'StatelessRules' has not been provided within 'StatelessRulesAndCustomActions' 
 or has been provided with
#            an empty list value
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Network Firewall rule group resource
#       And: 'Type' is 'STATELESS'
#       And: 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions' has been provided
#       And: 'StatelessRules' has been provided within 'StatelessRulesAndCustomActions' as 
 a non-empty list value
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let NETFW_RULE_GROUP_TYPE = "AWS::NetworkFirewall::RuleGroup"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let netfw_rule_group = Resources.*[ Type == %NETFW_RULE_GROUP_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule netfw_stateless_rule_group_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %netfw_rule_group not empty { 
    check(%netfw_rule_group.Properties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4]: Require any AWS Network Firewall rule group to contain 
 at least one rule 
        [FIX]: Provide one or more AWS Network Firewall stateless rules within the 
 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions.StatelessRules' property. 
        >>
}
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rule netfw_stateless_rule_group_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %NETFW_RULE_GROUP_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%NETFW_RULE_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4]: Require any AWS Network Firewall rule group to contain 
 at least one rule 
        [FIX]: Provide one or more AWS Network Firewall stateless rules within the 
 'RuleGroup.RulesSource.StatelessRulesAndCustomActions.StatelessRules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(netfw_rule_group) { 
    %netfw_rule_group[ 
        # Scenario 2 
        Type exists 
        Type == "STATELESS" 
    ] { 
        # Scenario 3 
        RuleGroup exists 
        RuleGroup is_struct 
        RuleGroup { 
            RulesSource exists 
            RulesSource is_struct 
            RulesSource { 
                StatelessRulesAndCustomActions exists 
                StatelessRulesAndCustomActions is_struct 
                StatelessRulesAndCustomActions { 
                    # Scenarios 4 and 5 
                    StatelessRules exists 
                    StatelessRules is_list 
                    StatelessRules not empty 
                } 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.NETWORK-FIREWALL.PR.4 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。
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Resources: 
  NetworkFirewallRuleGroup: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
    Properties: 
      RuleGroupName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      Capacity: 100 
      Description: Example rule group 
      Type: STATELESS 
      RuleGroup: 
        RulesSource: 
          StatelessRulesAndCustomActions: 
            StatelessRules: 
            - RuleDefinition: 
                MatchAttributes: 
                  Sources: 
                  - AddressDefinition: 0.0.0.0/0 
                  Destinations: 
                  - AddressDefinition: 10.0.0.0/8 
                  SourcePorts: 
                  - FromPort: 15000 
                    ToPort: 30000 
                  DestinationPorts: 
                  - FromPort: 443 
                    ToPort: 443 
                  Protocols: 
                  - 6 
                Actions: 
                - aws:forward_to_sfe 
              Priority: 1 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  NetworkFirewallRuleGroup: 
    Type: AWS::NetworkFirewall::RuleGroup 
    Properties: 
      RuleGroupName: 
        Fn::Sub: ${AWS::StackName}-example 
      Capacity: 100 
      Description: Example rule group 
      Type: STATELESS 
      RuleGroup: 
        RulesSource: 
          StatelessRulesAndCustomActions: 
            StatelessRules: [] 

     

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) のコント
ロール
トピック

• [CT.RDS.PR.1] Amazon RDS データベースインスタンスには、複数のアベイラビリティーゾーンで設
定されている必要があります (p. 754)

• [CT.RDS.PR.2] Amazon RDS データベースインスタンスまたはクラスターには、拡張モニタリングが
設定されている必要があります (p. 759)
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• [CT.RDS.PR.3] Amazon RDS クラスターには削除保護が設定されている必要があります (p. 766)
• [CT.RDS.PR.4] Amazon RDS データベースクラスターには AWS IAM データベース認証が設定されて

いる必要があります (p. 770)
• [CT.RDS.PR.5] Amazon RDS データベースインスタンスには、マイナーバージョンアップグレードが

設定されている必要があります (p. 776)
• [CT.RDS.PR.6] Amazon RDS データベースクラスターにバックトラッキングが設定されている必要が

あります (p. 781)
• [CT.RDS.PR.7] Amazon RDS データベースインスタンスに IAM 認証が設定されている必要がありま

す (p. 787)
• [CT.RDS.PR.8] Amazon RDS データベースインスタンスに自動バックアップが設定されている必要が

あります (p. 792)
• [CT.RDS.PR.9] Amazon RDS データベースクラスターは、タグをスナップショットにコピーする必要

があります (p. 797)
• [CT.RDS.PR.10] Amazon RDS データベースインスタンスは、タグをスナップショットにコピーする

必要があります (p. 802)
• [CT.RDS.PR.11] Amazon RDS データベースインスタンスには VPC 設定が必要です (p. 807)
• [CT.RDS.PR.12] Amazon RDS イベントサブスクリプションには、重要なクラスターイベントが設定

されている必要があります (p. 813)
• [CT.RDS.PR.13] Amazon RDS インスタンスに削除保護が設定されている必要があります (p. 817)
• [CT.RDS.PR.14] Amazon RDS データベースインスタンスにロギングが設定されている必要がありま

す (p. 822)
• [CT.RDS.PR.15] Amazon RDS インスタンスは DB セキュリティグループを作成しない必要がありま

す (p. 829)
• [CT.RDS.PR.16] Amazon RDS データベースクラスターには、保存時の暗号化が設定されている必要

があります (p. 835)
• [CT.RDS.PR.17] Amazon RDS イベント通知サブスクリプションは、重大なデータベースインスタン

スイベントが設定されている必要があります (p. 840)
• [CT.RDS.PR.18] Amazon RDS イベント通知サブスクリプションは、重大なデータベースパラメータ

グループイベントが設定されている必要があります (p. 845)
• [CT.RDS.PR.19] Amazon RDS イベント通知サブスクリプションは、重大なデータベースセキュリ

ティグループイベントが設定されている必要があります (p. 850)
• [CT.RDS.PR.20] Amazon RDS データベースインスタンスはデータベースエンジンのデフォルトポー

トを使用しない必要があります (p. 855)
• [CT.RDS.PR.21] Amazon RDS DB クラスターには、固有の管理者ユーザー名が必要です (p. 861)
• [CT.RDS.PR.22] Amazon RDS データベースインスタンスには一意の管理者ユーザー名が必要で

す (p. 866)
• [CT.RDS.PR.23] Amazon RDS データベースインスタンスはパブリックにアクセス可能でない必要が

あります (p. 871)
• [CT.RDS.PR.24] Amazon RDS データベースインスタンスは保存時の暗号化が設定されている必要が

あります (p. 875)

[CT.RDS.PR.1] Amazon RDS データベースインスタンスには、複数のアベイラビ
リティーゾーンで設定されている必要があります

このコントロールは、Amazon Relational Database Service (RDS) データベースインスタンスに高可用性
が設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 可用性の向上
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• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.1 ルールの仕様 (p. 756)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.1 ルールの仕
様 (p. 756) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.1 サンプルテンプレート (p. 758) を参照してください。

説明

Amazon RDS データベース (DB) インスタンスには、複数のアベイラビリティーゾーン (AZ) を設定する必
要があります。この設定は、保存されたデータの可用性を高めます。複数のアベイラビリティーゾーンに
デプロイすると、アベイラビリティーゾーンで障害が発生した場合や、通常の RDS メンテナンス時に自
動フェイルオーバーが可能になります。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Amazon RDS DB エンジンタイプ mariadb、mysql、oracle-
ee、oracle-ee-cdb、oracle-se2、oracle-se2-cdb、postgres、sqlserver-
ee、sqlserver-se、sqlserver-ex、および sqlserver-web にのみ適用されます。

ルール違反の修正

MultiAZ を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB インスタンス - 例

複数のアベイラビリティーゾーンが設定されている Amazon RDS データベースインスタンス。この例は 
JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "MultiAZ": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
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    }
} 
                 

YAML の例

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    MultiAZ: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_multi_az_support_check
#  
# Description:
#   This control checks whether high availability is configured for your Amazon Relational 
 Database Service (RDS) database instances.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MultiAZ' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MultiAZ' has been specified
#       And: 'MultiAZ' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MultiAZ' has been specified
#       And: 'MultiAZ' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_multi_az_support_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.1]: Require that an Amazon RDS database instance is configured with 
 multiple Availability Zones 
        [FIX]: Set 'MultiAZ' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_multi_az_support_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.1]: Require that an Amazon RDS database instance is configured with 
 multiple Availability Zones 
        [FIX]: Set 'MultiAZ' to 'true'. 
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        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
       # Scenario 3 
       MultiAZ exists 
       # Scenario 4 and 5 
       MultiAZ == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
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      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      MultiAZ: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      MultiAZ: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.2] Amazon RDS データベースインスタンスまたはクラスターには、
拡張モニタリングが設定されている必要があります

このコントロールは、Amazon Relational Database Service (RDS) インスタンスに対して拡張モニタリン
グが有効になっているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.2 ルールの仕様 (p. 761)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.2 ルールの仕
様 (p. 761) を参照してください。
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• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.2 サンプルテンプレート (p. 764) を参照してください。

説明

Amazon RDS では、拡張モニタリングによって、基盤となるインフラストラクチャのパフォーマンスの変
化に対してより迅速に対応できます。これらのパフォーマンスの変化により、データの可用性が低下する
可能性があります。拡張モニタリングは、RDS DB インスタンスが実行されるオペレーティングシステム
のリアルタイムメトリクスを提供します。インスタンスにインストールされたエージェントは、ハイパー
バイザーレイヤーから得られるよりも正確にメトリクスを取得できます。

拡張モニタリングのメトリクスは、データベース (DB) インスタンス上のさまざまなプロセスやスレッドが
どのように CPU を使用しているかを確認するときに便利です。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Amazon RDS DB エンジンタイプ aurora、aurora-mysql、aurora-
postgresql、mariadb、mysql、oracle-ee、oracle-ee-cdb、oracle-se2、oracle-
se2-cdb、postgres、sqlserver-ee、sqlserver-se、sqlserver-ex、および
sqlserver-web にのみ適用されます。

ルール違反の修正

MonitoringInterval をサポートされている値 (1、5、10、15、30、60) に設定
し、MonitoringRoleArn を AWS IAM ロールの ARN に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB インスタンス - 例

拡張モニタリングが設定されている Amazon RDS DB インスタンス。この例は JSON と YAML で示され
ています。

JSON の例

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "MonitoringInterval": 30, 
            "MonitoringRoleArn": { 
                "Fn::GetAtt": [ 
                    "MonitoringIAMRole", 
                    "Arn" 
                ] 
            } 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
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YAML の例

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    MonitoringInterval: 30 
    MonitoringRoleArn: !GetAtt 'MonitoringIAMRole.Arn' 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_enhanced_monitoring_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether enhanced monitoring is activated for Amazon Relational 
 Database Service (RDS) instances.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 
 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
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#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has been specified
#       And: 'MonitoringInterval' has been set to '0'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has been specified
#       And: 'MonitoringInterval' has not been set to a value from the list 1, 5, 10, 15, 
 30, 60
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has been specified
#       And: 'MonitoringInterval' has been set to a value from the list 1, 5, 10, 15, 30, 
 60
#       And: 'MonitoringRoleArn' has not been specified or specified as an empty string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-se1', 'oracle-se', 'postgres', 'sqlserver-
ee',
#            'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'MonitoringInterval' has been specified
#       And: 'MonitoringInterval' has been set to a value from the list 1, 5, 10, 15, 30, 
 60
#       And: 'MonitoringRoleArn' has been specified with a non-empty string or valid local 
 reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
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let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "aurora", "aurora-mysql", "aurora-postgresql", "mariadb", "mysql", 
    "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", "oracle-se2-cdb", 
    "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]
let ALLOWED_EM_VALUES = [1, 5, 10, 15, 30, 60]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_enhanced_monitoring_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.2]: Require an Amazon RDS database instance or cluster to have enhanced 
 monitoring configured 
        [FIX]: Set 'MonitoringInterval' to a supported value (1, 5, 10, 15, 30, 60), and 
 set 'MonitoringRoleArn' to the ARN of an AWS IAM role. 
        >>
}

rule rds_instance_enhanced_monitoring_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.2]: Require an Amazon RDS database instance or cluster to have enhanced 
 monitoring configured 
        [FIX]: Set 'MonitoringInterval' to a supported value (1, 5, 10, 15, 30, 60), and 
 set 'MonitoringRoleArn' to the ARN of an AWS IAM role. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
        # Scenario: 3, 4, 5, 6 and 7 
        MonitoringInterval exists 
        MonitoringInterval in %ALLOWED_EM_VALUES 
        # Scenario: 6 and 7 
        MonitoringRoleArn exists 
        check_for_valid_monitor_role_arn(MonitoringRoleArn) 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

rule check_for_valid_monitor_role_arn(iam_role_arn) { 
   %iam_role_arn { 
      check_is_string_and_not_empty(this) or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::IAM::Role") 
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    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.RDS.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  MonitoringIAMRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
        - Effect: "Allow" 
          Principal: 
            Service: 
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            - "monitoring.rds.amazonaws.com" 
          Action: 
          - "sts:AssumeRole" 
      Path: "/" 
      ManagedPolicyArns: 
      - arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRDSEnhancedMonitoringRole 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      MonitoringInterval: 30 
      MonitoringRoleArn: 
        Fn::GetAtt: ["MonitoringIAMRole", "Arn"] 
    DeletionPolicy: Delete 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      MonitoringInterval: 0 
    DeletionPolicy: Delete 
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[CT.RDS.PR.3] Amazon RDS クラスターには削除保護が設定されている必要があ
ります

このコントロールは、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) クラスターで削除保護が有効
になっているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 可用性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.3 ルールの仕様 (p. 767)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.3 ルールの仕
様 (p. 767) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.3 サンプルテンプレート (p. 768) を参照してください。

説明

クラスターの削除保護を有効にすることで、偶発的なデータベース削除や不正なエンティティによる削除
に対して保護の強化を提供します。

削除保護が有効になっている場合、Amazon RDS クラスターは削除できません。削除リクエストが成功す
るには、削除保護を無効にする必要があります。

ルール違反の修正

DeletionProtection パラメータの値を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB クラスター - 例

削除保護が有効になっている Amazon RDS DB クラスター。この例は JSON と YAML で示されていま
す。

JSON の例

{ 
    "RDSDBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "TestDBSubnetGroup" 
            }, 
            "DeletionProtection": true 
        } 
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    }
} 
                 

YAML の例

RDSDBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'TestDBSubnetGroup' 
    DeletionProtection: true 

                 

CT.RDS.PR.3 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_deletion_protection_enabled_check
#  
# Description:
#   Checks if an Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) cluster has deletion 
 protection enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#  None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'DeletionProtection' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'DeletionProtection' has been specified
#       And: 'DeletionProtection' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'DeletionProtection' has been specified
#       And: 'DeletionProtection' has been set to bool(true)
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.3]: Require an Amazon RDS cluster to have deletion protection configured 
        [FIX]: Set the value of the 'DeletionProtection' parameter to true. 
        >>
}

rule rds_cluster_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.3]: Require an Amazon RDS cluster to have deletion protection configured 
        [FIX]: Set the value of the 'DeletionProtection' parameter to true. 
        >>
}

rule check(properties) { 
    %properties { 
        # Scenario 2 
        DeletionProtection exists 
        # Scenario 3 and 4 
        DeletionProtection == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.3 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。
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Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Example DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  RDSClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "exampleuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"" 
  RDSCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::username}}" 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}" 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      DeletionProtection: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
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    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Example DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  RDSClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "exampleuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"" 
  RDSCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::username}}" 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}" 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      DeletionProtection: false 

     

[CT.RDS.PR.4] Amazon RDS データベースクラスターには AWS IAM データベー
ス認証が設定されている必要があります

このコントロールは、Amazon Relational Database Service (RDS) データベース (DB) クラスターで AWS 
IAM データベース認証が有効になっているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 強力な認証を使用する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
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• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.4 ルールの仕様 (p. 772)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.4 ルールの仕
様 (p. 772) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.4 サンプルテンプレート (p. 774) を参照してください。

説明

IAM データベース認証では、データベースインスタンスへパスワードなしの認証が許可されています。認
証には、認証トークンが使用されます。データベースに出入りするネットワークトラフィックは、SSL を
使用して暗号化されます。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Amazon RDS DB クラスターエンジンタイプ aurora、aurora-
mysql、および aurora-postgresql にのみ適用されます。

ルール違反の修正

EnableIAMDatabaseAuthentication を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB クラスター - 例

Amazon RDS DB クラスターには AWS IAM データベース認証が設定されています。この例は JSON と 
YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            }, 
            "EnableIAMDatabaseAuthentication": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例
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DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
    EnableIAMDatabaseAuthentication: true 

                 

CT.RDS.PR.4 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_iam_authentication_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 cluster has AWS IAM database authentication activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is not one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-
postgresql'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been provided
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been set to a value other than 
 bool(true)
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been provided
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES = ["aurora", "aurora-mysql","aurora-postgresql"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_iam_authentication_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.4]: Require an Amazon RDS database cluster to have AWS IAM database 
 authentication configured 
            [FIX]: Set 'EnableIAMDatabaseAuthentication' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_cluster_iam_authentication_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.4]: Require an Amazon RDS database cluster to have AWS IAM database 
 authentication configured 
            [FIX]: Set 'EnableIAMDatabaseAuthentication' to 'true'. 
        >>
}

rule check(db_cluster) { 
    %db_cluster [ 
        # Scenario 2 
        filter_engine(this) 
    ] { 
       # Scenario 3 
       EnableIAMDatabaseAuthentication exists 
       # Scenario 4 and 5 
       EnableIAMDatabaseAuthentication == true 
    }
}

rule filter_engine(cluster_properties) { 
    %cluster_properties { 
        Engine exists 
        Engine in %SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
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rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.4 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
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  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      EnableIAMDatabaseAuthentication: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
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      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

[CT.RDS.PR.5] Amazon RDS データベースインスタンスには、マイナーバージョ
ンアップグレードが設定されている必要があります
このコントロールは、Amazon Relational Database Service (RDS) データベースインスタンスで、自動マ
イナーバージョンアップグレードが有効かどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 脆弱性の管理
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.5 ルールの仕様 (p. 778)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.5 ルールの仕
様 (p. 778) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.5 サンプルテンプレート (p. 780) を参照してください。

説明

自動マイナーバージョンアップグレードを有効にすると、リレーショナルデータベース管理システム 
(RDBMS) に最新のマイナーバージョンの更新がインストールされます。これらのアップグレードには、セ
キュリティパッチとバグ修正を含む場合があります。パッチのインストールを最新の状態に保つことは、
システムを保護する上で重要なステップです。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Amazon RDS DB エンジンタイプ aurora、aurora-mysql、aurora-
postgresql、mariadb、mysql、oracle-ee、oracle-ee-cdb、oracle-se2、oracle-
se2-cdb、postgres、sqlserver-ee、sqlserver-se、sqlserver-ex、および
sqlserver-web にのみ適用されます。

ルール違反の修正

AutoMinorVersionUpgrade プロパティを省略するか、true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB インスタンス - 例 1

Amazon RDS DB インスタンスは、マイナーバージョンの自動アップグレードが設定されており、AWS 
CloudFormation のデフォルトで有効になっています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例
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{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            } 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

YAML の例

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB インスタンス - 例 2

Amazon RDS DB インスタンスは、マイナーバージョンの自動アップグレードが設定されてお
り、AutoMinorVersionUpgrade のプロパティによって有効になっています。この例は JSON と YAML 
で示されています。

JSON の例

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
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            }, 
            "AutoMinorVersionUpgrade": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

YAML の例

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    AutoMinorVersionUpgrade: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.5 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_automatic_minor_version_upgrade_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether automatic minor version upgrades are enabled for an Amazon 
 Relational Database Service (RDS) database instance.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 
 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2', 'oracle-se2-cdb',
#            'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web',
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#            'postgres'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2', 'oracle-se2-cdb',
#            'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web',
#            'postgres'
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has been specified
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2', 'oracle-se2-cdb',
#            'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web',
#            'postgres'
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has not been specified
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'aurora', 'aurora-mysql', 'aurora-postgresql', 'mariadb', 
 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2', 'oracle-se2-cdb',
#            'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web',
#            'postgres'
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has been specified
#       And: 'AutoMinorVersionUpgrade' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "aurora", "aurora-mysql", "aurora-postgresql", "mariadb", "mysql", 
    "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", "oracle-se2-cdb", 
    "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_automatic_minor_version_upgrade_enabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                               %rds_db_instances not empty 
 { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.5]: Require an Amazon RDS database instance to have minor version 
 upgrades configured 
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        [FIX]: Omit the 'AutoMinorVersionUpgrade' property or set it to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_automatic_minor_version_upgrade_enabled_check when 
 is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.5]: Require an Amazon RDS database instance to have minor version 
 upgrades configured 
        [FIX]: Omit the 'AutoMinorVersionUpgrade' property or set it to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [ filter_engine(this) ] { 
        # Scenario: 4 
        AutoMinorVersionUpgrade not exists or 
        # Scenario: 3 and 5 
        AutoMinorVersionUpgrade == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.5 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 

780



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DeletionPolicy: Delete 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      AutoMinorVersionUpgrade: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.6] Amazon RDS データベースクラスターにバックトラッキングが設
定されている必要があります

このコントロールは、Amazon Relational Database Service (RDS) データベース (DB) クラスターでバック
トラッキングが有効になっているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 回復性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
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• リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.6 ルール仕様 (p. 783)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.6 ルール仕
様 (p. 783) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.6 サンプルテンプレート (p. 785) を参照してください。

説明

バックアップは、セキュリティインシデントからより迅速に復元するために役立ちます。また、バック
アップは、システムの回復性を強化します。Aurora バックトラッキングは、特定の時点のデータベースを
回復するのに必要な時間を短縮し、回復にはデータベースを復元する必要がありません。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは Amazon RDS DB クラスターエンジンタイプ aurora および aurora-
mysql と、DB クラスターエンジンモード provisioned および parallelquery にのみ適用
されます。

• このコントロールは、Aurora サーバーレス V2 データベースインスタン
スをサポートする Amazon RDS DB クラスターには適用されません (例え
ば、ServerlessV2ScalingConfiguration と Aurora サーバーレス V2 互換
EngineVersion で設定された RDS DB クラスター)。

ルール違反の修正

BacktrackWindow を 1～259200 の数に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB クラスター - 例

Amazon RDS DB クラスターは、バックトラックウィンドウが 720 秒 (12 分) に設定されています。この
例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            }, 
            "BacktrackWindow": 720 
        } 
    }
} 
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YAML の例

DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
    BacktrackWindow: 720 

                 

CT.RDS.PR.6 ルール仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   aurora_cluster_backtracking_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 cluster has backtracking enabled.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#    Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#       Then: SKIP
#    Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is not one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#       Then: SKIP
#    Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineMode' provided is not one of 'provisioned' or 'parallelquery'
#       Then: SKIP
#    Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'ServerlessV2ScalingConfiguration' is provided
#        And: 'Engine' provided is 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineVersion' provided is '8.0.mysql_aurora.3.02.0' or higher
#       Then: SKIP
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#    Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineMode' is not provided or 'EngineMode' provided is one of 'provisioned' 
 or 'parallelquery'
#        And: 'BacktrackWindow' has not been provided
#       Then: FAIL
#    Scenario: 6
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineMode' is not provided or 'EngineMode' provided is one of 'provisioned' 
 or 'parallelquery'
#        And: 'BacktrackWindow' has been provided and is set to 0
#       Then: FAIL
#    Scenario: 7
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql'
#        And: 'EngineMode' is not provided or 'EngineMode' provided is one of 'provisioned' 
 or 'parallelquery'
#        And: 'BacktrackWindow' has been provided and is set to a value > 0
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES = ["aurora", "aurora-mysql"]
let SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINE_MODES = ["provisioned", "parallelquery"]
let AURORA_SERVERLESS_V2_SUPPORTED_ENGINE = ["aurora-mysql"]
let AURORA_V3_SERVERLESS_V2_NOT_SUPPORTED_PATTERN = /^8\.0\.mysql_aurora\.3\.01\./
let AURORA_V3_SERVERLESS_V2_SUPPORTED_PATTERN = /^8\.0\.mysql_aurora\.3/
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule aurora_cluster_backtracking_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                    %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.6]: Require an Amazon RDS database cluster to have backtracking 
 configured 
            [FIX]: Set 'BacktrackWindow' to a number between '1' and '259200'. 
        >>
}

rule aurora_cluster_backtracking_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.6]: Require an Amazon RDS database cluster to have backtracking 
 configured 
            [FIX]: Set 'BacktrackWindow' to a number between '1' and '259200'. 
        >>
}
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rule check(db_cluster) { 
    %db_cluster [ 
        filter_engine_enginemode_and_serverless_v2(this) 
    ] { 
        # Scenario 5 
        BacktrackWindow exists 
        # Scenario 6 and 7 
        BacktrackWindow > 0 
    }
}

rule filter_engine_enginemode_and_serverless_v2(db_cluster) { 
    # Scenario 2 and 3 
    %db_cluster { 
        Engine exists 
        Engine in %SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES 
        EngineMode not exists or 
        EngineMode in %SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINE_MODES 
    } 
    #Scenario 4 
    %db_cluster [ 
        ServerlessV2ScalingConfiguration exists 
        Engine in %AURORA_SERVERLESS_V2_SUPPORTED_ENGINE 
    ] { 
        EngineVersion in %AURORA_V3_SERVERLESS_V2_NOT_SUPPORTED_PATTERN or 
        EngineVersion not in %AURORA_V3_SERVERLESS_V2_SUPPORTED_PATTERN 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.6 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
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      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Example DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      BacktrackWindow: 720 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
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      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Example DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      EngineMode: provisioned 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

[CT.RDS.PR.7] Amazon RDS データベースインスタンスに IAM 認証が設定され
ている必要があります

このコントロールは、Amazon RDS データベース (DB) インスタンスで AWS Identity and Access 
Management (IAM) データベース認証が有効になっているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 強力な認証を使用する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.7 ルールの仕様 (p. 789)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.7 ルールの仕
様 (p. 789) を参照してください。
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• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.7 サンプルテンプレート (p. 791) を参照してください。

説明

IAM データベース認証では、パスワードではなく、認証トークンを使用したデータベースインスタンスへ
の認証が可能です。データベースに出入りするネットワークトラフィックは、SSL を使用して暗号化され
ます。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは Amazon RDS DB エンジンタイプ mariadb、mysql、および postgres
にのみ適用されます。

ルール違反の修正

EnableIAMDatabaseAuthentication を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB インスタンス - 例

Amazon RDS DB インスタンスには IAM データベース認証が設定されています。この例は JSON と YAML 
で示されています。

JSON の例

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "EnableIAMDatabaseAuthentication": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

YAML の例

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
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    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    EnableIAMDatabaseAuthentication: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.7 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_iam_authentication_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon RDS database (DB) instance has AWS Identity and 
 Access Management (IAM) database authentication activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not in-scope database engines - 'mariadb', 'mysql', 'postgres'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is in-scope database engines - 'mariadb', 'mysql', 'postgres'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is in-scope database engines - 'mariadb', 'mysql', 'postgres'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been specified
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is in-scope database engines - 'mariadb', 'mysql', 'postgres'
#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been specified
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#       And: 'EnableIAMDatabaseAuthentication' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = ["mariadb", "mysql", "postgres"]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_iam_authentication_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                        %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.7]: Require Amazon RDS database instances to have AWS IAM authentication 
 configured 
        [FIX]: Set 'EnableIAMDatabaseAuthentication' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_iam_authentication_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.7]: Require Amazon RDS database instances to have AWS IAM authentication 
 configured 
        [FIX]: Set 'EnableIAMDatabaseAuthentication' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
        #Scenario: 3 
        EnableIAMDatabaseAuthentication exists 
        #Scenario: 4 and 5 
        EnableIAMDatabaseAuthentication == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        #Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
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    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.7 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      EnableIAMDatabaseAuthentication: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
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      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      EnableIAMDatabaseAuthentication: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.8] Amazon RDS データベースインスタンスに自動バックアップが設
定されている必要があります
このコントロールは、Amazon RDS データベース (DB) インスタンスで自動バックアップが有効になって
いるかどうか、およびバックアップ保持期間が 7 日以上であるかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 回復性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.8 ルールの仕様 (p. 793)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.8 ルールの仕
様 (p. 793) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.8 サンプルテンプレート (p. 796) を参照してください。

説明

バックアップは、セキュリティインシデントからの迅速な復元に役立ち、システムの回復性を強化しま
す。Amazon RDS は、毎日のフルインスタンスボリュームスナップショットを簡単に設定する方法を提供
します。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Amazon RDS DB エンジンタイプ mariadb、mysql、oracle-
ee、oracle-ee-cdb、oracle-se2、oracle-se2-cdb、postgres、sqlserver-
ee、sqlserver-se、sqlserver-ex、および sqlserver-web にのみ適用されます。

ルール違反の修正

BackupRetentionPeriod を 7 日から 35 日まで (両端を含む) の整数値に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB インスタンス - 例

Amazon RDS DB インスタンスは、自動バックアップが設定され、バックアップ保持期間が 14 日間に設
定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
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    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "BackupRetentionPeriod": 14 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

YAML の例

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    BackupRetentionPeriod: 14 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.8 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_backup_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon RDS database (DB) instances have automated backups 
 enabled, and verifies that the backup retention period is greater than or equal to seven 
 (7) days.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
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#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been set to 0 (backup disabled)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been set to < 7
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'BackupRetentionPeriod' has been set to an integer >= 7
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
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    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_backup_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.8]: Require an Amazon RDS database instance to have automatic backups 
 configured 
        [FIX]: Set 'BackupRetentionPeriod' to an integer value between 7 and 35 days 
 (inclusive). 
        >>
}

rule rds_instance_backup_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.8]: Require an Amazon RDS database instance to have automatic backups 
 configured 
        [FIX]: Set 'BackupRetentionPeriod' to an integer value between 7 and 35 days 
 (inclusive). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [ filter_db_identifier_and_engine(this) ] { 
        # Scenario: 3, 4, 5 and 6 
        BackupRetentionPeriod exists 
        BackupRetentionPeriod >= 7 
    }
}

rule filter_db_identifier_and_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
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} 

     

CT.RDS.PR.8 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      BackupRetentionPeriod: 14 
    DeletionPolicy: Delete 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
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      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      BackupRetentionPeriod: 4 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.9] Amazon RDS データベースクラスターは、タグをスナップショッ
トにコピーする必要があります
このコントロールは、Amazon RDSデータベース (DB) クラスターが、作成されたスナップショットにす
べてのタグをコピーするように設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.9 ルールの仕様 (p. 798)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.9 ルールの仕
様 (p. 798) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.9 サンプルテンプレート (p. 800) を参照してください。

説明

インフラストラクチャアセットの識別とインベントリは、ガバナンスとセキュリティの重要な側面です。
すべての Aazon RDS DB クラスターを可視化することで、それらのセキュリティ体制を評価し、潜在的な
弱点に対して対策をとることができます。スナップショットは、親 RDS データベースクラスターと同じ
方法でタグ付けすることをお勧めします。この設定を有効にすると、スナップショットは親データベース
クラスターのタグを継承します。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは Amazon RDS DB クラスターエンジンタイプ aurora、aurora-mysql、
および aurora-postgresql にのみ適用されます。

ルール違反の修正

CopyTagsToSnapshot を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB クラスター - 例

タグをスナップショットにコピーするように設定された Amazon RDS DB クラスター。この例は JSON と 
YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
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            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            }, 
            "CopyTagsToSnapshot": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
    CopyTagsToSnapshot: true 

                 

CT.RDS.PR.9 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_copy_tags_to_snapshots_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon RDS DB cluster is configured to copy all tags to 
 snapshots created.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is not one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-
postgresql'
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#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been provided
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been set to a value other than bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'Engine' provided is one of 'aurora' or 'aurora-mysql' or 'aurora-postgresql'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been provided
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES = ["aurora", "aurora-mysql","aurora-postgresql"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_copy_tags_to_snapshots_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                           %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.9]: Require an Amazon RDS database cluster to copy tags to snapshots 
            [FIX]: Set 'CopyTagsToSnapshot' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_cluster_copy_tags_to_snapshots_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.9]: Require an Amazon RDS database cluster to copy tags to snapshots 
            [FIX]: Set 'CopyTagsToSnapshot' to 'true'. 
        >>
}

rule check(db_cluster) { 
    %db_cluster [ 
        # Scenario 2 
        filter_engine(this) 
    ] { 
       # Scenario 3 
       CopyTagsToSnapshot exists 
       # Scenario 4 and 5 
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       CopyTagsToSnapshot == true 
    }
}

rule filter_engine(cluster_properties) { 
    %cluster_properties { 
        Engine exists 
        Engine in %SUPPORTED_DB_CLUSTER_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.9 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
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    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      CopyTagsToSnapshot: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
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      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

[CT.RDS.PR.10] Amazon RDS データベースインスタンスは、タグをスナップ
ショットにコピーする必要があります

このコントロールは、Amazon RDS データベース (DB) インスタンスが、作成されたスナップショットに
すべてのタグをコピーするように設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.10 ルールの仕様 (p. 803)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.10 ルールの
仕様 (p. 803) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.10 サンプルテンプレート (p. 806) を参照してください。

説明

IT アセットの身分証明書とインベントリはガバナンスとセキュリティの重要な側面です。すべての RDS 
DB インスタンスを可視化することで、それらのセキュリティ体制を評価し、潜在的な弱点に対して対策
を講じることができます。スナップショットは、親 RDS データベースインスタンスと同じ方法でタグ付
けする必要があります。この設定を有効にすると、スナップショットは親データベースインスタンスのタ
グを継承します。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Amazon RDS DB エンジンタイプ mariadb、mysql、oracle-
ee、oracle-ee-cdb、oracle-se2、oracle-se2-cdb、postgres、sqlserver-
ee、sqlserver-se、sqlserver-ex、および sqlserver-web にのみ適用されます。
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ルール違反の修正

CopyTagsToSnapshot を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB インスタンス - 例

Amazon RDS DB インスタンスは、作成されたスナップショットにすべてのタグをコピーするように設定
されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "CopyTagsToSnapshot": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

YAML の例

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    CopyTagsToSnapshot: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.10 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
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#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_copy_tags_to_snapshots_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon RDS database (DB) instances are configured to copy 
 all tags to snapshots created.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been specified
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been specified
#       And: 'CopyTagsToSnapshot' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
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# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_copy_tags_to_snapshots_enabled_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.10]: Require an Amazon RDS database instance to copy tags to snapshots 
        [FIX]: Set 'CopyTagsToSnapshot' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_copy_tags_to_snapshots_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.10]: Require an Amazon RDS database instance to copy tags to snapshots 
        [FIX]: Set 'CopyTagsToSnapshot' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
       # Scenario: 3 
       CopyTagsToSnapshot exists 
       # Scenario: 4 and 5 
       CopyTagsToSnapshot == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }

805



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.10 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      CopyTagsToSnapshot: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
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      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      CopyTagsToSnapshot: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.11] Amazon RDS データベースインスタンスには VPC 設定が必要
です

このコントロールは、Amazon RDS データベース (DB) インスタンスが VPC に (つまり、EC2-VPC イン
スタンスを使用して) デプロイされているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.11 ルールの仕様 (p. 808)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.11 ルールの
仕様 (p. 808) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.11 サンプルテンプレート (p. 811) を参照してください。

説明

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) は、RDS リソースへの安全なアクセスを実現するための多
数のネットワークコントロールを提供します。これらのコントロールには、VPC エンドポイント、ネット
ワーク ACL、セキュリティグループが含まれます。これらのコントロールを利用するには、EC2 VPC 上
に Amazon RDS インスタンスを作成します。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Amazon RDS DB エンジンタイプ mariadb、mysql、oracle-
ee、oracle-ee-cdb、oracle-se2、oracle-se2-cdb、postgres、sqlserver-
ee、sqlserver-se、sqlserver-ex、および sqlserver-web にのみ適用されます。

ルール違反の修正

DBSubnetGroupName を設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB インスタンス - 例

Amazon RDS DB インスタンスは、RDS DB サブネットグループを持つ Amazon VPC にデプロイするよう
に設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。
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JSON の例

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            } 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

YAML の例

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.11 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_deployed_in_vpc_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon RDS database (DB) instance is deployed in a VPC 
 (that is, an EC2 VPC instance).
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
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#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DBSubnetGroupName' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DBSubnetGroupName' has been specified but is an empty string
#            or invalid local reference to a DB Subnet Group
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DBSubnetGroupName' has been specified but is a non-empty string
#            or valid local reference to a DB Subnet Group
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
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#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_deployed_in_vpc_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.11]: Require an Amazon RDS database instance to have a VPC configuration 
        [FIX]: Set a 'DBSubnetGroupName'. 
        >>
}

rule rds_instance_deployed_in_vpc_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.11]: Require an Amazon RDS database instance to have a VPC configuration 
        [FIX]: Set a 'DBSubnetGroupName'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
       # Scenario: 3 
       DBSubnetGroupName exists 

       # Scenario: 4 and 5 
       check_db_subnet_group(DBSubnetGroupName) 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

rule check_db_subnet_group(db_subnet_group) { 
   %db_subnet_group { 
      check_is_string_and_not_empty(this) or 
      check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::RDS::DBSubnetGroup") 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

810



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.RDS.PR.11 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.96.0/19 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - '0' 
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.128.0/19 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - '1' 
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: 
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        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: Test DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
    DeletionPolicy: Delete 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DeletionPolicy: Delete 
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[CT.RDS.PR.12] Amazon RDS イベントサブスクリプションには、重要なクラス
ターイベントが設定されている必要があります

このコントロールは、RDS クラスターの Amazon RDS イベントサブスクリプションが、maintenance
および failure. のイベントカテゴリを通知するように設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::EventSubscription
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.12 ルールの仕様 (p. 814)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.12 ルールの
仕様 (p. 814) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.12 サンプルテンプレート (p. 817) を参照してください。

説明

Amazon RDS イベント通知は Amazon SNS を使用して、RDS リソースの可用性または設定の変更を通知
します。これらの通知により、迅速な対応が実現します。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、RDS クラスター (db-cluster の SourceType) の Amazon RDS イベ
ントサブスクリプションにのみ適用されます。

ルール違反の修正

SourceType が db-cluster に設定されているときには、Enabled を true に設定し
て、EventCategories が maintenance と failure の両方の値を含むことを確認します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS イベントサブスクリプション - 例 1

すべてのイベントカテゴリについて通知するように設定された RDS クラスターの Amazon RDS イベント
サブスクリプション。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "SourceType": "db-cluster", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
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YAML の例

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    SourceType: db-cluster 
    Enabled: true 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS イベントサブスクリプション - 例 2

maintenance および failure のイベントカテゴリについて通知するように設定された RDS クラスター
の Amazon RDS イベントサブスクリプション。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "EventCategories": [ 
                "maintenance", 
                "failure" 
            ], 
            "SourceType": "db-cluster", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    EventCategories: 
      - maintenance 
      - failure 
    SourceType: db-cluster 
    Enabled: true 

                 

CT.RDS.PR.12 ルールの仕様

# ###################################
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##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_event_notifications_configured_check
#  
# Description:
#   Checks whether an Amazon RDS event subscriptions for RDS clusters is configured to 
 notify on event categories of "maintenance" and "failure".
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::EventSubscription
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon RDS event subscription 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is not 'db-cluster'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is 'db-cluster'
#       And: 'Enabled' is not provided or set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-cluster'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not contain both 'maintenance' and 'failure'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-cluster'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not exist or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-cluster'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' contains both 'maintenance' and 'failure'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE = "AWS::RDS::EventSubscription"
let INPUT_DOCUMENT = this
let EVENT_CATEGORIES = ["maintenance","failure"]
let EVENT_SOURCE_TYPE = "db-cluster"
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#
# Assignments
#
let rds_event_subscriptions = Resources.*[ Type == %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_event_notifications_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                           %rds_event_subscriptions not 
 empty { 
    check(%rds_event_subscriptions.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.12]: Require an Amazon RDS event subscription to have critical cluster 
 events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-cluster', set 'Enabled' to true and ensure 
 that 'EventCategories' contains both 'maintenance' and 'failure' values. 
        >>
}

rule rds_cluster_event_notifications_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.12]: Require an Amazon RDS event subscription to have critical cluster 
 events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-cluster', set 'Enabled' to true and ensure 
 that 'EventCategories' contains both 'maintenance' and 'failure' values. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(resource) { 
    %resource [ SourceType == %EVENT_SOURCE_TYPE ] { 
        Enabled exists 
        # Scenario 4 
        Enabled == true 
        # Scenario 5 
        EventCategories not exists or 
        # Scenario 6 
        check_event_categories_for_required_events(EventCategories) 
    }
}

rule check_event_categories_for_required_events(event_categories) { 
    %event_categories { 
        this exists 
        this is_list 
        this empty or 
        %EVENT_CATEGORIES.* in this 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
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    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.12 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      SourceType: db-cluster 
      Enabled: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      EventCategories: 
      - maintenance 
      - deletion 
      SourceType: db-cluster 
      Enabled: true 

     

[CT.RDS.PR.13] Amazon RDS インスタンスに削除保護が設定されている必要が
あります

このコントロールは、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) インスタンスで削除保護が有
効になっているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 可用性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.13 ルールの仕様 (p. 819)
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詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.13 ルールの
仕様 (p. 819) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.13 サンプルテンプレート (p. 821) を参照してください。

説明

インスタンス削除保護を有効にすると、偶発的なデータベース削除や不正なエンティティによる削除に対
する保護が強化されます。

削除保護が有効になっている間は、RDS DB インスタンスを削除できません。削除リクエストが成功する
には、削除保護を無効にする必要があります。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Amazon RDS DB エンジンタイプ mariadb、mysql、oracle-
ee、oracle-ee-cdb、oracle-se2、oracle-se2-cdb、postgres、sqlserver-
ee、sqlserver-se、sqlserver-ex、および sqlserver-web にのみ適用されます。

ルール違反の修正

DeletionProtection を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB インスタンス - 例

削除保護が有効に設定された Amazon RDS DB インスタンス。この例は JSON と YAML で示されていま
す。

JSON の例

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 5.7, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true, 
            "DeletionProtection": true 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

YAML の例
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DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 5.7 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 
    DeletionProtection: true 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.13 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_deletion_protection_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) instance 
 has deletion protection activated.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DeletionProtection' has not been specified
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DeletionProtection' has been specified
#       And: 'DeletionProtection' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'DeletionProtection' has been specified
#       And: 'DeletionProtection' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.13]: Require any Amazon RDS instance to have deletion protection 
 configured 
        [FIX]: Set 'DeletionProtection' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_instance_deletion_protection_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.13]: Require any Amazon RDS instance to have deletion protection 
 configured 
        [FIX]: Set 'DeletionProtection' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
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rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
       #Scenario: 3 
       DeletionProtection exists 
       #Scenario: 4 and 5 
       DeletionProtection == true 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        #Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.13 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
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        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      DeletionProtection: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      DeletionProtection: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.14] Amazon RDS データベースインスタンスにロギングが設定され
ている必要があります

このルールは、Amazon Relational Database Service (RDS) インスタンスに、Amazon CloudWatch Logs 
へのエクスポート用に設定されているすべてのログタイプがあるかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.14 ルールの仕様 (p. 825)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.14 ルールの
仕様 (p. 825) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.14 サンプルテンプレート (p. 828) を参照してください。

説明
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すべての Amazon RDS データベースについて、該当するログを有効にすることをお勧めします。データ
ベースログ記録は、RDS に対して行われたリクエストの詳細な記録を提供します。データベースログは、
セキュリティとアクセス監査に役立ち、可用性問題の診断に役立ちます。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Amazon RDS DB エンジンタイプ
mariadb、mysql、postgres、sqlserver-ee、sqlserver-se、sqlserver-
ex、sqlserver-web、oracle-ee、oracle-se2、oracle-se1、および oracle-se にの
み適用されます。

ルール違反の修正

Amazon RDS データベースインスタンスエンジンでサポートされているすべてのログタイプのリストで
EnableCloudwatchLogsExports を指定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB インスタンス - 例 1

Amazon RDS DB インスタンスは、mysql のエンジンタイプと、mysql エンジンタイプでサポートされる
すべてのログタイプで設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "mysql", 
            "EngineVersion": 5.7, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true, 
            "EnableCloudwatchLogsExports": [ 
                "error", 
                "general", 
                "slowquery", 
                "audit" 
            ] 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

YAML の例

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: mysql 
    EngineVersion: 5.7 
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    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 
    EnableCloudwatchLogsExports: 
      - error 
      - general 
      - slowquery 
      - audit 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB インスタンス - 例 2

Amazon RDS DB インスタンスは、postgres のエンジンタイプと、postgres エンジンタイプでサポー
トされるすべてのログタイプで設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "EnableCloudwatchLogsExports": [ 
                "postgresql", 
                "upgrade" 
            ] 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

YAML の例

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 

824



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

    EnableCloudwatchLogsExports: 
      - postgresql 
      - upgrade 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.14 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This rules checks whether Amazon Relational Database Service (RDS) instances have all 
 available log types configured for export to Amazon CloudWatch Logs.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has not been specified or has been specified
#             and is an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified and is a non-empty list
#       And: One or more log types in 'EnableCloudwatchLogsExports' are not supported by 
 the specified 'Engine'
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified and is a non-empty list
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' does not contain all log types supported by the 
 specified 'Engine'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine'  is one of 'mariadb', 'mysql'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' value is a non-empty and all supported log types
#             are enabled - 'audit', 'error', 'general', 'slowquery'
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is 'postgres'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' value is a non-empty and all supported log types
#             are enabled - 'postgresql', 'upgrade'
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex',
#            'sqlserver-web'
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' value is a non-empty and all supported log types
#             are enabled - 'agent', 'error'
#      Then: PASS
#   Scenario: 9
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-
cdb',
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' has been specified
#       And: 'EnableCloudwatchLogsExports' value is a non-empty and all supported log types
#             are enabled - 'alert', 'audit', 'listener', 'oemagent', 'trace'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

let MYSQL_OR_MARIA_ENGINES_SUBTYPES = [ "mariadb", "mysql" ]
let POSTGRES_ENGINES_SUBTYPES = [ "postgres" ]
let SQLSERVER_ENGINES_SUBTYPES = [ "sqlserver-ee", "sqlserver-se", "sqlserver-ex", 
 "sqlserver-web" ]
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let ORACLE_ENGINES_SUBTYPES = [ "oracle-ee", "oracle-se2", "oracle-se1", "oracle-se" ]

let MYSQL_OR_MARIA_SUPPORTED_LOG_TYPES = [ "audit", "error", "general", "slowquery" ]
let POSTGRES_SUPPORTED_LOG_TYPES = [ "postgresql", "upgrade" ]
let SQLSERVER_SUPPORTED_LOG_TYPES = [ "agent", "error" ]
let ORACLE_SUPPORTED_LOG_TYPES = [ "alert", "audit", "listener", "oemagent", "trace" ]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                             %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.14]: Require an Amazon RDS database instance to have logging configured 
            [FIX]: Specify 'EnableCloudwatchLogsExports' with a list of all supported log 
 types for the Amazon RDS database instance engine. 
        >>
}

rule rds_instance_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.14]: Require an Amazon RDS database instance to have logging configured 
            [FIX]: Specify 'EnableCloudwatchLogsExports' with a list of all supported log 
 types for the Amazon RDS database instance engine. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_engine(this)] { 
        # Scenario: 3 
        EnableCloudwatchLogsExports exists 
        check_is_list_and_not_empty(EnableCloudwatchLogsExports) 

        # Scenario: 4 and 5 
        when Engine IN %MYSQL_OR_MARIA_ENGINES_SUBTYPES { 
            %MYSQL_OR_MARIA_SUPPORTED_LOG_TYPES.* IN EnableCloudwatchLogsExports[*] 
            EnableCloudwatchLogsExports.* IN %MYSQL_OR_MARIA_SUPPORTED_LOG_TYPES[*] 
        } 

        # Scenario: 4 and 6 
        when Engine IN %POSTGRES_ENGINES_SUBTYPES { 
            %POSTGRES_SUPPORTED_LOG_TYPES.* IN EnableCloudwatchLogsExports[*] 
            EnableCloudwatchLogsExports.* IN %POSTGRES_SUPPORTED_LOG_TYPES[*] 
        } 

        # Scenario: 4 and 7 
        when Engine IN %SQLSERVER_ENGINES_SUBTYPES { 
            %SQLSERVER_SUPPORTED_LOG_TYPES.* in EnableCloudwatchLogsExports[*] 
            EnableCloudwatchLogsExports.* IN %SQLSERVER_SUPPORTED_LOG_TYPES[*] 
        } 

        # Scenario: 4 and 8 
        when Engine IN %ORACLE_ENGINES_SUBTYPES { 
            %ORACLE_SUPPORTED_LOG_TYPES.* in EnableCloudwatchLogsExports[*] 
            EnableCloudwatchLogsExports.* IN %ORACLE_SUPPORTED_LOG_TYPES[*] 
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        } 
    }
}

rule filter_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_list_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.14 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
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        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
      EnableCloudwatchLogsExports: 
      - error 
      - general 
      - slowquery 
      - audit 
    DeletionPolicy: Delete 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
      EnableCloudwatchLogsExports: 
      - error 
      - general 
      - slowquery 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.15] Amazon RDS インスタンスは DB セキュリティグループを作成
しない必要があります

DB セキュリティグループは EC2-Classic プラットフォームのみを対象としているため、このコントロー
ルは、Amazon Relational Database Service (RDS) データベース (DB) セキュリティグループが RDS DB 
インスタンスによって作成されているか、RDS DB インスタンスに関連付けられているかどうかをチェッ
クします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance、AWS::RDS::DBSecurityGroup

• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.15 ルール仕様 (p. 831)
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詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.15 ルール仕
様 (p. 831) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.15 サンプルテンプレート (p. 833) を参照してください。

説明

すべての Amazon Relational Database Service (RDS) データベースで、Amazon VPC セキュリティグルー
プを使用してアクセスを保護することをお勧めします。Amazon DB セキュリティグループは EC2-Classic 
プラットフォーム専用であり、使用はお勧めしません。

ルール違反の修正

DBSecurityGroups プロパティを省略します。代わりに、VPCSecurityGroups プロパティを使用して 
Amazon VPC セキュリティグループを設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB インスタンス - 例

Amazon VPC セキュリティグループで設定された Amazon RDS DB インスタンス。この例は JSON と 
YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "mysql", 
            "EngineVersion": 5.7, 
            "DBInstanceClass": "db.t3.small", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true, 
            "Port": 6733, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            }, 
            "VPCSecurityGroups": [ 
                { 
                    "Ref": "SecurityGroup" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

DBInstance: 
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  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: mysql 
    EngineVersion: 5.7 
    DBInstanceClass: db.t3.small 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 
    Port: 6733 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 
    VPCSecurityGroups: 
      - !Ref 'SecurityGroup' 

                 

CT.RDS.PR.15 ルール仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_db_security_group_not_allowed_check
#  
# Description:
#   This control checks whether any Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 security groups are created by, or associated to, an RDS DB instance, because DB security 
 groups are intended for the EC2-Classic platform only.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBSecurityGroup, AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any DB security group resources
#        And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains a DB security group resource
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any DBsecurity group resources
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'DBSecurityGroups' has been specified on the RDS DB instance as a non empty 
 list
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#        And: The input document does not contain any DB security group resources
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'DBSecurityGroups' has not been specified on the RDS DB instance or specified 
 as an empty list
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let DB_SECURITY_GROUP_TYPE = "AWS::RDS::DBSecurityGroup"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_instances = Resources.*[ Type == %DB_INSTANCE_TYPE ]
let db_security_groups = Resources.*[ Type == %DB_SECURITY_GROUP_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_db_security_group_not_allowed_check when is_cfn_template(this) 
                                                  %db_security_groups not empty { 
    check_db_security_group(%db_security_groups) 
        << 
        [CT.RDS.PR.15]: Require that an Amazon RDS instance does not create DB security 
 groups 
            [FIX]: Omit the 'DBSecurityGroups' property. Instead, configure Amazon VPC 
 security groups by means of the 'VPCSecurityGroups' property. 
        >>
}

rule rds_db_security_group_not_allowed_check when is_cfn_template(this) 
                                                  %db_instances not empty { 
    check_db_instance(%db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.15]: Require that an Amazon RDS instance does not create DB security 
 groups 
            [FIX]: Omit the 'DBSecurityGroups' property. Instead, configure Amazon VPC 
 security groups by means of the 'VPCSecurityGroups' property. 
        >>
}

rule rds_db_security_group_not_allowed_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DB_SECURITY_GROUP_TYPE) { 
    check_db_security_group(%INPUT_DOCUMENT.%DB_SECURITY_GROUP_TYPE) 
        << 
        [CT.RDS.PR.15]: Require that an Amazon RDS instance does not create DB security 
 groups 
            [FIX]: Omit the 'DBSecurityGroups' property. Instead, configure Amazon VPC 
 security groups by means of the 'VPCSecurityGroups' property. 
        >>
}

rule rds_db_security_group_not_allowed_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check_db_instance(%INPUT_DOCUMENT.%DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.15]: Require that an Amazon RDS instance does not create DB security 
 groups 
            [FIX]: Omit the 'DBSecurityGroups' property. Instead, configure Amazon VPC 
 security groups by means of the 'VPCSecurityGroups' property. 
        >>
}

832



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

#
# Parameterized Rules
#
rule check_db_security_group(db_security_group) { 
    # Scenario 2 
    %db_security_group empty
}

rule check_db_instance(db_instance) { 
    %db_instance { 
        # Scenario 3 and 4 
        DBSecurityGroups not exists or 
        check_is_empty_list(this) 
    }
}

rule check_is_empty_list(db_instance_configuration) { 
    %db_instance_configuration { 
        DBSecurityGroups is_list 
        DBSecurityGroups empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.15 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.96.0/19 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - '0' 
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
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  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.128.0/19 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - '1' 
        - Fn::GetAZs: {Ref: 'AWS::Region'} 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  SecurityGroup: 
    Type: AWS::EC2::SecurityGroup 
    Properties: 
      GroupDescription: Example Security Group 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      SecurityGroupIngress: 
      - IpProtocol: tcp 
        FromPort: 6733 
        ToPort: 6733 
        CidrIp: 10.0.0.0/16 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.t3.small 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
      Port: 6733 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 
      VPCSecurityGroups: 
      - Ref: SecurityGroup 
    DeletionPolicy: Delete 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
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  DBSecurityGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSecurityGroup 
    Properties: 
      DBSecurityGroupIngress: 
      - CIDRIP: "0.0.0.0/0" 
      GroupDescription: "Ingress for Amazon EC2 security group" 

     

[CT.RDS.PR.16] Amazon RDS データベースクラスターには、保存時の暗号化が
設定されている必要があります
このコントロールは、既存のクラスターから復元されていない Amazon Relational Database Service 
(RDS) データベース (DB) クラスターでストレージ暗号化が設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 保管中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.16 ルールの仕様 (p. 836)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.16 ルールの
仕様 (p. 836) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.16 サンプルテンプレート (p. 839) を参照してください。

説明

Amazon RDS DB クラスターを保存中に暗号化して、機密データのセキュリティを強化することをお勧め
します。RDS DB クラスターとスナップショットを保存中に暗号化するには、RDS DB インスタンスの
暗号化オプションを有効にします。保管時に暗号化されるデータには、DB クラスター、その自動バック
アップ、リードレプリカ、およびスナップショット用の基盤ストレージが含まれます。

暗号化された RDS DB クラスターは、オープン標準の AES-256 暗号化アルゴリズムを使用して、クラス
ターをホストしているサーバー上のデータを暗号化します。データが暗号化された後、Amazon RDS はパ
フォーマンスへの影響を最小限に抑えながら、データへのアクセスと復号化の認証を処理します。暗号化
を使用するために、データベースのクライアントアプリケーションを変更する必要はありません。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、既存のクラスターから復元されていない、またはリードレプリ
カとして作成されていない Amazon RDS DB クラスターにのみ適用されます。(例え
ば、SourceDBClusterIdentifier または ReplicationSourceIdentifier プロパティ
が指定された場合など。)

ルール違反の修正

StorageEncrypted を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB クラスター - 例

ストレージの暗号化が有効に設定された Amazon RDS DB クラスター。この例は JSON と YAML で示さ
れています。
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JSON の例

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 

                 

CT.RDS.PR.16 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_storage_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether the storage encryption is configured on Amazon Relational 
 Database Service (RDS) database (DB) clusters that are not being restored from an existing 
 cluster.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#       Then: SKIP
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#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'SourceDBClusterIdentifier' or 'ReplicationSourceIdentifier' has been 
 provided
#       Then: SKIP
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'SourceDBClusterIdentifier' or 'ReplicationSourceIdentifier' has not been 
 provided
#        And: 'StorageEncrypted' has not been provided
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'SourceDBClusterIdentifier' or 'ReplicationSourceIdentifier' has not been 
 provided
#        And: 'StorageEncrypted' has been provided and set to bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#        And: 'SourceDBClusterIdentifier' or 'ReplicationSourceIdentifier' has not been 
 provided
#        And: 'StorageEncrypted' has been provided and set to bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let rds_cluster = Resources.*[ Type == %RDS_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_storage_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %rds_cluster not empty { 
    check(%rds_cluster.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.16]: Require an Amazon RDS database cluster to have encryption at rest 
 configured 
            [FIX]: Set 'StorageEncrypted' to 'true'. 
        >>
}

rule rds_cluster_storage_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.16]: Require an Amazon RDS database cluster to have encryption at rest 
 configured 
            [FIX]: Set 'StorageEncrypted' to 'true'. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_cluster) { 
    %rds_cluster [ 
        # Scenario 2 
        filter_sources(this) 
    ] { 
        # Scenario 3 
        StorageEncrypted exists 

        # Scenario 4 and 5 
        StorageEncrypted == true 
    }
}

rule filter_sources(rds_cluster) { 
    %rds_cluster { 
        # Scenario 2 
        SourceDBClusterIdentifier not exists or 
        filter_property_is_empty_string(SourceDBClusterIdentifier) or 
        filter_is_not_valid_local_reference(%INPUT_DOCUMENT, SourceDBClusterIdentifier, 
 "AWS::RDS::DBCluster") 

        ReplicationSourceIdentifier not exists or 
        filter_property_is_empty_string(ReplicationSourceIdentifier) or 
        filter_replication_source_identifier(ReplicationSourceIdentifier) 
    }
}

rule filter_property_is_empty_string(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this == /\A\s*\z/ 
    }
}

rule filter_is_not_valid_local_reference(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        this not is_string 
        this is_struct 

        when this.'Ref' exists { 
            'Ref' { 
                when query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) { 
                    this not exists 
                } 
                this exists 
            } 
        } 
        when this.'Ref' not exists { 
            this exists 
        } 
    }
}

rule filter_replication_source_identifier(reference_properties) { 
    filter_is_not_valid_local_reference_via_join(%INPUT_DOCUMENT, %reference_properties, 
 "AWS::RDS::DBCluster") 
    filter_is_not_valid_local_reference_via_join(%INPUT_DOCUMENT, %reference_properties, 
 "AWS::RDS::DBInstance")
}

rule filter_is_not_valid_local_reference_via_join(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
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    %reference_properties { 
        this not is_string 
        this is_struct 

        when this.'Fn::Join' exists { 
            'Fn::Join' { 
                when filter_list_contains_valid_local_reference(this[1], %doc, 
 %referenced_resource_type) { 
                    this not exists 
                } 
                this exists 
            } 
        } 
        when this.'Fn::Join' not exists { 
            this exists 
        } 
    }
}

rule filter_list_contains_valid_local_reference(list, doc, referenced_resource_type) { 
     some %list.* { 
         check_local_references(%doc, this, %referenced_resource_type) 
     } 
 }

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.RDS.PR.16 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。
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PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS Cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS Cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: false 

     

[CT.RDS.PR.17] Amazon RDS イベント通知サブスクリプションは、重大なデー
タベースインスタンスイベントが設定されている必要があります
このコントロールは、RDS インスタンスの Amazon RDS イベントサブスクリプション
が、maintenance、failure、および configuration change のイベントカテゴリを通知するように
設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
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• リソースタイプ: AWS::RDS::EventSubscription
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.17 ルールの仕様 (p. 842)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.17 ルールの
仕様 (p. 842) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.17 サンプルテンプレート (p. 845) を参照してください。

説明

Amazon RDS イベント通知は Amazon SNS を使用して、RDS リソースの可用性または設定の変更をユー
ザーに知らせます。これらの通知により、迅速な対応が実現します。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、RDS インスタンス (db-instance の SourceType) の Amazon RDS イ
ベントサブスクリプションにのみ適用されます。

ルール違反の修正

SourceType が db-instance に設定されているときには、Enabled を true に設定し、パラメータ
EventCategories に maintenance、failure、および configuration change の値が含まれてい
ることを確認します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS イベントサブスクリプション - 例 1

すべてのイベントカテゴリについて通知するように設定された RDS インスタンスの Amazon RDS イベン
トサブスクリプション。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "SourceType": "db-instance", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
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    SourceType: db-instance 
    Enabled: true 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS イベントサブスクリプション - 例 2

maintenance、failure、および configuration change のイベントカテゴリを通知するように設定
された RDS インスタンスの Amazon RDS イベントサブスクリプション。この例は JSON と YAML で示
されています。

JSON の例

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "EventCategories": [ 
                "maintenance", 
                "failure", 
                "configuration change" 
            ], 
            "SourceType": "db-instance", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    EventCategories: 
      - maintenance 
      - failure 
      - configuration change 
    SourceType: db-instance 
    Enabled: true 

                 

CT.RDS.PR.17 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_event_notifications_configured_check
#  
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# Description:
#   Checks whether Amazon RDS event subscriptions for RDS instances are configured to 
 notify on event categories of 'maintenance', 'failure', and 'configuration change'.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::EventSubscription
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon RDS event subscription 
 Resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is not 'db-instance'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is 'db-instance'
#       And: 'Enabled' is not provided or set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-instance'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not contain 'maintenance', 'failure', and 
 'configuration change'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-instance'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not exist or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-instance'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' contains 'maintenance', 'failure', and 'configuration 
 change'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE = "AWS::RDS::EventSubscription"
let INPUT_DOCUMENT = this
let EVENT_CATEGORIES = ["maintenance","failure","configuration change"]
let EVENT_SOURCE_TYPE = "db-instance"

#
# Assignments
#
let rds_event_subscriptions = Resources.*[ Type == %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE ]
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#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_event_notifications_configured_check when 
 is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                            %rds_event_subscriptions not 
 empty  { 
    check(%rds_event_subscriptions.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.17]: Require an Amazon RDS event notification subscription to have 
 critical database instance events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-instance', set 'Enabled' to true and ensure 
 that the parameter 'EventCategories' contains 'maintenance', 'failure', and 'configuration 
 change' values. 
        >>
}

rule rds_instance_event_notifications_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE.resourceProperties) 
       << 
        [CT.RDS.PR.17]: Require an Amazon RDS event notification subscription to have 
 critical database instance events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-instance', set 'Enabled' to true and ensure 
 that the parameter 'EventCategories' contains 'maintenance', 'failure', and 'configuration 
 change' values. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(resource) { 
    %resource [ SourceType == %EVENT_SOURCE_TYPE ] { 
        Enabled exists 
        # Scenario 4 
        Enabled == true 
        # Scenario 5 
        EventCategories not exists or 
        # Scenario 6 
        check_event_categories_for_required_events(EventCategories) 
    }
}

rule check_event_categories_for_required_events(event_categories) { 
    %event_categories { 
        this exists 
        this is_list 
        this empty or 
        %EVENT_CATEGORIES.* in this 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
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} 

     

CT.RDS.PR.17 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      SourceType: db-instance 
      Enabled: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      EventCategories: 
      - maintenance 
      - failure 
      SourceType: db-instance 
      Enabled: true 

     

[CT.RDS.PR.18] Amazon RDS イベント通知サブスクリプションは、重大なデー
タベースパラメータグループイベントが設定されている必要があります

このコントロールは、RDS パラメータグループの Amazon RDS イベントサブスクリプション
が、configuration change. のイベントカテゴリを通知するように設定されているかどうかをチェッ
クします。

• コントロールの目標: 設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::EventSubscription
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• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.18 ルールの仕様 (p. 847)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.18 ルールの
仕様 (p. 847) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.18 サンプルテンプレート (p. 849) を参照してください。

説明

Amazon RDS イベント通知は Amazon SNS を使用して、RDS リソースの可用性または設定の変更をユー
ザーに知らせます。これらの通知により、迅速な対応が実現します。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、RDS パラメータグループ (SourceType が db-parameter-group) の 
Amazon RDS イベントサブスクリプションにのみ適用されます。

ルール違反の修正

SourceType が db-parameter-group に設定されているときには、Enabled を true に設定し、パラ
メータ EventCategories に値として configuration change が含まれていることを確認します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS イベントサブスクリプション - 例 1

すべてのイベントカテゴリについて通知するように設定された RDS パラメータグループの Amazon RDS 
イベントサブスクリプション。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "SourceType": "db-parameter-group", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    SourceType: db-parameter-group 
    Enabled: true 
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以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS イベントサブスクリプション - 例 2

configuration change イベントカテゴリを通知するように設定された RDS パラメータグループの 
Amazon RDS イベントサブスクリプション。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "EventCategories": [ 
                "configuration change" 
            ], 
            "SourceType": "db-parameter-group", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    EventCategories: 
      - configuration change 
    SourceType: db-parameter-group 
    Enabled: true 

                 

CT.RDS.PR.18 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_pg_event_notifications_configured_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon RDS event subscriptions for RDS parameter groups are configured 
 to notify on event categories of 'configuration change'.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::EventSubscription
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
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#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any RDS event subscription resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is not 'db-parameter-group'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is 'db-parameter-group'
#       And: 'Enabled' is not provided or set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-parameter-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not contain 'configuration change'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-parameter-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not exist or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-parameter-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' contains 'configuration change'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE = "AWS::RDS::EventSubscription"
let INPUT_DOCUMENT = this
let EVENT_CATEGORIES = ["configuration change"]
let EVENT_SOURCE_TYPE = "db-parameter-group"

#
# Assignments
#
let rds_event_subscriptions = Resources.*[ Type == %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_pg_event_notifications_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %rds_event_subscriptions not empty  { 
    check(%rds_event_subscriptions.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.18]: Require an Amazon RDS event notification subscription to have 
 critical database parameter group events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-parameter-group', set 'Enabled' to true and 
 ensure that the parameter 'EventCategories' contains 'configuration change' as a value. 
        >>
}
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rule rds_pg_event_notifications_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.18]: Require an Amazon RDS event notification subscription to have 
 critical database parameter group events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-parameter-group', set 'Enabled' to true and 
 ensure that the parameter 'EventCategories' contains 'configuration change' as a value. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(resource) { 
    %resource [ SourceType == %EVENT_SOURCE_TYPE ] { 
        Enabled exists 
        # Scenario 4 
        Enabled == true 
        # Scenario 5 
        EventCategories not exists or 
        # Scenario 6 
        check_event_categories_for_required_events(EventCategories) 
    }
}

rule check_event_categories_for_required_events(event_categories) { 
    %event_categories { 
        this exists 
        this is_list 
        this empty or 
        %EVENT_CATEGORIES.* in this 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.18 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
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  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      SourceType: db-parameter-group 
      Enabled: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      Enabled: false 
      SourceType: db-parameter-group 

     

[CT.RDS.PR.19] Amazon RDS イベント通知サブスクリプションは、重大なデー
タベースセキュリティグループイベントが設定されている必要があります

このコントロールは、RDS セキュリティグループの Amazon RDS イベントサブスクリプション
が、failure および configuration change のイベントカテゴリについて通知するように設定されて
いるかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::EventSubscription
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.19 ルールの仕様 (p. 852)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.19 ルールの
仕様 (p. 852) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.19 サンプルテンプレート (p. 854) を参照してください。

説明

Amazon RDS イベント通知は Amazon SNS を使用して、RDS リソースの可用性または設定の変更をユー
ザーに知らせます。これらの通知により、迅速なレスポンスが可能になります。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、RDS セキュリティグループ (SourceType が db-security-group) の 
Amazon RDS イベントサブスクリプションにのみ適用されます。
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ルール違反の修正

SourceType が db-security-group に設定されているときには、Enabled を true に設定して、パラ
メータ EventCategories に failure と configuration change の両方の値が含まれていることを
確認します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS イベントサブスクリプション - 例 1

すべてのイベントカテゴリについて通知するように設定された RDS セキュリティグループの Amazon 
RDS イベントサブスクリプション。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "SourceType": "db-security-group", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    SourceType: db-security-group 
    Enabled: true 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS イベントサブスクリプション - 例 2

failure および configuration change のイベントカテゴリを通知するように設定された RDS セ
キュリティグループの Amazon RDS イベントサブスクリプション。この例は JSON と YAML で示されて
います。

JSON の例

{ 
    "RDSEventSubscription": { 
        "Type": "AWS::RDS::EventSubscription", 
        "Properties": { 
            "SnsTopicArn": { 
                "Ref": "SnsTopic" 
            }, 
            "EventCategories": [ 
                "failure", 
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                "configuration change" 
            ], 
            "SourceType": "db-security-group", 
            "Enabled": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

RDSEventSubscription: 
  Type: AWS::RDS::EventSubscription 
  Properties: 
    SnsTopicArn: !Ref 'SnsTopic' 
    EventCategories: 
      - failure 
      - configuration change 
    SourceType: db-security-group 
    Enabled: true 

                 

CT.RDS.PR.19 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_sg_event_notifications_configured_check
#  
# Description:
#   Checks whether an Amazon RDS event subscription for RDS security groups are configured 
 to notify on event categories of 'failure' and 'configuration change'.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::EventSubscription
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon RDS event subscription 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription Resource
#       And: 'SourceType' is provided and is not 'db-security-group'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is 'db-security-group'
#       And: 'Enabled' is not provided or set to bool(false)
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#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-security-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not contain both 'failure' and 'configuration change'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-security-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' does not exist or is an empty list
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon RDS event subscription resource
#       And: 'SourceType' is provided and is 'db-security-group'
#       And: 'Enabled' is provided and set to bool(true)
#       And: 'EventCategories' contains both 'failure' and 'configuration change'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE = "AWS::RDS::EventSubscription"
let INPUT_DOCUMENT = this
let EVENT_CATEGORIES = ["failure","configuration change"]
let EVENT_SOURCE_TYPE = "db-security-group"

#
# Assignments
#
let rds_event_subscriptions = Resources.*[ Type == %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_sg_event_notifications_configured_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %rds_event_subscriptions not empty  { 
    check(%rds_event_subscriptions.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.19]: Require an Amazon RDS event notifications subscription to have 
 critical database security group events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-security-group', set 'Enabled' to true and 
 ensure that the parameter 'EventCategories' contains both 'failure' and 'configuration 
 change' values. 
        >>
}

rule rds_sg_event_notifications_configured_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_EVENTSUBSCRIPTION_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.19]: Require an Amazon RDS event notifications subscription to have 
 critical database security group events configured 
        [FIX]: When 'SourceType' is set to 'db-security-group', set 'Enabled' to true and 
 ensure that the parameter 'EventCategories' contains both 'failure' and 'configuration 
 change' values. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
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rule check(resource) { 
    %resource [ SourceType == %EVENT_SOURCE_TYPE ] { 
        Enabled exists 
        # Scenario 4 
        Enabled == true 
        # Scenario 5 
        EventCategories not exists or 
        # Scenario 6 
        check_event_categories_for_required_events(EventCategories) 
    }
}

rule check_event_categories_for_required_events(event_categories) { 
    %event_categories { 
        this exists 
        this is_list 
        this empty or 
        %EVENT_CATEGORIES.* in this 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.19 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      SourceType: db-security-group 
      Enabled: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。
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Resources: 
  SNSTopic: 
    Type: AWS::SNS::Topic 
    Properties: {} 
  RDSEventSubscription: 
    Type: AWS::RDS::EventSubscription 
    Properties: 
      SnsTopicArn: 
        Ref: SNSTopic 
      EventCategories: 
      - failure 
      SourceType: db-security-group 
      Enabled: true 

     

[CT.RDS.PR.20] Amazon RDS データベースインスタンスはデータベースエンジ
ンのデフォルトポートを使用しない必要があります
このコントロールは、Amazon Relational Database Service (RDS) データベースインスタンスが、特定の
エンジンタイプについてデフォルトのデータベースポートに設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.20 ルールの仕様 (p. 857)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.20 ルールの
仕様 (p. 857) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.20 サンプルテンプレート (p. 860) を参照してください。

説明

既知のポートを使用して Amazon RDS クラスターまたはインスタンスをデプロイすると、攻撃者はクラス
ターまたはインスタンスに関する情報を推測できる可能性があります。攻撃者は、この情報を他の情報と
組み合わせて、Amazon RDS クラスターまたはインスタンスに接続したり、アプリケーションに関する追
加情報を取得したりできます。

ポートを変更する場合は、古いポートへの接続に使用された既存の接続文字列も更新する必要がありま
す。また、ユーザーは DB インスタンスのセキュリティグループをチェックして、新しいポートでの接続
を許可するイングレスルールが確実に含まれていることを確認する必要があります。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Amazon RDS DB エンジンタイプ mariadb、mysql、oracle-
ee、oracle-se2、oracle-ee-cdb、oracle-se2-cdb、postgres、sqlserver-
ee、sqlserver-se、sqlserver-ex、および sqlserver-web にのみ適用されます。

ルール違反の修正

Port を、Amazon RDS DB インスタンスエンジンタイプのデフォルト値とは異なる値に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

855



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

Amazon RDS DB インスタンス - 例 1

Amazon RDS DB インスタンスは、mysql エンジンのデフォルトポートとは異なるポートで設定されてい
ます。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "mysql", 
            "EngineVersion": 5.7, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true, 
            "Port": 6733 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

YAML の例

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: mysql 
    EngineVersion: 5.7 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 
    Port: 6733 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB インスタンス - 例 2

Amazon RDS DB インスタンスは、postgres エンジンのデフォルトポートとは異なるポートで設定され
ています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "DBInstance": { 
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        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "Port": 5723 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

YAML の例

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    Port: 5723 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.20 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_no_default_ports_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Relational Database Service (RDS) database instances 
 are configured for default database port for their specific engine types.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Amazon RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of  'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of  'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'Port' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of  'mariadb', 'mysql',
#            'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-cdb',
#            'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-web'
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is default port (includes mysql/mariadb port '3306', sqlserver
#            port '1433', postgres port '5432', and oracle port '1521')
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine'  is one of 'mariadb', 'mysql'
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is not equal to '3306'
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is 'postgres'
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is not equal to '5432'
#      Then: PASS
#   Scenario: 7
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 'sqlserver-
web'
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is not equal to '1433'
#      Then: PASS
#   Scenario: 8
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'oracle-ee', 'oracle-se2', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-se2-
cdb',
#       And: 'Port' has been specified
#       And: 'Port' value is not equal to '1521'
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let ORACLE_ENGINES = [ "oracle-ee", "oracle-se2", "oracle-se1", "oracle-se" ]
let SQLSERVER_ENGINES = [ "sqlserver-ee", "sqlserver-se", "sqlserver-ex", "sqlserver-web" ]
let MYSQL_OR_MARIA_ENGINES = [ "mariadb", "mysql" ]
let POSTGRES_ENGINES = [ "postgres" ]
let MYSQL_MARIA_DEFAULT_PORTS = [3306, "3306"]
let POSTGRES_DEFAULT_PORTS = [5432, "5432"]
let SQL_DEFAULT_PORTS = [1433, "1433"]
let ORACLE_DEFAULT_PORTS = [1521, "1521"]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_no_default_ports_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.20]: Require an Amazon RDS database instance not to use a database 
 engine default port 
        [FIX]: Set a value for 'Port' that is different than the default value for the 
 Amazon RDS DB instance engine type. 
        >>
}

rule rds_instance_no_default_ports_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.20]: Require an Amazon RDS database instance not to use a database 
 engine default port 
        [FIX]: Set a value for 'Port' that is different than the default value for the 
 Amazon RDS DB instance engine type. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    # Scenario: 4 and 5 
    %rds_db_instance[ filter_engine(this, %MYSQL_OR_MARIA_ENGINES) ] { 
        check_port(Port, %MYSQL_MARIA_DEFAULT_PORTS) 
    } 
    # Scenario: 4 and 6 
    %rds_db_instance[ filter_engine(this, %POSTGRES_ENGINES) ] { 
        check_port(Port, %POSTGRES_DEFAULT_PORTS) 
    } 
    # Scenario: 4 and 7 
    %rds_db_instance[ filter_engine(this, %SQLSERVER_ENGINES) ] { 
        check_port(Port, %SQL_DEFAULT_PORTS) 
    } 
    # Scenario: 4 and 8 
    %rds_db_instance[ filter_engine(this, %ORACLE_ENGINES) ] { 
        check_port(Port, %ORACLE_DEFAULT_PORTS) 
    }
}
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rule filter_engine(db_properties, engine) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %engine 
    }
}

rule check_port(port, default_ports) { 
    # Scenario: 3 
    %port exists 
    %port not in %default_ports
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.20 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      Port: 6733 
    DeletionPolicy: Delete 
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FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: mysql 
      EngineVersion: 5.7 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      Port: 3306 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.21] Amazon RDS DB クラスターには、固有の管理者ユーザー名が
必要です
このコントロールは、Amazon Relational Database Service (RDS) データベース (DB) クラスターの管理者
ユーザー名がデフォルト値から変更されたかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBCluster
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.21 ルールの仕様 (p. 862)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.21 ルールの
仕様 (p. 862) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.21 サンプルテンプレート (p. 864) を参照してください。

説明

Amazon RDS データベースを作成するときには、デフォルトの管理者ユーザー名を一意の値に変更するこ
とをお勧めします。デフォルトのユーザー名は一般に知られており、これらのユーザー名を変更すること
で意図しないアクセスのリスクが軽減されるため、変更する必要があります。
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使用に関する考慮事項

• このコントロールは、MasterUsername プロパティを設定する Amazon RDS DB クラスター
にのみ適用されます。

ルール違反の修正

MasterUsername を admin または postgres 以外の値に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB クラスター - 例

Amazon RDS DB クラスターは、一意の管理者ユーザー名で設定されています。この例は JSON と YAML 
で示されています。

JSON の例

{ 
    "DBCluster": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBCluster", 
        "Properties": { 
            "Engine": "aurora-mysql", 
            "MasterUsername": "samplemasteruser", 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "DBSubnetGroupName": { 
                "Ref": "DBSubnetGroup" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

DBCluster: 
  Type: AWS::RDS::DBCluster 
  Properties: 
    Engine: aurora-mysql 
    MasterUsername: samplemasteruser 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSClusterSecret}::password}}' 
    DBSubnetGroupName: !Ref 'DBSubnetGroup' 

                 

CT.RDS.PR.21 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_cluster_default_admin_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 cluster has changed the administrator username from its default value.
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#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBCluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has not been provided
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has been provided and it is set to 'admin' or 'postgres'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has been provided and is not set to 'admin' or 'postgres'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_CLUSTER_TYPE = "AWS::RDS::DBCluster"
let DISALLOWED_MASTER_USERNAMES = ["admin", "postgres"]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let db_clusters = Resources.*[ Type == %RDS_DB_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_cluster_default_admin_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %db_clusters not empty { 
    check(%db_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.21]: Require an Amazon RDS DB cluster to have a unique administrator 
 username 
            [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'admin' or 'postgres'. 
        >>
}

rule rds_cluster_default_admin_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.21]: Require an Amazon RDS DB cluster to have a unique administrator 
 username 
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            [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'admin' or 'postgres'. 
        >>
}

rule check(db_cluster) { 
    %db_cluster [ 
        # scenario 2 
        filter_master_username_provided(this) 
    ] { 
        # scenario 3 and 4 
        MasterUsername not in %DISALLOWED_MASTER_USERNAMES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule filter_master_username_provided(dbcluster_properties) { 
    %dbcluster_properties{ 
        MasterUsername exists 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists

} 

     

CT.RDS.PR.21 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
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    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: examplemasteruser 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  VPC: 
    Type: AWS::EC2::VPC 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.0/16 
      EnableDnsHostnames: true 
      EnableDnsSupport: true 
  SubnetOne: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
      CidrBlock: 10.0.0.0/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 0 
        - Fn::GetAZs: '' 
  SubnetTwo: 
    Type: AWS::EC2::Subnet 
    Properties: 
      CidrBlock: 10.0.0.128/25 
      AvailabilityZone: 
        Fn::Select: 
        - 1 
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        - Fn::GetAZs: '' 
      VpcId: 
        Ref: VPC 
  DBSubnetGroup: 
    Type: AWS::RDS::DBSubnetGroup 
    Properties: 
      DBSubnetGroupDescription: DB subnet group for DBCluster 
      SubnetIds: 
      - Ref: SubnetOne 
      - Ref: SubnetTwo 
  DBClusterSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 32 
        ExcludeCharacters: "/@\"'\\" 
  DBCluster: 
    Type: AWS::RDS::DBCluster 
    Properties: 
      Engine: aurora-mysql 
      MasterUsername: admin 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBClusterSecret}::password}}' 
      DBSubnetGroupName: 
        Ref: DBSubnetGroup 

     

[CT.RDS.PR.22] Amazon RDS データベースインスタンスには一意の管理者ユー
ザー名が必要です

このコントロールは、Amazon Relational Database Service (RDS) データベースの管理者ユーザー名がデ
フォルト値から変更されたかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.22 ルールの仕様 (p. 867)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.22 ルールの
仕様 (p. 867) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.22 サンプルテンプレート (p. 870) を参照してください。

説明

Amazon RDS データベースのデフォルトの管理ユーザーネームは、パブリックナレッジです。Amazon 
RDS データベースを作成するときには、意図しないアクセスのリスクを減らすために、デフォルトの管理
ユーザー名を一意の値に変更する必要があります。
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使用に関する考慮事項

• このコントロールは、Amazon RDS DB エンジンタイプ mariadb、mysql、oracle-
ee、oracle-ee-cdb、oracle-se2、oracle-se2-cdb、postgres、sqlserver-
ee、sqlserver-se、sqlserver-ex、および sqlserver-web にのみ適用されます。

ルール違反の修正

MasterUsername を postgres または admin 以外の値に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB インスタンス - 例

Amazon RDS DB インスタンスはカスタム管理者ユーザー名で設定されています。この例は JSON と 
YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": "testUser", 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
            } 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

YAML の例

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: testUser 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.22 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
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#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_default_admin_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Relational Database Service (RDS) database has 
 changed the adminstrator username from its default value.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MasterUsername' has been specified and is one of 'postgres' or 'admin'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#       And: 'MasterUsername' has been specified and is not one of 'postgres' or 'admin'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]
let RDS_DEFAULT_USERNAMES = [ "postgres", "admin" ]

#
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# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_default_admin_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.22]: Require an Amazon RDS database instance to have a unique 
 administrator username 
        [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'postgres' or 'admin'. 
        >>
}

rule rds_instance_default_admin_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.22]: Require an Amazon RDS database instance to have a unique 
 administrator username 
        [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'postgres' or 'admin'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [ filter_engine_and_master_username_provided(this) ] { 
        # Scenario: 3 and 4 
        MasterUsername not in %RDS_DEFAULT_USERNAMES 
    }
}

rule filter_engine_and_master_username_provided(db_properties) { 
    %db_properties { 
        # Scenario: 2 
        MasterUsername exists 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.RDS.PR.22 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: testUser 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DeletionPolicy: Delete 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Test RDS DB Instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "testUser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: postgres 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    DeletionPolicy: Delete 
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[CT.RDS.PR.23] Amazon RDS データベースインスタンスはパブリックにアクセ
ス可能でない必要があります
このルールは、Amazon Relational Database Service (RDS) データベース (DB) インスタンスがパブリック
にアクセス可能かどうかを、PubliclyAccessible 設定プロパティをチェックして判断します。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.23 ルールの仕様 (p. 872)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.23 ルールの
仕様 (p. 872) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.23 サンプルテンプレート (p. 874) を参照してください。

説明

RDS インスタンスの CloudFormation リソースの PubliclyAccessible プロパティは、DB インスタ
ンスがパブリックにアクセス可能かどうかを示します。DB インスタンスの PubliclyAccessible が
true に設定されている場合、パブリックに解決可能な DNS 名を持つインターネット向けインスタンスで
あり、パブリック IP アドレスに解決されます。DB インスタンスがパブリックにアクセスできない場合、
それはプライベート IP アドレスに解決される DNS 名を持つ内部インスタンスとなります。

RDS インスタンスをパブリックにアクセス可能にする予定がない限り、RDS インスタンスの
PubliclyAccessible の値を true に設定しないでください。この設定では、データベースインスタン
スへの望ましくないトラフィックが許可される可能性があります。

ルール違反の修正

PubliclyAccessible の値を false に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB インスタンス - 例

Amazon RDS DB インスタンスは、パブリックにアクセス可能な設定によって内部インスタンスとして設
定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "DBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}" 
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            }, 
            "PubliclyAccessible": false 
        }, 
        "DeletionPolicy": "Delete" 
    }
} 
                 

YAML の例

DBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
    PubliclyAccessible: false 
  DeletionPolicy: Delete 

                 

CT.RDS.PR.23 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_public_access_check
#  
# Description:
#   This rule checks whether Amazon Relational Database Service (RDS) database (DB) 
 instances are publicly accessible, as determined by checking the 'PubliclyAccessible' 
 configuration property.
#  
# Reports on:
#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#       Then: SKIP
#   Scenario: 2
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'PubliclyAccessible' has not been specified
#       Then: FAIL
#   Scenario: 3
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#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'PubliclyAccessible' is present and is a value other than bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'PubliclyAccessible' has been specified and set to bool(false)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule rds_instance_public_access_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                           %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.23]: Require an Amazon RDS database instance to not be publicly 
 accessible 
            [FIX]: Set the value of 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

rule rds_instance_public_access_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.23]: Require an Amazon RDS database instance to not be publicly 
 accessible 
            [FIX]: Set the value of 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance{ 
       #Scenario: 2 
       PubliclyAccessible exists 
       #Scenario: 3 and 4 
       PubliclyAccessible == false 

    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
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    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.23 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      PubliclyAccessible: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS DB instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasteruser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: '"@/\' 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
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      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      PubliclyAccessible: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

[CT.RDS.PR.24] Amazon RDS データベースインスタンスは保存時の暗号化が設
定されている必要があります
このコントロールは、Amazon RDS データベース (DB) インスタンスに対してストレージの暗号化が有効
になっているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 保管中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::RDS::DBInstance
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.RDS.PR.24 ルールの仕様 (p. 876)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.RDS.PR.24 ルールの
仕様 (p. 876) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.RDS.PR.24 サンプルテンプレート (p. 878) を参照してください。

説明

Amazon RDS DB インスタンスの機密データのセキュリティを強化するには、RDS DB インスタンスを保
管中に暗号化するように設定する必要があります。保管中の Amazon RDS DB インスタンスとスナップ
ショットを暗号化するには、RDS DB インスタンスの暗号化オプションを有効にします。保管中に暗号化
されるデータには、DB インスタンス、自動バックアップ、リードレプリカ、スナップショットの基本的
なストレージが含まれます。

暗号化された Amazon RDS DB インスタンスは、オープン標準の AES-256 暗号化アルゴリズムを使用し
て、RDS DB インスタンスをホストしているサーバー上でデータを暗号化します。データが暗号化される
と、Amazon RDS はパフォーマンスの影響を最小限に抑えながら、データへのアクセスと復号化の認証を
透過的に処理します。暗号化を使用するために、データベースのクライアントアプリケーションを変更す
る必要はありません。

Amazon RDS 暗号化は、現在すべてのデータベースエンジンおよびストレージタイプで使用できま
す。Amazon RDS 暗号化は、ほとんどの DB インスタンスクラスで使用できます。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは Amazon RDS DB エンジンタイプ mariadb、mysql、oracle-
ee、oracle-ee-cdb、oracle-se2、oracle-se2-cdb、postgres、sqlserver-
ee、sqlserver-se、sqlserver-ex、および sqlserver-web にのみ適用されます。

ルール違反の修正

RDS DB インスタンスの場合、パラメータ StorageEncrypted は true に設定する必要があります。
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以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon RDS DB インスタンス - 例

ストレージの暗号化が有効な Amazon RDS DB インスタンス。この例は JSON と YAML で示されていま
す。

JSON の例

{ 
    "RDSDBInstance": { 
        "Type": "AWS::RDS::DBInstance", 
        "Properties": { 
            "Engine": "postgres", 
            "EngineVersion": 14.2, 
            "DBInstanceClass": "db.m5.large", 
            "StorageType": "gp2", 
            "AllocatedStorage": 5, 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSDBInstanceSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RDSDBInstanceSecret}::password}}" 
            }, 
            "StorageEncrypted": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

RDSDBInstance: 
  Type: AWS::RDS::DBInstance 
  Properties: 
    Engine: postgres 
    EngineVersion: 14.2 
    DBInstanceClass: db.m5.large 
    StorageType: gp2 
    AllocatedStorage: 5 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSDBInstanceSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RDSDBInstanceSecret}::password}}' 
    StorageEncrypted: true 

                 

CT.RDS.PR.24 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   rds_instance_storage_encrypted_check
#  
# Description:
#   Checks whether storage encryption is enabled for your Amazon RDS DB instances.
#  
# Reports on:
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#   AWS::RDS::DBInstance
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any RDS DB instance resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an RDS DB instance resource
#       And: 'Engine' is not one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 
 'oracle-se2',
#            'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#        And: 'StorageEncrypted' has not been provided
#       Then: FAIL
#   Scenario: 4
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#        And: 'StorageEncrypted' has been provided and set to bool(false)
#       Then: FAIL
#   Scenario: 5
#      Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#        And: The input document contains an RDS DB instance resource
#        And: 'Engine' is one of 'mariadb', 'mysql', 'oracle-ee', 'oracle-ee-cdb', 'oracle-
se2',
#             'oracle-se2-cdb', 'postgres', 'sqlserver-ee', 'sqlserver-se', 'sqlserver-ex', 
 'sqlserver-web'
#        And: 'StorageEncrypted' has been provided and set to bool(true)
#       Then: PASS

#
# Constants
#
let RDS_DB_INSTANCE_TYPE = "AWS::RDS::DBInstance"
let INPUT_DOCUMENT = this
let SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES = [ 
    "mariadb", "mysql", "oracle-ee", "oracle-ee-cdb", "oracle-se2", 
    "oracle-se2-cdb", "postgres", "sqlserver-ee", "sqlserver-se", 
    "sqlserver-ex", "sqlserver-web"
]

#
# Assignments
#
let rds_db_instances = Resources.*[ Type == %RDS_DB_INSTANCE_TYPE ]

#

877



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

# Primary Rules
#
rule rds_instance_storage_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %rds_db_instances not empty { 
    check(%rds_db_instances.Properties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.24]: Require an Amazon RDS database instance to have encryption at rest 
 configured 
        [FIX]: The parameter 'StorageEncrypted' must be set to true for RDS DB Instances. 
        >>
}

rule rds_instance_storage_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %RDS_DB_INSTANCE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%RDS_DB_INSTANCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.RDS.PR.24]: Require an Amazon RDS database instance to have encryption at rest 
 configured 
        [FIX]: The parameter 'StorageEncrypted' must be set to true for RDS DB Instances. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(rds_db_instance) { 
    %rds_db_instance [filter_restore_and_engine(this)] { 
        #Scenario: 3 
        StorageEncrypted exists 
        #Scenario: 4 and 5 
        StorageEncrypted == true 
    }
}

rule filter_restore_and_engine(db_properties) { 
    %db_properties { 
        #Scenario: 2 
        Engine exists 
        Engine is_string 
        Engine in %SUPPORTED_RDS_INSTANCE_ENGINES 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.RDS.PR.24 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。
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Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "exampleuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: "/@\"" 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: true 
    DeletionPolicy: Delete 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  DBInstanceSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: RDS instance secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "exampleuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 22 
        ExcludeCharacters: "/@\"" 
  DBInstance: 
    Type: AWS::RDS::DBInstance 
    Properties: 
      Engine: postgres 
      EngineVersion: 14.2 
      DBInstanceClass: db.m5.large 
      StorageType: gp2 
      AllocatedStorage: 5 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${DBInstanceSecret}::password}}' 
      StorageEncrypted: false 
    DeletionPolicy: Delete 

     

Amazon Redshift のコントロール
トピック
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• [CT.REDSHIFT.PR.1] Amazon Redshift クラスターはパブリックアクセスを禁止する必要がありま
す (p. 880)

• [CT.REDSHIFT.PR.2] Amazon Redshift クラスターは自動スナップショットが設定されている必要があ
ります (p. 884)

• [CT.REDSHIFT.PR.3] Amazon Redshift クラスターは監査ログが設定されている必要がありま
す (p. 888)

• [CT.REDSHIFT.PR.4] Amazon Redshift クラスターでメジャーバージョンへの自動アップグレードが設
定されている必要があります (p. 893)

• [CT.REDSHIFT.PR.5] Amazon Redshift クラスターは、拡張 VPC ルーティングが設定されている必要
があります (p. 898)

• [CT.REDSHIFT.PR.6] Amazon Redshift クラスターには一意の管理者ユーザー名が必要です (p. 902)
• [CT.REDSHIFT.PR.7] Amazon Redshift クラスターには一意のデータベース名が必要です (p. 906)

[CT.REDSHIFT.PR.1] Amazon Redshift クラスターはパブリックアクセスを禁止
する必要があります

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターがパブリックアクセスを禁止するように設定されてい
るかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.REDSHIFT.PR.1 ルールの仕様 (p. 881)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.REDSHIFT.PR.1 ルー
ルの仕様 (p. 881) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.REDSHIFT.PR.1 サンプルテンプレート (p. 883) を参照してください。

説明

Amazon Redshift クラスター設定の PublicityAccessible 属性は、クラスターがパブリックにアクセス可能
かどうかを示します。クラスターの PubliclyAccessible パラメータが true に設定されているときに
は、パブリックに解決可能な DNS 名を持つインターネット向けインスタンスであり、パブリック IP アド
レスに解決されます。

クラスターがパブリックにアクセスできない場合、プライベート IP アドレスに解決される DNS 名を
持つ内部インスタンスです。クラスターをパブリックにアクセスさせる意図がない限り、クラスターは
PubliclyAccessible を true に設定しないでください。

ルール違反の修正

PubliclyAccessible を false に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon Redshift クラスター - 例

Amazon Redshift クラスターはパブリックアクセスを禁止するように設定されています。この例は JSON 
と YAML で示されています。

880



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

JSON の例

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge", 
            "PubliclyAccessible": false 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:
${RedshiftClusterSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 
    PubliclyAccessible: false 

                 

CT.REDSHIFT.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_cluster_public_access_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Redshift clusters are configured to prohibit public 
 access.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'PubliclyAccessible' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'PubliclyAccessible' has been specified
#       And: 'PubliclyAccessible' has been set to bool(true)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation document or AWS CloudFormation 
 hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'PubliclyAccessible' has been specified
#       And: 'PubliclyAccessible' has been set to bool(false)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_cluster_public_access_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
         << 
        [CT.REDSHIFT.PR.1]: Require an Amazon Redshift cluster to prohibit public access 
        [FIX]: Set 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

rule redshift_cluster_public_access_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
         << 
        [CT.REDSHIFT.PR.1]: Require an Amazon Redshift cluster to prohibit public access 
        [FIX]: Set 'PubliclyAccessible' to 'false'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        PubliclyAccessible exists 
        # Scenario 3 and 4 
        PubliclyAccessible == false 
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    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
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        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: true 

     

[CT.REDSHIFT.PR.2] Amazon Redshift クラスターは自動スナップショットが設
定されている必要があります

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターで自動スナップショットが有効になっているかどうか
と、クラスターの自動スナップショット保持期間が 7 日以上に設定されているかどうかをチェックしま
す。

• コントロールの目標: 回復性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.REDSHIFT.PR.2 ルールの仕様 (p. 885)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.REDSHIFT.PR.2 ルー
ルの仕様 (p. 885) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.REDSHIFT.PR.2 サンプルテンプレート (p. 887) を参照してください。

説明

バックアップは、セキュリティインシデントからより迅速に復元するために役立ちます。これにより、シ
ステムの耐障害性が強化されます。Amazon Redshift は、デフォルトで定期的にスナップショットを作成
します。このコントロールは、自動スナップショットが作成され、少なくとも 7 日間保持されているかど
うかをチェックします。

ルール違反の修正

AutomatedSnapshotRetentionPeriod を 7 日以上の整数値に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon Redshift クラスター - 例

自動スナップショットが有効な Amazon Redshift クラスター。この例は JSON と YAML で示されていま
す。

JSON の例
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{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge", 
            "AutomatedSnapshotRetentionPeriod": 7 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 
    AutomatedSnapshotRetentionPeriod: 7 

                 

CT.REDSHIFT.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_backup_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon Redshift clusters have automated snapshots enabled, 
 and that the clusters are set with an automated snapshot retention period greater than or 
 equal to seven (7) days.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been set to '0'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been set to a value <7
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been specified
#       And: 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' has been set to a value >= 7
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_backup_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                        %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.2]: Require an Amazon Redshift cluster to have automatic snapshots 
 configured 
        [FIX]: Set 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' to an integer value greater than or 
 equal to 7 days. 
        >>
}

rule redshift_backup_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.2]: Require an Amazon Redshift cluster to have automatic snapshots 
 configured 
        [FIX]: Set 'AutomatedSnapshotRetentionPeriod' to an integer value greater than or 
 equal to 7 days. 
        >>
}
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#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        AutomatedSnapshotRetentionPeriod exists 
        # Scenario 3, 4 and 5 
        AutomatedSnapshotRetentionPeriod >= 7 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      AutomatedSnapshotRetentionPeriod: 7 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。
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Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      AutomatedSnapshotRetentionPeriod: 5 

     

[CT.REDSHIFT.PR.3] Amazon Redshift クラスターは監査ログが設定されている
必要があります

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターで監査ログ記録が有効になっているかどうかをチェッ
クします。

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.REDSHIFT.PR.3 ルールの仕様 (p. 889)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.REDSHIFT.PR.3 ルー
ルの仕様 (p. 889) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.REDSHIFT.PR.3 サンプルテンプレート (p. 892) を参照してください。

説明

Amazon Redshift 監査ログ記録は、ユーザーのクラスター内の接続とユーザーアクティビティに関する追
加情報を提供します。このデータは、Amazon S3 で保存および保護することができ、セキュリティ監査や
調査に役立ちます。

ルール違反の修正

LoggingProperties 設定を指定し、BucketName を、Amazon Redshift 監査ログを受信するように設
定された Amazon S3 バケットの名前に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。
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Amazon Redshift クラスター - 例

監査ログが有効に設定された Amazon Redshift クラスター。この例は JSON と YAML で示されていま
す。

JSON の例

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "dc2.large", 
            "PubliclyAccessible": false, 
            "LoggingProperties": { 
                "BucketName": { 
                    "Ref": "S3Bucket" 
                }, 
                "S3KeyPrefix": "sample-cluster-logs" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: dc2.large 
    PubliclyAccessible: false 
    LoggingProperties: 
      BucketName: !Ref 'S3Bucket' 
      S3KeyPrefix: sample-cluster-logs 

                 

CT.REDSHIFT.PR.3 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_cluster_audit_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Redshift cluster has audit logging activated.
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#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'LoggingProperties' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'LoggingProperties' has been specified
#       And: 'BucketName' on 'LoggingProperties' has been specified and is an empty string 
 or invalid local reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'LoggingProperties' has been specified
#       And: 'BucketName' on 'LoggingProperties' has been specified and is a non-empty 
 string or valid local reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_cluster_audit_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.3]: Require an Amazon Redshift cluster to have audit logging 
 configured 
            [FIX]: Provide a 'LoggingProperties' configuration and set 'BucketName' to the 
 name of an Amazon S3 bucket configured to receive Amazon Redshift audit logs. 
        >>
}

rule redshift_cluster_audit_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
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    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.3]: Require an Amazon Redshift cluster to have audit logging 
 configured 
            [FIX]: Provide a 'LoggingProperties' configuration and set 'BucketName' to the 
 name of an Amazon S3 bucket configured to receive Amazon Redshift audit logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        LoggingProperties exists 
        LoggingProperties is_struct 

        LoggingProperties { 
            # Scenario 3 and 4 
            BucketName exists 
            check_is_string_and_not_empty(BucketName) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, BucketName, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
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} 

     

CT.REDSHIFT.PR.3 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
  BucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: S3Bucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: redshift.amazonaws.com 
          Action: 
          - s3:GetBucketAcl 
          Resource: 
          - Fn::GetAtt: 
            - S3Bucket 
            - Arn 
        - Effect: Allow 
          Principal: 
            Service: redshift.amazonaws.com 
          Action: 
          - s3:PutObject 
          Resource: 
          - Fn::Join: 
            - '' 
            - - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - /* 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
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      LoggingProperties: 
        BucketName: 
          Ref: S3Bucket 
        S3KeyPrefix: example-cluster-logs 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

[CT.REDSHIFT.PR.4] Amazon Redshift クラスターでメジャーバージョンへの自
動アップグレードが設定されている必要があります
このコントロールは、Amazon Redshift クラスターで自動メジャーバージョンアップグレードが有効に
なっているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 脆弱性の管理
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.REDSHIFT.PR.4 ルールの仕様 (p. 895)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.REDSHIFT.PR.4 ルー
ルの仕様 (p. 895) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.REDSHIFT.PR.4 サンプルテンプレート (p. 897) を参照してください。

説明

自動メジャーバージョンアップグレードを有効にすることで、メンテナンスウィンドウ中に Amazon 
Redshift クラスターの最新のメジャーバージョンの更新がインストールされます。これらのアップデート
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には、セキュリティパッチやバグ修正が含まれる場合があります。パッチのインストールを最新の状態に
保つことは、システムを保護する上で重要なステップです。

ルール違反の修正

AllowVersionUpgrade プロパティを true に設定するか、指定しないでください (デフォルト)。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon Redshift クラスター - 例 1

AWS CloudFormation のデフォルトで自動メジャーバージョンアップグレードが有効になっている 
Amazon Redshift クラスター。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "exampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge" 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: exampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon Redshift クラスター - 例 2

AllowVersionUpgrade のプロパティで自動メジャーバージョンアップグレードが有効になっている 
Amazon Redshift クラスター。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "RedshiftCluster": { 
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        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "exampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge", 
            "AllowVersionUpgrade": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: exampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 
    AllowVersionUpgrade: true 

                 

CT.REDSHIFT.PR.4 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_cluster_allow_version_upgrade_check
#  
# Description:
#   Checks whether automatic major version upgrades are enabled for the Amazon Redshift 
 cluster.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
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#       And: 'AllowVersionUpgrade' has been provided
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has not been provided
#      Then: PASS
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has been provided
#       And: 'AllowVersionUpgrade' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_cluster_allow_version_upgrade_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                       %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.4]: Require an Amazon Redshift cluster to have automatic upgrades 
 to major versions configured 
        [FIX]: Set the 'AllowVersionUpgrade' property to true or do not specify it 
 (default). 
        >>
}

rule redshift_cluster_allow_version_upgrade_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.4]: Require an Amazon Redshift cluster to have automatic upgrades 
 to major versions configured 
        [FIX]: Set the 'AllowVersionUpgrade' property to true or do not specify it 
 (default). 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 3 
        AllowVersionUpgrade not exists or 
        # Scenario 2 and 4 
        AllowVersionUpgrade == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
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rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.4 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
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      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      AllowVersionUpgrade: false 

     

[CT.REDSHIFT.PR.5] Amazon Redshift クラスターは、拡張 VPC ルーティングが
設定されている必要があります

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターで拡張 VPC ルーティングが設定されているかどうかを
チェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.REDSHIFT.PR.5 ルールの仕様 (p. 899)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.REDSHIFT.PR.5 ルー
ルの仕様 (p. 899) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.REDSHIFT.PR.5 サンプルテンプレート (p. 901) を参照してください。

説明

拡張 VPC ルーティングでは、クラスターとデータリポジトリ間のすべての copy および unload トラ
フィックが VPC に送信されます。拡張ルーティングが有効な場合、セキュリティグループやネットワーク
アクセスコントロールリストなどの VPC 機能を使用して、ネットワークトラフィックを保護することがで
きます。VPC フローログを使用して、ネットワークトラフィックをモニタリングすることもできます。

ルール違反の修正

EnhancedVpcRouting を true に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon Redshift クラスター - 例

拡張 VPCのルーティングが設定された Amazon Redshift クラスター。この例は JSON と YAML で示され
ています。

JSON の例

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
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            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "ds2.xlarge", 
            "EnhancedVpcRouting": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 
    EnhancedVpcRouting: true 

                 

CT.REDSHIFT.PR.5 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_enhanced_vpc_routing_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Redshift cluster has enhanced VPC routing 
 configured.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has not been specified
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has been specified
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has been set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has been specified
#       And: 'EnhancedVpcRouting' has been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_enhanced_vpc_routing_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                      %redshift_clusters not empty { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.5]: Require an Amazon Redshift cluster to have enhanced VPC routing 
        [FIX]: Set 'EnhancedVpcRouting' to 'true'. 
        >>
}

rule redshift_enhanced_vpc_routing_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.5]: Require an Amazon Redshift cluster to have enhanced VPC routing 
        [FIX]: Set 'EnhancedVpcRouting' to 'true'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        EnhancedVpcRouting exists 
        # Scenario 3 and 4 
        EnhancedVpcRouting == true 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
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    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.5 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      EnhancedVpcRouting: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
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      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      EnhancedVpcRouting: false 

     

[CT.REDSHIFT.PR.6] Amazon Redshift クラスターには一意の管理者ユーザー名
が必要です

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターの管理者ユーザー名がデフォルト値から変更されたか
どうかをチェックします。

• コントロールの目標: 設定の保護
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.REDSHIFT.PR.6 ルールの仕様 (p. 903)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.REDSHIFT.PR.6 ルー
ルの仕様 (p. 903) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.REDSHIFT.PR.6 サンプルテンプレート (p. 905) を参照してください。

説明

Amazon Redshift クラスターを作成するときには、デフォルトの管理者ユーザー名を一意の値に変更する
必要があります。デフォルトのユーザー名は一般に知られているため、設定時に変更する必要がありま
す。デフォルトのユーザー名を変更すると、意図しないアクセスのリスクが軽減されます。

ルール違反の修正

MasterUsername を awsuser 以外の値に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon Redshift クラスター - 例

Amazon Redshift クラスターは、awsuser のデフォルト値とは異なる管理者ユーザー名で設定されていま
す。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": "samplemasterusername", 
            "MasterUserPassword": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::password}}" 
            }, 
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            "NodeType": "ds2.xlarge" 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: samplemasterusername 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:
${RedshiftClusterSecret}::password}}' 
    NodeType: ds2.xlarge 

                 

CT.REDSHIFT.PR.6 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_default_admin_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Redshift cluster has changed the administrator 
 username from its default value.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has not been specified
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has been specified
#       And: 'MasterUsername' has been set to 'awsuser'
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: 'MasterUsername' has been specified
#       And: 'MasterUsername' has been set to a value not equal to 'awsuser'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let REDSHIFT_CLUSTER_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_default_admin_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                       %redshift_clusters not empty  { 
    check(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.6]: Require an Amazon Redshift cluster to have a unique 
 administrator username 
        [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'awsuser'. 
        >>
}

rule redshift_default_admin_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %REDSHIFT_CLUSTER_TYPE) 
 { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%REDSHIFT_CLUSTER_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.6]: Require an Amazon Redshift cluster to have a unique 
 administrator username 
        [FIX]: Set 'MasterUsername' to a value other than 'awsuser'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        MasterUsername exists 
        check_is_string_and_not_empty(MasterUsername) 

        # Scenario 3 and 4 
        MasterUsername != "awsuser" 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}
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rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.6 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
      MasterUsername: examplemasterusername 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "awsuser"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: single-node 
      DBName: exampledb 
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      MasterUsername: awsuser 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 

     

[CT.REDSHIFT.PR.7] Amazon Redshift クラスターには一意のデータベース名が
必要です

このコントロールは、Amazon Redshift クラスターのデータベース名がデフォルト値から変更されている
かどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 強力な認証を使用する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::Redshift::Cluster
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.REDSHIFT.PR.7 ルールの仕様 (p. 907)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.REDSHIFT.PR.7 ルー
ルの仕様 (p. 907) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.REDSHIFT.PR.7 サンプルテンプレート (p. 909) を参照してください。

説明

Amazon RDS クラスターを作成するときは、デフォルトのデータベース名を一意の値に変更する必要があ
ります。デフォルトの名前は一般に知られているため、設定時に変更する必要があります。例えば、よく
知られた名前が IAM ポリシー条件に含まれていた場合、偶発的なアクセスにつながる可能性があります。

ルール違反の修正

DBName を dev のデフォルト値とは異なるデータベース名に設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon Redshift クラスター - 例

Amazon Redshift クラスターは、デフォルト値の dev とは異なるデータベース名で設定されています。こ
の例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "RedshiftCluster": { 
        "Type": "AWS::Redshift::Cluster", 
        "Properties": { 
            "ClusterType": "single-node", 
            "DBName": "sampledb", 
            "MasterUsername": { 
                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::username}}" 
            }, 
            "MasterUserPassword": { 
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                "Fn::Sub": "{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::password}}" 
            }, 
            "NodeType": "dc2.large", 
            "PubliclyAccessible": false 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

RedshiftCluster: 
  Type: AWS::Redshift::Cluster 
  Properties: 
    ClusterType: single-node 
    DBName: sampledb 
    MasterUsername: !Sub '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftClusterSecret}::username}}' 
    MasterUserPassword: !Sub '{{resolve:secretsmanager:
${RedshiftClusterSecret}::password}}' 
    NodeType: dc2.large 
    PubliclyAccessible: false 

                 

CT.REDSHIFT.PR.7 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   redshift_default_db_name_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon Redshift cluster has changed its database name 
 from the default value.
#  
# Reports on:
#   AWS::Redshift::Cluster
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any Redshift cluster resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a Redshift cluster resource
#       And: The 'DBName' property has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains Redshift cluster resource
#       And: The 'DBName' property has been provided with a value of 'dev' or an empty 
 string
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains Redshift cluster resource
#       And: The 'DBName' property has been provided with a non-empty string that is not 
 equal to 'dev'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let RESOURCE_TYPE = "AWS::Redshift::Cluster"
let INPUT_DOCUMENT = this
let INVALID_DB_NAME_STRING = "dev"

#
# Assignments
#
let redshift_clusters = Resources.*[ Type == %RESOURCE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule redshift_default_db_name_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                         %redshift_clusters not empty { 
    check_db_name(%redshift_clusters.Properties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.7]: Require an Amazon Redshift cluster to have a unique database 
 name 
        [FIX]: Set 'DBName' to a database name that is different from the default value of 
 'dev'. 
        >>
}

rule redshift_default_db_name_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %RESOURCE_TYPE) { 
    check_db_name(%INPUT_DOCUMENT.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.REDSHIFT.PR.7]: Require an Amazon Redshift cluster to have a unique database 
 name 
        [FIX]: Set 'DBName' to a database name that is different from the default value of 
 'dev'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check_db_name(redshift_cluster) { 
    %redshift_cluster { 
        # Scenario 2 
        DBName exists 

        # Scenario 3 and 4 
        check_is_string_and_not_empty(DBName) 
        DBName != %INVALID_DB_NAME_STRING 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
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    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
} 

     

CT.REDSHIFT.PR.7 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: "single-node" 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      DBName: exampledb 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  RedshiftSecret: 
    Type: AWS::SecretsManager::Secret 
    Properties: 
      Description: Redshift cluster secret 
      GenerateSecretString: 
        SecretStringTemplate: '{"username": "examplemasterusername"}' 
        GenerateStringKey: password 
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        PasswordLength: 16 
        ExcludeCharacters: "'\"@/\\" 
  RedshiftCluster: 
    Type: AWS::Redshift::Cluster 
    Properties: 
      ClusterType: "single-node" 
      MasterUsername: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::username}}' 
      MasterUserPassword: 
        Fn::Sub: '{{resolve:secretsmanager:${RedshiftSecret}::password}}' 
      NodeType: dc2.large 
      PubliclyAccessible: false 
      DBName: dev 

     

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のコントロール
トピック

• [CT.S3.PR.1] Amazon S3 バケットには、パブリックアクセスをブロックする設定が必要で
す (p. 910)

• [CT.S3.PR.2] Amazon S3 バケットにはサーバーアクセスロギングが設定されている必要がありま
す (p. 914)

• [CT.S3.PR.3] Amazon S3 バケットは、バージョニングが設定され、ライフサイクルポリシーを持つ必
要があります (p. 918)

• [CT.S3.PR.4] Amazon S3 バケットには、イベント通知が設定されている必要があります (p. 922)
• [CT.S3.PR.5] Amazon S3 バケットは、アクセスコントロールリスト (ACL) を使用してユーザーアクセ

スを管理しない必要があります (p. 927)
• [CT.S3.PR.6] Amazon S3 バケットにはライフサイクルポリシーの設定が必要です (p. 930)
• [CT.S3.PR.7] Amazon S3 バケットにサーバー側の暗号化が設定されている必要があります (p. 934)
• [CT.S3.PR.8] Amazon S3 バケットリクエストは、セキュアソケットレイヤーを使用する必要がありま

す (p. 938)

[CT.S3.PR.1] Amazon S3 バケットには、パブリックアクセスをブロックする設
定が必要です

このコントロールは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにバケットレベルのパブ
リックアクセスブロック (BPA) 設定があるかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.S3.PR.1 ルールの仕様 (p. 911)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.S3.PR.1 ルールの仕
様 (p. 911) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.S3.PR.1 サンプルテンプレート (p. 914) を参照してください。

説明
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Amazon S3 バケットレベルのブロックパブリックアクセスは、オブジェクトがパブリックアクセスされな
いための制御を提供します。パブリックアクセスは、アクセスコントロールリスト (ACL)、バケットポリ
シー、またはその両方からバケットおよびオブジェクトに付与されます。

S3 バケットをパブリックにアクセスできるように意図する場合を除き、バケットレベルの Amazon S3 ブ
ロックパブリックアクセス機能を設定する必要があります。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、パブリックアクセス設定を必要とする Amazon S3 バケットとは互換性
がありません。

ルール違反の修正

パラメータ
BlockPublicAcls、BlockPublicPolicy、IgnorePublicAcls、RestrictPublicBuckets は、
バケットレベルの PublicAccessBlockConfiguration で true に設定する必要があります。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon S3 バケット - 例

オブジェクトがパブリックアクセスされないバケットレベルのブロックパブリックアクセス設定を持つ 
Amazon S3 バケット。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "PublicAccessBlockConfiguration": { 
                "BlockPublicAcls": true, 
                "BlockPublicPolicy": true, 
                "IgnorePublicAcls": true, 
                "RestrictPublicBuckets": true 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    PublicAccessBlockConfiguration: 
      BlockPublicAcls: true 
      BlockPublicPolicy: true 
      IgnorePublicAcls: true 
      RestrictPublicBuckets: true 

                 

CT.S3.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
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##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_level_public_access_prohibited_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) buckets have a bucket-level 
 Block Public Access (BPA)
#   configuration.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'PublicAccessBlockConfiguration' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'PublicAccessBlockConfiguration' has been provided
#       And: 'BlockPublicAcls' or 'BlockPublicPolicy' or 'IgnorePublicAcls' or 
 'RestrictPublicBuckets'
#            have not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: 'PublicAccessBlockConfiguration' has been provided
#       And: Any of 'BlockPublicAcls' or 'BlockPublicPolicy' or 'IgnorePublicAcls' or 
 'RestrictPublicBuckets'
#            have been set to a value other than bool(true) (e.g. bool(false), str(false), 
 other)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: 'PublicAccessBlockConfiguration' has been provided
#       And: 'BlockPublicAcls' or 'BlockPublicPolicy' or 'IgnorePublicAcls' or 
 'RestrictPublicBuckets'
#            have all been set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]
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#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_level_public_access_prohibited_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                         %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.1]: Require an Amazon S3 bucket to have block public access settings 
 configured 
        [FIX]: The parameters 'BlockPublicAcls', 'BlockPublicPolicy', 
 'IgnorePublicAcls', 'RestrictPublicBuckets' must be set to true under the bucket-level 
 'PublicAccessBlockConfiguration'. 
        >>
}

rule s3_bucket_level_public_access_prohibited_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.1]: Require an Amazon S3 bucket to have block public access settings 
 configured 
        [FIX]: The parameters 'BlockPublicAcls', 'BlockPublicPolicy', 
 'IgnorePublicAcls', 'RestrictPublicBuckets' must be set to true under the bucket-level 
 'PublicAccessBlockConfiguration'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        # Scenario 2 
        PublicAccessBlockConfiguration exists 
        PublicAccessBlockConfiguration is_struct 

        PublicAccessBlockConfiguration { 
            # Scenario 3 
            BlockPublicAcls exists 
            BlockPublicPolicy exists 
            IgnorePublicAcls exists 
            RestrictPublicBuckets exists 

            # Scenarios 4 and 5 
            BlockPublicAcls == true 
            BlockPublicPolicy == true 
            IgnorePublicAcls == true 
            RestrictPublicBuckets == true 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.S3.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: true 
        BlockPublicPolicy: true 
        IgnorePublicAcls: true 
        RestrictPublicBuckets: true 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: false 
        BlockPublicPolicy: false 
        IgnorePublicAcls: false 
        RestrictPublicBuckets: false 

     

[CT.S3.PR.2] Amazon S3 バケットにはサーバーアクセスロギングが設定されて
いる必要があります

このコントロールは、Amazon S3 バケットでサーバーアクセスロギングが有効になっているかどうかを
チェックします。

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.S3.PR.2 ルールの仕様 (p. 915)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.S3.PR.2 ルールの仕
様 (p. 915) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.S3.PR.2 サンプルテンプレート (p. 918) を参照してください。
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説明

サーバーアクセスのログ記録には、バケットに対するリクエストの詳細を提供します。サーバーアクセス
ログは、セキュリティとアクセス監査に役立ちます。

ルール違反の修正

S3 バケットで LoggingConfiguration を設定し、オプションで DestinationBucketName を S3 ア
クセスログを受信するように設定された S3 バケットに設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon S3 バケット - 例

サーバーアクセスロギングが設定されている Amazon S3 バケット。この例は JSON と YAML で示されて
います。

JSON の例

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "LoggingConfiguration": { 
                "DestinationBucketName": { 
                    "Ref": "LoggingBucket" 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    LoggingConfiguration: 
      DestinationBucketName: !Ref 'LoggingBucket' 

                 

CT.S3.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_logging_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether server access logging is enabled for Amazon S3 buckets.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket

915



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'LoggingConfiguration' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'LoggingConfiguration' has been provided
#       And: 'LoggingConfiguration.DestinationbucketName' has been provided with an empty 
 string or non-valid local
#            reference
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'LoggingConfiguration' has been provided
#      Then: PASS
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'LoggingConfiguration' has been provided
#       And: 'LoggingConfiguration.DestinationBucketName' has been provided with a non-
empty string or valid local
#            reference
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_logging_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.2]: Require an Amazon S3 bucket to have server access logging configured 
        [FIX]: Set a 'LoggingConfiguration' on the S3 Bucket and optionally set 
 'DestinationBucketName' to an S3 bucket configured to receive S3 Access Logs. 
        >>
}

rule s3_bucket_logging_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
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        [CT.S3.PR.2]: Require an Amazon S3 bucket to have server access logging configured 
        [FIX]: Set a 'LoggingConfiguration' on the S3 bucket and optionally set 
 'DestinationBucketName' to an S3 bucket configured to receive S3 Access Logs. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        # Scenario 2 and 4 
        LoggingConfiguration exists 
        LoggingConfiguration is_struct 

        LoggingConfiguration { 
            when DestinationBucketName exists { 
                # Scenario 3, 4 and 5 
                check_is_string_and_not_empty(DestinationBucketName) or 
                check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, DestinationBucketName, 
 %S3_BUCKET_TYPE) 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
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} 

     

CT.S3.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      LoggingConfiguration: {} 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 

     

[CT.S3.PR.3] Amazon S3 バケットは、バージョニングが設定され、ライフサイ
クルポリシーを持つ必要があります

このコントロールは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のバージョニングが有効なバケット
にライフサイクルポリシーが設定されているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: コストの最適化
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.S3.PR.3 ルールの仕様 (p. 919)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.S3.PR.3 ルールの仕
様 (p. 919) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.S3.PR.3 サンプルテンプレート (p. 922) を参照してください。

説明

オブジェクトの存続期間中に Amazon S3 で実行するアクションの定義に役立つため、Amazon S3 バケッ
トにライフサイクルルールを設定することをお勧めします。
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使用に関する考慮事項

• このコントロールは、バージョニングが有効な Amazon S3 バケットにのみ適用されます。

ルール違反の修正

バージョニングが有効なバケットに、少なくとも 1 つのアクティブなライフサイクルルールを設定しま
す。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon S3 バケット - 例 1

バージョニングが有効になっていて、アクティブなライフサイクルルールがある Amazon S3 バケット。
この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "VersioningConfiguration": { 
                "Status": "Enabled" 
            }, 
            "LifecycleConfiguration": { 
                "Rules": [ 
                    { 
                        "Status": "Enabled", 
                        "ExpirationInDays": 1, 
                        "Id": "FirstRule" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    VersioningConfiguration: 
      Status: Enabled 
    LifecycleConfiguration: 
      Rules: 
        - Status: Enabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

                 

CT.S3.PR.3 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
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#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_version_lifecycle_policy_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) version-enabled buckets have 
 lifecycle policy configured.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: The S3 bucket does not have versioning enabled (VersioningConfiguration is 
 missing or
#            VersioningConfiguration.Status is set to Suspended)
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: The S3 bucket has versioning enabled (VersioningConfiguration.Status is set to 
 'Enabled')
#       And: 'LifecycleConfiguration' has been been provided and there are no 'Rules' with 
 'Status' set to 'Enabled'
#            present in the 'LifecycleConfiguration'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket Resource
#       And: The S3 bucket has versioning enabled (VersioningConfiguration.Status is set to 
 'Enabled')
#       And: 'LifecycleConfiguration' has been been provided and there is at least one 
 'Rule' with 'Status' set to
#            'Enabled' in the 'LifecycleConfiguration'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_version_lifecycle_policy_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
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        << 
        [CT.S3.PR.3]: Require an Amazon S3 buckets to have versioning configured and a 
 lifecycle policy 
        [FIX]: Configure versioning-enabled buckets with at least one active lifecycle 
 rule. 
        >>
}

rule s3_version_lifecycle_policy_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.3]: Require an Amazon S3 buckets to have versioning configured and a 
 lifecycle policy 
        [FIX]: Configure versioning-enabled buckets with at least one active lifecycle 
 rule. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket [ 
        filter_s3_buckets_with_versioning_enabled(this) 
    ] { 
        # Scenario 2 
        LifecycleConfiguration exists 
        LifecycleConfiguration is_struct 

        LifecycleConfiguration { 
            # Scenario 3 and 4 
            Rules exists 
            Rules is_list 
            Rules not empty 

            some Rules[*] { 
                Status exists 
                Status == "Enabled" 
            } 
        } 
    }
}

rule filter_s3_buckets_with_versioning_enabled(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        VersioningConfiguration exists 
        VersioningConfiguration is_struct 

        VersioningConfiguration { 
            Status exists 
            Status == "Enabled" 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
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    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.3 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      VersioningConfiguration: 
        Status: Enabled 
      LifecycleConfiguration: 
        Rules: 
        - Status: Enabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      VersioningConfiguration: 
        Status: Enabled 
      LifecycleConfiguration: 
        Rules: 
        - Status: Disabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

     

[CT.S3.PR.4] Amazon S3 バケットには、イベント通知が設定されている必要が
あります

このコントロールは、Amazon S3 イベント通知が Amazon S3 バケットで有効になっているかどうかを
チェックします。

• コントロールの目標: ロギングとモニタリングを確立する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.S3.PR.4 ルールの仕様 (p. 924)

詳細と例
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• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.S3.PR.4 ルールの仕
様 (p. 924) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.S3.PR.4 サンプルテンプレート (p. 926) を参照してください。

説明

イベント通知を有効にすると、特定のイベントが発生したときに、Amazon S3 バケットでアラートを受信
します。例えば、オブジェクトの作成、オブジェクトの削除、オブジェクトの復元を通知を受けることが
できます。これらの通知により、不正なデータアクセスにつながる可能性のある偶発的または意図的な変
更を関連チームに警告することができます。

ルール違反の修正

バケットの NotificationConfiguration パラメータを
EventBridgeConfiguration、LambdaConfigurations、QueueConfigurations、または
TopicConfigurations. のいずれかで設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon S3 バケット - 例 1

Amazon EventBridge 通知が設定された Amazon S3 バケット。この例は JSON と YAML で示されていま
す。

JSON の例

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "NotificationConfiguration": { 
                "EventBridgeConfiguration": { 
                    "EventBridgeEnabled": true 
                } 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    NotificationConfiguration: 
      EventBridgeConfiguration: 
        EventBridgeEnabled: true 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon S3 バケット - 例 2

SNS トピック通知が設定された Amazon S3 バケット。この例は JSON と YAML で示されています。
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JSON の例

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "NotificationConfiguration": { 
                "TopicConfigurations": [ 
                    { 
                        "Topic": { 
                            "Ref": "SnsTopic" 
                        }, 
                        "Event": "s3:ReducedRedundancyLostObject" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    NotificationConfiguration: 
      TopicConfigurations: 
        - Topic: !Ref 'SnsTopic' 
          Event: s3:ReducedRedundancyLostObject 

                 

CT.S3.PR.4 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_event_notifications_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon S3 event notifications are enabled on an S3 bucket.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2

924



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'NotificationConfiguration' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'NotificationConfiguration' has been provided
#       And:  At least one of 'EventBridgeConfiguration.EventBridgeEnabled', 
 'LambdaConfigurations',
#             'QueueConfigurations', or 'TopicConfigurations' have not been provided or 
 provided as empty lists.
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'NotificationConfiguration' has been provided
#       And: 'EventBridgeConfiguration.EventBridgeEnabled' is set to bool(true) or 
 'LambdaConfigurations',
#            'QueueConfigurations', or 'TopicConfigurations' have been provided with at 
 least one configuration
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_event_notifications_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                               %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.4]: Require an Amazon S3 bucket to have event notifications configured 
        [FIX]: Set a 'NotificationConfiguration' parameter on your bucket with one 
 of 'EventBridgeConfiguration', 'LambdaConfigurations', 'QueueConfigurations' or 
 'TopicConfigurations.' 
        >>
}

rule s3_event_notifications_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.4]: Require an Amazon S3 bucket to have event notifications configured 
        [FIX]: Set a 'NotificationConfiguration' parameter on your bucket with one 
 of 'EventBridgeConfiguration', 'LambdaConfigurations', 'QueueConfigurations' or 
 'TopicConfigurations.' 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
       # Scenario 2 
       NotificationConfiguration exists 
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       NotificationConfiguration is_struct 
       NotificationConfiguration { 
            # Scenario 3 and 4 
            EventBridgeConfiguration exists or 
            LambdaConfigurations exists or 
            QueueConfigurations exists or 
            TopicConfigurations exists 

            check_event_bridge_notifications(EventBridgeConfiguration) or 
            check_other_notifications(LambdaConfigurations) or 
            check_other_notifications(QueueConfigurations) or 
            check_other_notifications(TopicConfigurations) 
       } 
    }
}

rule check_event_bridge_notifications(configuration) { 
    %configuration { 
        this is_struct 
        EventBridgeEnabled exists 
        EventBridgeEnabled == true 
    }
}

rule check_other_notifications(configuration) { 
    %configuration { 
        this is_list 
        this not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.4 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      NotificationConfiguration: 
        EventBridgeConfiguration: 
          EventBridgeEnabled: true 
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FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      NotificationConfiguration: {} 

     

[CT.S3.PR.5] Amazon S3 バケットは、アクセスコントロールリスト (ACL) を使
用してユーザーアクセスを管理しない必要があります

このコントロールは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットが、アクセスコントロール
リスト (ACL) によってユーザーアクセス許可を許可するかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 最小特権を適用する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.S3.PR.5 ルールの仕様 (p. 928)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.S3.PR.5 ルールの仕
様 (p. 928) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.S3.PR.5 サンプルテンプレート (p. 929) を参照してください。

説明

ACL は、IAM よりも前のレガシーアクセスコントロールメカニズムです。ACL の代わりに、IAM ポリシー
または S3 バケットポリシーを使用して、S3 バケットへのアクセスをより簡単に管理することをお勧めし
ます。

ルール違反の修正

代わりに、バケットリソースポリシーと IAM ID ポリシーを使用して Amazon S3 バケットへのアクセスを
管理します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon S3 バケット - 例

AccessControl プロパティを省略することで、アクセスコントロールリスト経由でのユーザーアクセス
許可を許可しない Amazon S3 バケット。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": {} 
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    }
} 
                 

YAML の例

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: {} 

                 

CT.S3.PR.5 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_acl_prohibited_check
#  
# Description:
#   Checks whether Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) buckets allow user permissions 
 through access control lists.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'AccessControl' has been provided on the S3 bucket resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'AccessControl' has not been provided on the S3 bucket resource
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]
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#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_acl_prohibited_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                         %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.5]: Require that an Amazon S3 bucket does not manage user access with an 
 access control list (ACL) 
        [FIX]: Manage access to Amazon S3 buckets with bucket resource policies and IAM 
 identity policies instead. 
        >>
}

rule s3_bucket_acl_prohibited_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(this.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.5]: Require that an Amazon S3 bucket does not manage user access with an 
 access control list (ACL) 
        [FIX]: Manage access to Amazon S3 buckets with bucket resource policies and IAM 
 identity policies instead. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
       # Scenario 2 and 3 
       AccessControl not exists 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.5 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 
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FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      AccessControl: Private 

     

[CT.S3.PR.6] Amazon S3 バケットにはライフサイクルポリシーの設定が必要で
す
このコントロールは、Amazon S3 バケットにライフサイクルポリシーが設定されているかどうかをチェッ
クします。

• コントロールの目標: コストの最適化、可用性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.S3.PR.6 ルールの仕様 (p. 931)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.S3.PR.6 ルールの仕
様 (p. 931) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.S3.PR.6 サンプルテンプレート (p. 933) を参照してください。

説明

Amazon S3 バケットにライフサイクルルールを設定すると、オブジェクトの有効期間中に S3 が実行する
アクションが定義されます。例えば、オブジェクトを別のストレージクラスに移行させる、アーカイブす
る、あるいは指定した期間後に削除する、といったことが可能です。

ルール違反の修正

ルールの Status を Enabled に設定することによって、LifecycleConfiguration.Rules に少なく
とも 1 つのアクティブなライフサイクルルールを設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon S3 バケット - 例

アクティブなライフサイクルルールが設定された Amazon S3 バケット。この例は JSON と YAML で示さ
れています。

JSON の例

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "LifecycleConfiguration": { 
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                "Rules": [ 
                    { 
                        "Status": "Enabled", 
                        "ExpirationInDays": 1, 
                        "Id": "FirstRule" 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    LifecycleConfiguration: 
      Rules: 
        - Status: Enabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

                 

CT.S3.PR.6 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_lifecycle_policy_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a lifecycle rule is configured for Amazon S3 buckets.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket resource
#       And: 'LifecycleConfiguration.Rules' has not been been provided or has been provided 
 where 'Rules' is an
#             empty list
#      Then: FAIL
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#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket resource
#       And: The S3 bucket has versioning enabled (VersioningConfiguration.Status is set to 
 'Enabled')
#       And: 'LifecycleConfiguration.Rules' has been been provided as a non-empty list
#       And: There are no 'Rules' with 'Status' set to 'Enabled' present in the 
 'LifecycleConfiguration'
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket resource
#       And: The S3 bucket has versioning enabled (VersioningConfiguration.Status is set to 
 'Enabled')
#       And: 'LifecycleConfiguration.Rules' has been been provided as a non-empty list
#       And: There is at least one entry in 'LifecycleConfiguration.Rules' with 'Status' 
 set to 'Enabled'
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_lifecycle_policy_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                    %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.6]: Require an Amazon S3 bucket to have lifecycle policies configured 
        [FIX]: Configure at least one active lifecycle rule in 
 'LifecycleConfiguration.Rules' by setting 'Status' on a rule to 'Enabled'. 
        >>
}

rule s3_lifecycle_policy_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.6]: Require an Amazon S3 bucket to have lifecycle policies configured 
        [FIX]: Configure at least one active lifecycle rule in 
 'LifecycleConfiguration.Rules' by setting 'Status' on a rule to 'Enabled'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        # Scenario 2 
        LifecycleConfiguration exists 
        LifecycleConfiguration is_struct 

        LifecycleConfiguration { 
            # Scenario 3 and 4 
            Rules exists 

932



AWS Control Tower ユーザーガイド
プロアクティブコントロール

            Rules is_list 
            Rules not empty 

            some Rules[*] { 
                Status exists 
                Status == "Enabled" 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.6 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      LifecycleConfiguration: 
        Rules: 
        - Status: Enabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      LifecycleConfiguration: 
        Rules: 
        - Status: Disabled 
          ExpirationInDays: 1 
          Id: FirstRule 
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[CT.S3.PR.7] Amazon S3 バケットにサーバー側の暗号化が設定されている必要
があります
このコントロールは、Amazon S3 バケットでデフォルトのサーバー側の暗号化が有効になっているかどう
かをチェックします。

• コントロールの目標: 保管中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::S3::Bucket
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.S3.PR.7 ルールの仕様 (p. 935)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.S3.PR.7 ルールの仕
様 (p. 935) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.S3.PR.7 サンプルテンプレート (p. 938) を参照してください。

説明

Amazon S3 バケット内の機密データのセキュリティを強化するには、サーバー側の暗号化でバケットを設
定して、保管中のデータを保護する必要があります。Amazon S3 は、一意のキーで各オブジェクトを暗号
化します。追加の保護措置として、Amazon S3 は定期的にローテーションされるルートキーを使ってキー
そのものを暗号化します。Amazon S3 のサーバー側の暗号化は、データの暗号化に利用できるものの中で
も最強のブロック暗号の 1 つである 256 ビットの Advanced Encryption Standard (AES−256) を使用しま
す。

ルール違反の修正

AES256 または aws:kms の ServerSideEncryptionByDefault.SSEAlgorithm 設定を使用し
て、BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration で暗号化ルールを設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon S3 バケット - 例 1

Amazon S3 管理キー (SSE-S3) のデフォルトのサーバー側の暗号化で設定された Amazon S3 バケット。
この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "BucketEncryption": { 
                "ServerSideEncryptionConfiguration": [ 
                    { 
                        "ServerSideEncryptionByDefault": { 
                            "SSEAlgorithm": "AES256" 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
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} 
                 

YAML の例

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    BucketEncryption: 
      ServerSideEncryptionConfiguration: 
        - ServerSideEncryptionByDefault: 
            SSEAlgorithm: AES256 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon S3 バケット - 例 2

AWS Key Management Service (AWS KMS) (SSE-KMS) のデフォルトのサーバー側の暗号化が設定された 
Amazon S3 バケット。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "S3Bucket": { 
        "Type": "AWS::S3::Bucket", 
        "Properties": { 
            "BucketEncryption": { 
                "ServerSideEncryptionConfiguration": [ 
                    { 
                        "ServerSideEncryptionByDefault": { 
                            "SSEAlgorithm": "aws:kms" 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

S3Bucket: 
  Type: AWS::S3::Bucket 
  Properties: 
    BucketEncryption: 
      ServerSideEncryptionConfiguration: 
        - ServerSideEncryptionByDefault: 
            SSEAlgorithm: aws:kms 

                 

CT.S3.PR.7 ルールの仕様

# ###################################
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##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_default_encryption_enabled_check
#  
# Description:
#   This control checks whether default server-side encryption is enabled on Amazon S3 
 buckets.
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::Bucket
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document does not contain any Amazon S3 bucket resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' has not been provided or 
 provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' has been provided as a 
 non empty list
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' does not contain an 
 encryption rule with
#            a 'ServerSideEncryptionByDefault' configuration
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' has been provided as a 
 non empty list
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' contains an encryption 
 rule with
#            a 'ServerSideEncryptionByDefault' configuration
#       And: For an encryption rule, 'SSEAlgorithm' in 'ServerSideEncryptionByDefault' is 
 not not provided or has been
#            provided and set to an invalid SSE Algorithm
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or CloudFormation hook document
#       And: The input document contains an Amazon S3 bucket resource
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' has been provided as a 
 non empty list
#       And: 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' contains an encryption 
 rule with
#            a 'ServerSideEncryptionByDefault' configuration
#       And: For all encryption rules, 'SSEAlgorithm' in 'ServerSideEncryptionByDefault' is 
 provided and set to a valid
#            SSE Algorithm
#      Then: PASS

#
# Constants
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#
let S3_BUCKET_TYPE = "AWS::S3::Bucket"
let SUPPORTED_SSE_ALGORITHMS = [ "AES256", "aws:kms" ]
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let s3_buckets = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_default_encryption_enabled_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                     %s3_buckets not empty { 
    check(%s3_buckets.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.7]: Require an Amazon S3 bucket to have server-side encryption configured 
        [FIX]: Set an encryption rule in 
 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' with a 
 'ServerSideEncryptionByDefault.SSEAlgorithm' configuration of 'AES256' or 'aws:kms'. 
        >>
}

rule s3_bucket_default_encryption_enabled_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %S3_BUCKET_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.7]: Require an Amazon S3 bucket to have server-side encryption configured 
        [FIX]: Set an encryption rule in 
 'BucketEncryption.ServerSideEncryptionConfiguration' with a 
 'ServerSideEncryptionByDefault.SSEAlgorithm' configuration of 'AES256' or 'aws:kms'. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket) { 
    %s3_bucket { 
        # Scenario 2 
        BucketEncryption exists 
        BucketEncryption is_struct 

        BucketEncryption { 
            ServerSideEncryptionConfiguration exists 
            ServerSideEncryptionConfiguration is_list 
            ServerSideEncryptionConfiguration not empty 

            # Scenario 3, 4 and 5 
            some ServerSideEncryptionConfiguration[*] { 
                ServerSideEncryptionByDefault exists 
                ServerSideEncryptionByDefault is_struct 

                ServerSideEncryptionByDefault { 
                    SSEAlgorithm exists 
                    SSEAlgorithm in %SUPPORTED_SSE_ALGORITHMS 
                } 
            } 
        } 
    }
}

#
# Utility Rules
#
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rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.S3.PR.7 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      BucketEncryption: 
        ServerSideEncryptionConfiguration: 
        - ServerSideEncryptionByDefault: 
            SSEAlgorithm: AES256 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: {} 

     

[CT.S3.PR.8] Amazon S3 バケットリクエストは、セキュアソケットレイヤーを
使用する必要があります
このコントロールは、Amazon S3 バケットのポリシーが、Secure Socket Layer (SSL) の使用をリクエス
トに要求しているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 転送中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::S3::BucketPolicy
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.S3.PR.8 ルールの仕様 (p. 940)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.S3.PR.8 ルールの仕
様 (p. 940) を参照してください。
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• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.S3.PR.8 サンプルテンプレート (p. 944) を参照してください。

説明

Amazon S3 バケットには、条件キー aws:SecureTransport によって示される S3 リソースポリシーで 
HTTPS 経由のデータ送信のみを受け入れるように、すべてのリクエスト (Action: S3:*) に要求するポ
リシーが必要です。

ルール違反の修正

安全な転送プロトコルが使用されていないときには、S3 バケットとバケットオブジェクトのすべてのプリ
ンシパルとアクションへのアクセスを拒否する Amazon S3 バケットポリシーステートメントを設定しま
す。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon S3 バケットポリシー - 例

Amazon S3 バケットポリシーは、データ送信が HTTPS 経由ではないときには、バケットとバケットオブ
ジェクトへのすべてのアクセスを拒否するように設定されています。この例は JSON と YAML で示されて
います。

JSON の例

{ 
    "S3BucketPolicy": { 
        "Type": "AWS::S3::BucketPolicy", 
        "Properties": { 
            "Bucket": { 
                "Ref": "S3Bucket" 
            }, 
            "PolicyDocument": { 
                "Version": "2012-10-17", 
                "Statement": [ 
                    { 
                        "Effect": "Deny", 
                        "Action": "s3:*", 
                        "Resource": [ 
                            { 
                                "Fn::GetAtt": [ 
                                    "S3Bucket", 
                                    "Arn" 
                                ] 
                            }, 
                            { 
                                "Fn::Join": [ 
                                    "", 
                                    [ 
                                        { 
                                            "Fn::GetAtt": [ 
                                                "S3Bucket", 
                                                "Arn" 
                                            ] 
                                        }, 
                                        "/*" 
                                    ] 
                                ] 
                            } 
                        ], 
                        "Principal": "*", 
                        "Condition": { 
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                            "Bool": { 
                                "aws:SecureTransport": "false" 
                            } 
                        } 
                    } 
                ] 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

S3BucketPolicy: 
  Type: AWS::S3::BucketPolicy 
  Properties: 
    Bucket: !Ref 'S3Bucket' 
    PolicyDocument: 
      Version: 2012-10-17 
      Statement: 
        - Effect: Deny 
          Action: s3:* 
          Resource: 
            - !GetAtt 'S3Bucket.Arn' 
            - !Join 
              - '' 
              - - !GetAtt 'S3Bucket.Arn' 
                - /* 
          Principal: '*' 
          Condition: 
            Bool: 
              aws:SecureTransport: 'false' 

                 

CT.S3.PR.8 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   s3_bucket_policy_ssl_requests_only_check
#  
# Description:
#   This control checks whether Amazon S3 bucket policies require requests to use Secure 
 Socket Layer (SSL).
#  
# Reports on:
#   AWS::S3::BucketPolicy
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document does not contain any S3 bucket policies
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket policy
#       And: 'Policydocument' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket policy
#       And: 'Policydocument' does not include a statement that denies Principal  ('*', 
 AWS: '*')
#            all Actions ('s3:*', '*') over resource ('*' or bucketArn, bucketObjectArn) 
 when the condition
#            "aws:SecureTransport" is "false"
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an S3 bucket policy
#       And: 'Policydocument' includes a statement that denies Principal  ('*', AWS: '*')
#            all Actions ('s3:*', '*') over resource ('*' or bucketArn, bucketObjectArn) 
 when the condition
#            "aws:SecureTransport" is "false"
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let S3_BUCKET_POLICY_TYPE = "AWS::S3::BucketPolicy"
let INPUT_DOCUMENT = this

let S3_BUCKET_ARN_PATTERN = /^arn:aws[a-z0-9\-]*:s3:::[a-z0-9][a-z0-9\.-]*[a-z0-9]$/
let S3_BUCKET_OBJECT_ARN_PATTERN = /^arn:aws[a-z0-9\-]*:s3:::[a-z0-9][a-z0-9\.-]*[a-z0-9]\/
\*$/

#
# Assignments
#
let s3_bucket_policies = Resources.*[ Type == %S3_BUCKET_POLICY_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule s3_bucket_policy_ssl_requests_only_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                                   %s3_bucket_policies not empty { 
    check(%s3_bucket_policies.Properties) 
        << 
        [CT.S3.PR.8]: Require that Amazon S3 buckets request to use Secure Socket Layer 
            [FIX]: Configure an Amazon S3 bucket policy statement that denies access to 
 all principals and actions for the S3 bucket and bucket objects when a secure transport 
 protocol is not in use. 
        >>
}

rule s3_bucket_policy_ssl_requests_only_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %S3_BUCKET_POLICY_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%S3_BUCKET_POLICY_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.S3.PR.8]: Require that Amazon S3 buckets request to use Secure Socket Layer 
            [FIX]: Configure an Amazon S3 bucket policy statement that denies access to 
 all principals and actions for the S3 bucket and bucket objects when a secure transport 
 protocol is not in use. 
        >>
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}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(s3_bucket_policy) { 
    %s3_bucket_policy { 
        # Scenario 2 
        PolicyDocument exists 
        PolicyDocument is_struct 

        PolicyDocument { 
            Statement exists 
            Statement is_list or 
            Statement is_struct 

            #Scenario 3 and 4 
            some Statement[*] { 
                check_statement_ssl_requests_only(this) 
            } 
        } 
    }
}

rule check_statement_ssl_requests_only(statement) { 
    %statement{ 
        check_all_required_statement_properties(this) 

        Effect == "Deny" 
        Action[*] in ["s3:*", "*"] 

        Principal == "*" or 
        Principal { 
            AWS exists 
            AWS == "*" 
        } 

        Resource[*] == "*" or 
        check_resource_for_bucket_arns(Resource) or 
        check_resource_for_bucket_arn_refs(Resource) 

        Condition is_struct 
        Condition == { 
            "Bool": { 
                "aws:SecureTransport": "false" 
            } 
        } 

    }
}

rule check_all_required_statement_properties(statement) { 
    %statement { 
        Effect exists 
        Action exists 
        Principal exists 
        Condition exists 
        Resource exists 
    }
}

rule check_resource_for_bucket_arns(resource) { 
    %resource { 
        this is_list 
        this not empty 
        some this[*] == %S3_BUCKET_ARN_PATTERN 
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        some this[*] == %S3_BUCKET_OBJECT_ARN_PATTERN 
    }
}

rule check_resource_for_bucket_arn_refs(resource) { 
    %resource { 
        this is_list 
        this not empty 
        some this[*] { 
            check_local_bucket_arn_reference(%INPUT_DOCUMENT, this, "AWS::S3::Bucket") 
        } 
        some this[*] { 
            check_local_bucket_object_arn_reference(%INPUT_DOCUMENT, this, 
 "AWS::S3::Bucket") 
        } 
    }
}

rule check_local_bucket_arn_reference(doc, reference_properties, referenced_resource_type) 
 { 
    %reference_properties { 
        'Fn::GetAtt' { 
            check_get_att_bucket_arn(this) 
        } 
    }
}

rule check_local_bucket_object_arn_reference(doc, reference_properties, 
 referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        'Fn::Join' { 
            this is_list 
            this not empty 
            this[1][0] { 
                'Fn::GetAtt' { 
                    check_get_att_bucket_arn(this) 
                } 
            } 
            this[1][1] == "/*" 
        } 
    }
}

rule check_get_att_bucket_arn(get_att){ 
    %get_att { 
        this is_list 
        this not empty 
        this[1] == "Arn" 
        query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
            <<Local Stack reference was invalid>> 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}
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rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.S3.PR.8 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: true 
        BlockPublicPolicy: true 
        IgnorePublicAcls: true 
        RestrictPublicBuckets: true 
  S3BucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: S3Bucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
        - Effect: Deny 
          Action: s3:* 
          Resource: 
          - Fn::GetAtt: 
            - S3Bucket 
            - Arn 
          - Fn::Join: 
            - '' 
            - - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - /* 
          Principal: '*' 
          Condition: 
            Bool: 
              aws:SecureTransport: 'false' 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  S3Bucket: 
    Type: AWS::S3::Bucket 
    Properties: 
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      PublicAccessBlockConfiguration: 
        BlockPublicAcls: true 
        BlockPublicPolicy: true 
        IgnorePublicAcls: true 
        RestrictPublicBuckets: true 
  S3BucketPolicy: 
    Type: AWS::S3::BucketPolicy 
    Properties: 
      Bucket: 
        Ref: S3Bucket 
      PolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
        - Effect: Allow 
          Action: s3:* 
          Resource: 
          - Fn::GetAtt: 
            - S3Bucket 
            - Arn 
          - Fn::Join: 
            - '' 
            - - Fn::GetAtt: 
                - S3Bucket 
                - Arn 
              - /* 
          Principal: 
            AWS: 
            - Ref: AWS::AccountId 
          Condition: 
            Bool: 
              aws:SecureTransport: 'false' 

     

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) のコントロール
トピック

• [CT.SQS.PR.1] Amazon SQS キューにはデッドレターキューが設定されている必要がありま
す (p. 945)

• [CT.SQS.PR.2] Amazon SQS キューには保存時の暗号化が設定されている必要があります (p. 950)

[CT.SQS.PR.1] Amazon SQS キューにはデッドレターキューが設定されている必
要があります

このコントロールは、Amazon SQS キューにデッドレターキューが設定されているかどうかをチェックし
ます。

• コントロールの目標: 回復性の向上
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::SQS::Queue
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.SQS.PR.1 ルールの仕様 (p. 947)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.SQS.PR.1 ルールの仕
様 (p. 947) を参照してください。
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• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.SQS.PR.1 サンプルテンプレート (p. 949) を参照してください。

説明

デッドレターキューの主なタスクは、未使用のメッセージのライフサイクルを処理することです。デッ
ドレターキューを使用すると、成功しないメッセージを取り分けて、分離することができますt be 
processed correctly, so you can determine why their processing didn。

使用に関する考慮事項

• このコントロールは、RedriveAllowPolicy プロパティによってデッドレターキューとして
設定されていないAmazon SQS キューにのみ適用されます。

ルール違反の修正

deadLetterTargetArn の値が s set to the ARN of an Amazon SQS dead-letter queue. 
For Amazon SQS dead-letter queues, instead provide a redrive configuration in 
the RedriveAllowPolicy のプロパティである RedrivePolicy を作成します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon SQS キュー - 例

Amazon SQS キューは、メッセージを正常に処理 (消費) できない場合はメッセージをデッドレターキュー
に送信するように設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "SQSQueue": { 
        "Type": "AWS::SQS::Queue", 
        "Properties": { 
            "RedrivePolicy": { 
                "deadLetterTargetArn": { 
                    "Fn::GetAtt": [ 
                        "DLQQueue", 
                        "Arn" 
                    ] 
                }, 
                "maxReceiveCount": 3 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

SQSQueue: 
  Type: AWS::SQS::Queue 
  Properties: 
    RedrivePolicy: 
      deadLetterTargetArn: !GetAtt 'DLQQueue.Arn' 
      maxReceiveCount: 3 
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CT.SQS.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#    sqs_dlq_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon SQS queue is configured with a dead-letter queue.
#  
# Reports on:
#    AWS::SQS::Queue
#  
# Evaluates:
#    AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#     None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any SQS queue resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'RedriveAllowPolicy' has been provided on the SQS queue
#       And: 'RedriveAllowPolicy.redrivePermission' is set to 'allowAll' or 'byQueue'
#      Then: SKIP
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'RedriveAllowPolicy' has not been provided on the SQS queue or 
 'RedriveAllowPolicy.redrivePermission'
#            has been provided and is set to a value other than 'allowAll' or 'byQueue'
#       And: 'RedrivePolicy' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'RedriveAllowPolicy' has not been provided on the SQS queue or 
 'RedriveAllowPolicy.redrivePermission'
#            has been provided and is set to a value other than 'allowAll' or 'byQueue'
#       And: 'RedrivePolicy' has been provided
#       And: 'RedrivePolicy.deadLetterTargetArn' has not been provided or has been provided 
 as an empty string or
#            invalid local reference to an SQS queue
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'RedriveAllowPolicy' has not been provided on the SQS queue or 
 'RedriveAllowPolicy.redrivePermission' has
#            been provided and is set to a value other than 'allowAll' or 'byQueue'
#       And: 'RedrivePolicy' has been provided
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#       And: 'RedrivePolicy.deadLetterTargetArn' has been provided as a non-empty string or 
 valid local reference to
#             an SQS queue
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let SQS_QUEUE_TYPE = "AWS::SQS::Queue"
let INPUT_DOCUMENT = this
let DLQ_REDRIVE_PERMISSION = ["allowAll", "byQueue"]

#
# Assignments
#
let sqs_queues = Resources.*[ Type == %SQS_QUEUE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule sqs_dlq_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                        %sqs_queues not empty { 
    check(%sqs_queues.Properties) 
        << 
        [CT.SQS.PR.1]: Require any Amazon SQS queue to have a dead-letter queue configured 
            [FIX]: Create a 'RedrivePolicy' with a 'deadLetterTargetArn' value that's set 
 to the ARN of an Amazon SQS dead-letter queue. For Amazon SQS dead-letter queues, instead 
 provide a redrive configuration in the 'RedriveAllowPolicy' property. 
        >>
}

rule sqs_dlq_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %SQS_QUEUE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%SQS_QUEUE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.SQS.PR.1]: Require any Amazon SQS queue to have a dead-letter queue configured 
            [FIX]: Create a 'RedrivePolicy' with a 'deadLetterTargetArn' value that's set 
 to the ARN of an Amazon SQS dead-letter queue. For Amazon SQS dead-letter queues, instead 
 provide a redrive configuration in the 'RedriveAllowPolicy' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(sqs_queues) { 
    %sqs_queues [ 
        # Scenario 2 
        RedriveAllowPolicy not exists or 
        filter_is_not_dlq(this) 
    ] { 
        # Scenario 3 
        RedrivePolicy exists 
        RedrivePolicy is_struct 

        # Scenario 4 
        RedrivePolicy { 
            deadLetterTargetArn exists 

            check_is_string_and_not_empty(deadLetterTargetArn) or 
            check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, deadLetterTargetArn, %SQS_QUEUE_TYPE) 
        } 
    }
}

rule filter_is_not_dlq(sqs_queue) { 
    RedriveAllowPolicy exists 
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    RedriveAllowPolicy is_struct 

    RedriveAllowPolicy { 
        redrivePermission exists 
        redrivePermission not in %DLQ_REDRIVE_PERMISSION 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        "Fn::GetAtt" { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.SQS.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  SQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: 
      RedrivePolicy: 
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        deadLetterTargetArn: 
          Fn::GetAtt: [DLQQueue, Arn] 
        maxReceiveCount: 3 
  DLQQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: 
      RedriveAllowPolicy: 
        redrivePermission: allowAll 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  SQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: {} 

     

[CT.SQS.PR.2] Amazon SQS キューには保存時の暗号化が設定されている必要が
あります

このコントロールは、Amazon SQS キューが保管中に暗号化されるかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: 保管中のデータを暗号化する
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::SQS::Queue
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.SQS.PR.2 ルールの仕様 (p. 951)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.SQS.PR.2 ルールの仕
様 (p. 951) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL AWS CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.SQS.PR.2 サンプルテンプレート (p. 954) を参照してください。

説明

サーバー側の暗号化 (SSE) により、機密データを暗号化されたキューで送信できます。キュー内のメッ
セージの内容を保護するために、SSE は KMS キーを使用します。

ルール違反の修正

SqsManagedSseEnabled を true に設定するか、KmsMasterKeyId プロパティで AWS KMS key 識別
子を設定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon SQS キュー - 例 1

Amazon SQS キューは、SQS 管理暗号化キー (SSE-SQS) を使用して、サーバー側の暗号化を有効にして
保存中のデータを暗号化するように設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。
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JSON の例

{ 
    "SQSQueue": { 
        "Type": "AWS::SQS::Queue", 
        "Properties": { 
            "SqsManagedSseEnabled": true 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

SQSQueue: 
  Type: AWS::SQS::Queue 
  Properties: 
    SqsManagedSseEnabled: true 

                 

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

Amazon SQS キュー - 例 2

Amazon SQS キューは、AWS KMS (SSE-SQS) を使用して、サーバー側の暗号化を有効にして保存中の
データを暗号化するように設定されています。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "SQSQueue": { 
        "Type": "AWS::SQS::Queue", 
        "Properties": { 
            "KmsMasterKeyId": { 
                "Ref": "KMSKey" 
            } 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

SQSQueue: 
  Type: AWS::SQS::Queue 
  Properties: 
    KmsMasterKeyId: !Ref 'KMSKey' 

                 

CT.SQS.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
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##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#    sqs_queue_encrypted_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an Amazon SQS queue is encrypted at rest.
#  
# Reports on:
#    AWS::SQS::Queue
#  
# Evaluates:
#    AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#     None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any SQS queue resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'KmsMasterKeyId' or 'SqsManagedSseEnabled' have not been provided on the SQS 
 queue resource
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'KmsMasterKeyId' has not been provided
#       And: 'SqsManagedSseEnabled' has been provided and set to bool(false)
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'KmsMasterKeyId' has been provided as an empty string or invalid local 
 reference to a KMS key or alias
#      Then: FAIL
#   Scenario: 5
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'SqsManagedSseEnabled' is not provided or set to bool(false)
#       And: 'KmsMasterKeyId' is provided as a non-empty string or local reference to a KMS 
 key
#      Then: PASS
#   Scenario: 6
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an SQS queue resource
#       And: 'KmsMasterKeyId' is not provided
#       And: 'SqsManagedSseEnabled' is provided and set to bool(true)
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let SQS_QUEUE_TYPE = "AWS::SQS::Queue"
let INPUT_DOCUMENT = this
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#
# Assignments
#
let sqs_queues = Resources.*[ Type == %SQS_QUEUE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule sqs_queue_encrypted_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                    %sqs_queues not empty { 
    check(%sqs_queues.Properties) 
        << 
        [CT.SQS.PR.2]: Require any Amazon SQS queue to have encryption at rest configured 
        [FIX]: Set 'SqsManagedSseEnabled' to 'true' or set an AWS KMS key identifier in the 
 'KmsMasterKeyId' property. 
        >>
}

rule sqs_queue_encrypted_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %SQS_QUEUE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%SQS_QUEUE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.SQS.PR.2]: Require any Amazon SQS queue to have encryption at rest configured 
        [FIX]: Set 'SqsManagedSseEnabled' to 'true' or set an AWS KMS key identifier in the 
 'KmsMasterKeyId' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(sqs_queue) { 
    %sqs_queue{ 
        check_sse_enabled(this) or 
        check_kms_valid(this) 
    }
}

rule check_sse_enabled(sqs_queue) { 
    # Scenario 2 
    SqsManagedSseEnabled exists 

    # Scenario 3, 6 
    KmsMasterKeyId not exists 
    SqsManagedSseEnabled == true
}

rule check_kms_valid(sqs_queue) { 
    # Scenario 2 
    KmsMasterKeyId exists 

    # Scenario 4, 5 
    check_is_string_and_not_empty(KmsMasterKeyId) or 
    check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, KmsMasterKeyId, "AWS::KMS::Key") or 
    check_local_references(%INPUT_DOCUMENT, KmsMasterKeyId, "AWS::KMS::Alias") 

    # Scenario 5 
    SqsManagedSseEnabled not exists or 
    SqsManagedSseEnabled == false
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists  or 
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        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
}

rule check_is_string_and_not_empty(value) { 
    %value { 
        this is_string 
        this != /\A\s*\z/ 
    }
}

rule check_local_references(doc, reference_properties, referenced_resource_type) { 
    %reference_properties { 
        "Fn::GetAtt" { 
            query_for_resource(%doc, this[0], %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } or Ref { 
            query_for_resource(%doc, this, %referenced_resource_type) 
                <<Local Stack reference was invalid>> 
        } 
    }
}

rule query_for_resource(doc, resource_key, referenced_resource_type) { 
    let referenced_resource = %doc.Resources[ keys == %resource_key ] 
    %referenced_resource not empty 
    %referenced_resource { 
        Type == %referenced_resource_type 
    }
} 

     

CT.SQS.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  KMSKey: 
    Type: AWS::KMS::Key 
    Properties: 
      KeyPolicy: 
        Version: 2012-10-17 
        Id: key-default-1 
        Statement: 
        - Sid: Enable IAM User Permissions 
          Effect: Allow 
          Principal: 
            AWS: '*' 
          Action: 'kms:*' 
          Resource: '*' 
  SQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: 
      KmsMasterKeyId: 
        Ref: KMSKey 
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FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  SQSQueue: 
    Type: AWS::SQS::Queue 
    Properties: {} 

     

AWS WAF リージョナルコントロール
トピック

• [CT.WAF-REGIONAL.PR.1] AWS WAF リージョナルルールには条件が必要です (p. 955)
• [CT.WAF-REGIONAL.PR.2] AWS WAF リージョナルウェブアクセスコントロールリスト（ACL）に

は、ルールまたはルールグループが必要です (p. 959)

[CT.WAF-REGIONAL.PR.1] AWS WAF リージョナルルールには条件が必要です

このコントロールは、AWS WAF Classic Regional ルールに条件が含まれているかどうかをチェックしま
す。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::WAFRegional::Rule
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.WAF-REGIONAL.PR.1 ルールの仕様 (p. 956)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.WAF-REGIONAL.PR.1 
ルールの仕様 (p. 956) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.WAF-REGIONAL.PR.1 サンプルテンプレート (p. 958) を参照してください。

説明

AWS WAF (ウェブアプリケーションファイアウォール) リージョンルールには、複数の条件を含めること
ができます。このルールカウントの条件により、allow、block、count など、定義されたアクションに
基づいて、トラフィックの検査を実行できます。条件が 1 つもないと、トラフィックは検査なしで通過し
ます。条件がないにもかかわらず、allow、block、または count を示す名前またはタグが付いている 
AWS WAF リージョンルールは、いずれかのアクションが行われているという誤解を生む可能性がありま
す。

ルール違反の修正

Predicates プロパティ内に 1 つ以上の AWS WAF ルール条件を指定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。
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AWS WAF Classic Regional ルール - 例

IP マッチ述語が設定されている AWS WAF Classic Regional ルール。この例は JSON と YAML で示され
ています。

JSON の例

{ 
    "WafRegionalRule": { 
        "Type": "AWS::WAFRegional::Rule", 
        "Properties": { 
            "Name": "SampleRule", 
            "MetricName": "SampleRuleMetric", 
            "Predicates": [ 
                { 
                    "DataId": { 
                        "Ref": "IPSet" 
                    }, 
                    "Negated": false, 
                    "Type": "IPMatch" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

WafRegionalRule: 
  Type: AWS::WAFRegional::Rule 
  Properties: 
    Name: SampleRule 
    MetricName: SampleRuleMetric 
    Predicates: 
      - DataId: !Ref 'IPSet' 
        Negated: false 
        Type: IPMatch 

                 

CT.WAF-REGIONAL.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   waf_regional_rule_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether a AWS WAF Classic Regional rule contains any conditions.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAFRegional::Rule
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
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# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any AWS WAF Classic Regional rule 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional resource
#       And: 'Predicates' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional rule resource
#       And: 'Predicates' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional rule resource
#       And: 'Predicates' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAF_REGIONAL_RULE_TYPE = "AWS::WAFRegional::Rule"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let waf_regional_rules = Resources.*[ Type == %WAF_REGIONAL_RULE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule waf_regional_rule_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %waf_regional_rules not empty { 
    check(%waf_regional_rules.Properties) 
        << 
        [CT.WAF-REGIONAL.PR.1]: Require any AWS WAF regional rule to have a condition 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rule conditions within the 'Predicates' 
 property. 
        >>
}

rule waf_regional_rule_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAF_REGIONAL_RULE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAF_REGIONAL_RULE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAF-REGIONAL.PR.1]: Require any AWS WAF regional rule to have a condition 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rule conditions within the 'Predicates' 
 property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
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rule check(waf_regional_rule) { 
    %waf_regional_rule { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Predicates exists 
        Predicates is_list 
        Predicates not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAF-REGIONAL.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  IPSetDenylist: 
    Type: AWS::WAFRegional::IPSet 
    Properties: 
      Name: IPSet for deny listed IP addresses 
      IPSetDescriptors: 
      - Type: IPV4 
        Value: 192.0.2.44/32 
  WafRegionalRule: 
    Type: AWS::WAFRegional::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleRule 
      MetricName: ExampleRuleMetric 
      Predicates: 
      - DataId: 
          Ref: IPSetDenylist 
        Negated: false 
        Type: "IPMatch" 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  WafRegionalRule: 
    Type: AWS::WAFRegional::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleRule 
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      MetricName: ExampleRuleMetric 

     

[CT.WAF-REGIONAL.PR.2] AWS WAF リージョナルウェブアクセスコントロー
ルリスト（ACL）には、ルールまたはルールグループが必要です

このコントロールは、AWS WAF Classic Regional ウェブ ACL に WAF ルールまたはルールグループが含
まれているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::WAFRegional::WebACL
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.WAF-REGIONAL.PR.2 ルールの仕様 (p. 960)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.WAF-REGIONAL.PR.2 
ルールの仕様 (p. 960) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.WAF-REGIONAL.PR.2 サンプルテンプレート (p. 962) を参照してください。

説明

AWS WAF リージョナルウェブアクセスコントロールリスト (ACL) には、ウェブリクエストを検査および
制御する、ルールおよびルールグループのコレクションを含めることができます。ウェブ ACL が空の場
合、ウェブトラフィックは、デフォルトのアクションに応じて、WAF による検出または処理なしに通過で
きます。

ルール違反の修正

Rules プロパティ内に 1 つ以上の AWS WAF ルールを指定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS WAF Classic Regional ウェブ ACL - 例

IP セットの一致に基づいてリクエストをブロックするルールが設定された AWS WAF Classic Regional 
ウェブ ACL。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "WafRegionalWebAcl": { 
        "Type": "AWS::WAFRegional::WebACL", 
        "Properties": { 
            "Name": "SampleWebACL", 
            "DefaultAction": { 
                "Type": "ALLOW" 
            }, 
            "MetricName": "SampleWebACLMetric", 
            "Rules": [ 
                { 
                    "Action": { 
                        "Type": "BLOCK" 
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                    }, 
                    "Priority": 1, 
                    "RuleId": { 
                        "Ref": "IPSetRule" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

WafRegionalWebAcl: 
  Type: AWS::WAFRegional::WebACL 
  Properties: 
    Name: SampleWebACL 
    DefaultAction: 
      Type: ALLOW 
    MetricName: SampleWebACLMetric 
    Rules: 
      - Action: 
          Type: BLOCK 
        Priority: 1 
        RuleId: !Ref 'IPSetRule' 

                 

CT.WAF-REGIONAL.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   waf_regional_webacl_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS WAF Classic Regional web ACL contains any WAF rules 
 or rule groups.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAFRegional::WebACL
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any WAF Classic Regional web ACL resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional web ACL resource
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#       And: 'Rules' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic Regional web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAF_REGIONAL_WEB_ACL_TYPE = "AWS::WAFRegional::WebACL"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let waf_regional_web_acls = Resources.*[ Type == %WAF_REGIONAL_WEB_ACL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule waf_regional_webacl_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                              %waf_regional_web_acls not empty { 
    check(%waf_regional_web_acls.Properties) 
        << 
        [CT.WAF-REGIONAL.PR.2]: Require any AWS WAF regional web access control list (ACL) 
 to have a rule or rule group 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

rule waf_regional_webacl_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAF_REGIONAL_WEB_ACL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAF_REGIONAL_WEB_ACL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAF-REGIONAL.PR.2]: Require any AWS WAF regional web access control list (ACL) 
 to have a rule or rule group 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(waf_regional_web_acl) { 
    %waf_regional_web_acl { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Rules exists 
        Rules is_list 
        Rules not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
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        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAF-REGIONAL.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  IPSetDenylist: 
    Type: "AWS::WAFRegional::IPSet" 
    Properties: 
      Name: "IPSet for deny listed IP addresses" 
      IPSetDescriptors: 
      - Type: "IPV4" 
        Value: "192.0.2.44/32" 
  IPSetRule: 
    Type: AWS::WAFRegional::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleIPSetRule 
      MetricName: ExampleIPSetRuleMetric 
      Predicates: 
      - DataId: 
          Ref: IPSetDenylist 
        Negated: false 
        Type: IPMatch 
  WafRegionalWebAcl: 
    Type: AWS::WAFRegional::WebACL 
    Properties: 
      Name: ExampleWebACL 
      DefaultAction: 
        Type: ALLOW 
      MetricName: ExampleWebACLMetric 
      Rules: 
      - Action: 
          Type: BLOCK 
        Priority: 1 
        RuleId: 
          Ref: IPSetRule 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  WafRegionalWebAcl: 
    Type: AWS::WAFRegional::WebACL 
    Properties: 
      Name: ExampleWebACL 
      DefaultAction: 
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        Type: ALLOW 
      MetricName: ExampleWebACLMetric 

     

AWS WAF コントロール
トピック

• [CT.WAF.PR.1] AWS WAF グローバルルールには条件が必要です (p. 963)
• [CT.WAF.PR.2] AWS WAF グローバルウェブ ACL にはルールまたはルールグループが必要で

す (p. 966)

[CT.WAF.PR.1] AWS WAF グローバルルールには条件が必要です
このコントロールは、AWS WAF Classic グローバルルールに条件が含まれているかどうかをチェックしま
す。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::WAF::Rule
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.WAF.PR.1 ルールの仕様 (p. 964)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.WAF.PR.1 ルールの仕
様 (p. 964) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.WAF.PR.1 サンプルテンプレート (p. 966) を参照してください。

説明

WAF グローバルルールには、複数の条件を含めることが可能です。ルールの条件によってトラフィックの
検査が可能になり、定義されたアクション (許可、ブロック、カウント) を実行できます。条件が 1 つもな
いと、トラフィックは検査なしで通過します。条件はないにもかかわらず、許可、ブロック、カウントを
示す名前またはタグが付いている WAF グローバルルールは、上記いずれかのアクションが行われている
という誤解を生む可能性があります。

ルール違反の修正

Predicates プロパティ内に 1 つ以上の AWS WAF ルール条件を指定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS WAF Classic グローバルルール - 例

IP マッチ述語が設定されている AWS WAF Classic グローバルルール。この例は JSON と YAML で示され
ています。

JSON の例

{ 
    "WAFRule": { 
        "Type": "AWS::WAF::Rule", 
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        "Properties": { 
            "Name": "SampleWAFRule", 
            "MetricName": "SampleWAFRuleMetric", 
            "Predicates": [ 
                { 
                    "DataId": { 
                        "Ref": "IPSet" 
                    }, 
                    "Negated": false, 
                    "Type": "IPMatch" 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

WAFRule: 
  Type: AWS::WAF::Rule 
  Properties: 
    Name: SampleWAFRule 
    MetricName: SampleWAFRuleMetric 
    Predicates: 
      - DataId: !Ref 'IPSet' 
        Negated: false 
        Type: IPMatch 

                 

CT.WAF.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   waf_global_rule_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS WAF Classic global rule contains any conditions.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAF::Rule
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation Hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any WAF Classic global rule resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
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#       And: The input document contains a WAF Classic global rule resource
#       And: 'Predicates' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a WAF Classic global rule resource
#       And: 'Predicates' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains a WAF Classic global rule resource
#       And: 'Predicates' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAF_GLOBAL_RULE_TYPE = "AWS::WAF::Rule"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let waf_global_rules = Resources.*[ Type == %WAF_GLOBAL_RULE_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule waf_global_rule_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %waf_global_rules not empty { 
    check(%waf_global_rules.Properties) 
        << 
        [CT.WAF.PR.1]: Require any AWS WAF global rule to have a condition 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rule conditions within the 'Predicates' 
 property. 
        >>
}

rule waf_global_rule_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAF_GLOBAL_RULE_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAF_GLOBAL_RULE_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAF.PR.1]: Require any AWS WAF global rule to have a condition 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rule conditions within the 'Predicates' 
 property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(waf_global_rule) { 
    %waf_global_rule { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Predicates exists 
        Predicates is_list 
        Predicates not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
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    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAF.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  IPSetDenylist: 
    Type: AWS::WAF::IPSet 
    Properties: 
      Name: IPSet for deny listed IP addresses 
      IPSetDescriptors: 
      - Type: IPV4 
        Value: 192.0.2.44/32 
  WafGlobalRule: 
    Type: AWS::WAF::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleWAFRule 
      MetricName: ExampleWAFRuleMetric 
      Predicates: 
      - DataId: 
          Ref: IPSetDenylist 
        Negated: false 
        Type: "IPMatch" 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  WafGlobalRule: 
    Type: AWS::WAF::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleWAFRule 
      MetricName: ExampleWAFRuleMetric 

     

[CT.WAF.PR.2] AWS WAF グローバルウェブ ACL にはルールまたはルールグ
ループが必要です
このコントロールは、AWS WAF Classic グローバルウェブ ACL に WAF ルールまたはルールグループが
含まれているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
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• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::WAF::WebACL
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.WAF.PR.2 ルールの仕様 (p. 968)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.WAF.PR.2 ルールの仕
様 (p. 968) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.WAF.PR.2 サンプルテンプレート (p. 969) を参照してください。

説明

WAF グローバルウェブ ACL には、ウェブリクエストを検査および制御するルールおよびルールグループ
のコレクションを含めることができます。ウェブ ACL が空の場合、ウェブトラフィックは、デフォルトの
アクションに応じて WAF による検出または処理なしに通過できます。

ルール違反の修正

Rules プロパティ内に 1 つ以上の AWS WAF ルールを指定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS WAF Classic グローバルウェブ ACL - 例

IP セットの一致に基づいてリクエストをブロックするルールが設定された AWS WAF Classic グローバル
ウェブ ACL。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "WafGlobalWebAcl": { 
        "Type": "AWS::WAF::WebACL", 
        "Properties": { 
            "Name": "SampleWebACL", 
            "DefaultAction": { 
                "Type": "ALLOW" 
            }, 
            "MetricName": "SampleWebACLMetric", 
            "Rules": [ 
                { 
                    "Action": { 
                        "Type": "BLOCK" 
                    }, 
                    "Priority": 1, 
                    "RuleId": { 
                        "Ref": "IPSetRule" 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例
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WafGlobalWebAcl: 
  Type: AWS::WAF::WebACL 
  Properties: 
    Name: SampleWebACL 
    DefaultAction: 
      Type: ALLOW 
    MetricName: SampleWebACLMetric 
    Rules: 
      - Action: 
          Type: BLOCK 
        Priority: 1 
        RuleId: !Ref 'IPSetRule' 

                 

CT.WAF.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   waf_global_webacl_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS WAF Classic global web ACL contains any WAF rules or 
 rule groups.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAF::WebACL
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any AWS WAF Classic global web ACL 
 resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic global web ACL resource
#       And: 'Rules' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic global web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAF Classic global web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS
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#
# Constants
#
let WAF_GLOBAL_WEB_ACL_TYPE = "AWS::WAF::WebACL"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let waf_global_web_acls = Resources.*[ Type == %WAF_GLOBAL_WEB_ACL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule waf_global_webacl_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                            %waf_global_web_acls not empty { 
    check(%waf_global_web_acls.Properties) 
        << 
        [CT.WAF.PR.2]: Require any AWS WAF global web ACL to have a rule or rule group 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

rule waf_global_webacl_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAF_GLOBAL_WEB_ACL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAF_GLOBAL_WEB_ACL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAF.PR.2]: Require any AWS WAF global web ACL to have a rule or rule group 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAF rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(waf_global_web_acl) { 
    %waf_global_web_acl { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Rules exists 
        Rules is_list 
        Rules not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAF.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。
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PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  IPSetDenylist: 
    Type: "AWS::WAF::IPSet" 
    Properties: 
      Name: "IPSet for deny listed IP addresses" 
      IPSetDescriptors: 
      - Type: "IPV4" 
        Value: "192.0.2.44/32" 
  IPSetRule: 
    Type: AWS::WAF::Rule 
    Properties: 
      Name: ExampleIPSetRule 
      MetricName: ExampleIPSetRuleMetric 
      Predicates: 
      - DataId: 
          Ref: IPSetDenylist 
        Negated: false 
        Type: IPMatch 
  WafGlobalWebAcl: 
    Type: AWS::WAF::WebACL 
    Properties: 
      Name: ExampleWebACL 
      DefaultAction: 
        Type: ALLOW 
      MetricName: ExampleWebACLMetric 
      Rules: 
      - Action: 
          Type: BLOCK 
        Priority: 1 
        RuleId: 
          Ref: IPSetRule 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  WafGlobalWebAcl: 
    Type: AWS::WAF::WebACL 
    Properties: 
      Name: ExampleWebACL 
      DefaultAction: 
        Type: ALLOW 
      MetricName: ExampleWebACLMetric 

     

AWS WAFV2 コントロール
トピック

• [CT.WAFV2.PR.1] AWS WAFV2 ウェブ ACL は空でない必要があります (p. 971)
• [CT.WAFV2.PR.2] AWS WAFV2 ルールグループは空でない必要があります (p. 975)
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[CT.WAFV2.PR.1] AWS WAFV2 ウェブ ACL は空でない必要があります
このコントロールは、AWS WAFV2 ウェブ ACL に WAF ルールまたは　WAF ルールグループが含まれて
いるかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::WAFv2::WebACL
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.WAFV2.PR.1 ルールの仕様 (p. 972)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.WAFV2.PR.1 ルールの
仕様 (p. 972) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.WAFV2.PR.1 サンプルテンプレート (p. 974) を参照してください。

説明

WAFv2 にアタッチされたウェブアクセスコントロールリスト (ACL) には、ルールおよびルールグループ
のコレクションを含めることができます。ルールは、ウェブリクエストの検査と制御を目的としていま
す。ウェブ ACL が空の場合、ウェブトラフィックは、ウェブアプリケーションファイアウォール (WAF) 
による検出または処理なしに通過します。

ルール違反の修正

Rules プロパティ内に 1 つ以上の AWS WAFV2 ルールを指定します。

以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS WAFV2 ウェブ ACL - 例

クロスサイトスクリプティング (XSS) の一致ステートメントに基づいてリクエストをブロックするルール
が設定された AWS WAFV2 ウェブ ACL。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "WAFv2WebACL": { 
        "Type": "AWS::WAFv2::WebACL", 
        "Properties": { 
            "Scope": "REGIONAL", 
            "Description": "Sample WebACL", 
            "DefaultAction": { 
                "Allow": {} 
            }, 
            "VisibilityConfig": { 
                "SampledRequestsEnabled": true, 
                "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                "MetricName": "SampleWebACLMetric" 
            }, 
            "Rules": [ 
                { 
                    "Name": "SampleXssRule", 
                    "Priority": 0, 
                    "Action": { 
                        "Block": {} 
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                    }, 
                    "VisibilityConfig": { 
                        "SampledRequestsEnabled": true, 
                        "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                        "MetricName": "SampleXssMatchMetric" 
                    }, 
                    "Statement": { 
                        "XssMatchStatement": { 
                            "FieldToMatch": { 
                                "AllQueryArguments": {} 
                            }, 
                            "TextTransformations": [ 
                                { 
                                    "Priority": 1, 
                                    "Type": "NONE" 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

WAFv2WebACL: 
  Type: AWS::WAFv2::WebACL 
  Properties: 
    Scope: REGIONAL 
    Description: Sample WebACL 
    DefaultAction: 
      Allow: {} 
    VisibilityConfig: 
      SampledRequestsEnabled: true 
      CloudWatchMetricsEnabled: true 
      MetricName: SampleWebACLMetric 
    Rules: 
      - Name: SampleXssRule 
        Priority: 0 
        Action: 
          Block: {} 
        VisibilityConfig: 
          SampledRequestsEnabled: true 
          CloudWatchMetricsEnabled: true 
          MetricName: SampleXssMatchMetric 
        Statement: 
          XssMatchStatement: 
            FieldToMatch: 
              AllQueryArguments: {} 
            TextTransformations: 
              - Priority: 1 
                Type: NONE 

                 

CT.WAFV2.PR.1 ルールの仕様

# ###################################
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##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   wafv2_webacl_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether an AWS WAFV2 web ACL contains any WAF rules or WAF rule 
 groups.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAFv2::WebACL
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any WAFv2 web ACL resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an WAFv2 web ACL resource
#       And: 'Rules' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an WAFv2 web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an WAFv2 web ACL resource
#       And: 'Rules' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAFV2_WEB_ACL_TYPE = "AWS::WAFv2::WebACL"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let wafv2_web_acls = Resources.*[ Type == %WAFV2_WEB_ACL_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule wafv2_webacl_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                       %wafv2_web_acls not empty { 
    check(%wafv2_web_acls.Properties) 
        << 
        [CT.WAFV2.PR.1]: Require an AWS WAFV2 web ACL to be non-empty 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAFv2 rules within the 'Rules' property. 
        >>
}
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rule wafv2_webacl_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, %WAFV2_WEB_ACL_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAFV2_WEB_ACL_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAFV2.PR.1]: Require an AWS WAFV2 web ACL to be non-empty 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAFv2 rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(wafv2_web_acl) { 
    %wafv2_web_acl { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Rules exists 
        Rules is_list 
        Rules not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 

     

CT.WAFV2.PR.1 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  WAFv2WebACL: 
    Type: AWS::WAFv2::WebACL 
    Properties: 
      Scope: REGIONAL 
      Description: Example WebACL 
      DefaultAction: 
        Allow: {} 
      VisibilityConfig: 
        SampledRequestsEnabled: true 
        CloudWatchMetricsEnabled: true 
        MetricName: ExampleWebACLMetric 
      Rules: 
      - Name: ExampleXssRule 
        Priority: 0 
        Action: 
          Block: {} 
        VisibilityConfig: 
          SampledRequestsEnabled: true 
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          CloudWatchMetricsEnabled: true 
          MetricName: ExampleXssMatchMetric 
        Statement: 
          XssMatchStatement: 
            FieldToMatch: 
              AllQueryArguments: {} 
            TextTransformations: 
            - Priority: 1 
              Type: NONE 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  WAFv2WebACL: 
    Type: AWS::WAFv2::WebACL 
    Properties: 
      Scope: REGIONAL 
      Description: Example WebACL 
      DefaultAction: 
        Allow: {} 
      VisibilityConfig: 
        SampledRequestsEnabled: true 
        CloudWatchMetricsEnabled: true 
        MetricName: ExampleWebACLMetric 

     

[CT.WAFV2.PR.2] AWS WAFV2 ルールグループは空でない必要があります
このコントロールは、AWS WAFV2 ルールグループにルールが含まれているかどうかをチェックします。

• コントロールの目標: ネットワークアクセスの制限
• 実装:AWS CloudFormation ガードルール
• コントロールの動作: プロアクティブ
• リソースタイプ: AWS::WAFv2::RuleGroup
• AWS CloudFormation ガードルール: CT.WAFV2.PR.2 ルールの仕様 (p. 977)

詳細と例

• このコントロールに関連する PASS、FAIL、SKIP の動作の詳細については、CT.WAFV2.PR.2 ルールの
仕様 (p. 977) を参照してください。

• このコントロールに関連する PASS および FAIL CloudFormation テンプレートの例について
は、CT.WAFV2.PR.2 サンプルテンプレート (p. 979) を参照してください。

説明

AWS WAFV2 ルールグループには、複数のルールを含めることができます。ルールは、ウェブリクエス
トの検査と制御を目的としています。空の AWS WAFV2 ルールグループがウェブ ACL に関連付けられ、
ウェブ ACL が他のルールまたはルールグループに関連付けられていない場合、ウェブトラフィックはウェ
ブアプリケーションファイアウォール（WAF）によって検出または処理されることなく通過します。

ルール違反の修正

Rules プロパティ内に 1 つ以上の AWS WAFV2 ルールを指定します。
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以下の例は、この修正を実装する方法を示しています。

AWS WAFV2 ルールグループ - 例

クロスサイトスクリプティング (XSS) 一致ステートメントに基づいてリクエストをブロックするルールが
設定された AWS WAFV2 ルールグループ。この例は JSON と YAML で示されています。

JSON の例

{ 
    "WAFv2RuleGroup": { 
        "Type": "AWS::WAFv2::RuleGroup", 
        "Properties": { 
            "Scope": "REGIONAL", 
            "Description": "Sample Rule Group", 
            "VisibilityConfig": { 
                "SampledRequestsEnabled": true, 
                "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                "MetricName": "SampleRuleGroupMetric" 
            }, 
            "Capacity": 1000, 
            "Rules": [ 
                { 
                    "Name": "XssRule", 
                    "Priority": 0, 
                    "Action": { 
                        "Block": {} 
                    }, 
                    "VisibilityConfig": { 
                        "SampledRequestsEnabled": true, 
                        "CloudWatchMetricsEnabled": true, 
                        "MetricName": "SampleXssMatchMetric" 
                    }, 
                    "Statement": { 
                        "XssMatchStatement": { 
                            "FieldToMatch": { 
                                "AllQueryArguments": {} 
                            }, 
                            "TextTransformations": [ 
                                { 
                                    "Priority": 1, 
                                    "Type": "NONE" 
                                } 
                            ] 
                        } 
                    } 
                } 
            ] 
        } 
    }
} 
                 

YAML の例

WAFv2RuleGroup: 
  Type: AWS::WAFv2::RuleGroup 
  Properties: 
    Scope: REGIONAL 
    Description: Sample Rule Group 
    VisibilityConfig: 
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      SampledRequestsEnabled: true 
      CloudWatchMetricsEnabled: true 
      MetricName: SampleRuleGroupMetric 
    Capacity: 1000 
    Rules: 
      - Name: XssRule 
        Priority: 0 
        Action: 
          Block: {} 
        VisibilityConfig: 
          SampledRequestsEnabled: true 
          CloudWatchMetricsEnabled: true 
          MetricName: SampleXssMatchMetric 
        Statement: 
          XssMatchStatement: 
            FieldToMatch: 
              AllQueryArguments: {} 
            TextTransformations: 
              - Priority: 1 
                Type: NONE 

                 

CT.WAFV2.PR.2 ルールの仕様

# ###################################
##       Rule Specification        ##
#####################################
#  
# Rule Identifier:
#   wafv2_rulegroup_not_empty_check
#  
# Description:
#   This control checks whether AWS WAFV2 rule groups contain rules.
#  
# Reports on:
#   AWS::WAFv2::RuleGroup
#  
# Evaluates:
#   AWS CloudFormation, AWS CloudFormation hook
#  
# Rule Parameters:
#   None
#  
# Scenarios:
#   Scenario: 1
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document does not contain any AWS WAFV2 rule group resources
#      Then: SKIP
#   Scenario: 2
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAFV2 rule group resource
#       And: 'Rules' has not been provided
#      Then: FAIL
#   Scenario: 3
#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAFV2 rule group resource
#       And: 'Rules' has been provided as an empty list
#      Then: FAIL
#   Scenario: 4
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#     Given: The input document is an AWS CloudFormation or AWS CloudFormation hook 
 document
#       And: The input document contains an AWS WAFV2 rule group resource
#       And: 'Rules' has been provided as a non-empty list
#      Then: PASS

#
# Constants
#
let WAFV2_RULE_GROUP_TYPE = "AWS::WAFv2::RuleGroup"
let INPUT_DOCUMENT = this

#
# Assignments
#
let wafv2_rule_groups = Resources.*[ Type == %WAFV2_RULE_GROUP_TYPE ]

#
# Primary Rules
#
rule wafv2_rulegroup_not_empty_check when is_cfn_template(%INPUT_DOCUMENT) 
                                          %wafv2_rule_groups not empty { 
    check(%wafv2_rule_groups.Properties) 
        << 
        [CT.WAFV2.PR.2]: Require an AWS WAFV2 rule group to be non-empty 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAFV2 rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

rule wafv2_rulegroup_not_empty_check when is_cfn_hook(%INPUT_DOCUMENT, 
 %WAFV2_RULE_GROUP_TYPE) { 
    check(%INPUT_DOCUMENT.%WAFV2_RULE_GROUP_TYPE.resourceProperties) 
        << 
        [CT.WAFV2.PR.2]: Require an AWS WAFV2 rule group to be non-empty 
        [FIX]: Provide one or more AWS WAFV2 rules within the 'Rules' property. 
        >>
}

#
# Parameterized Rules
#
rule check(wafv2_rule_group) { 
    %wafv2_rule_group { 
        # Scenario 2, 3 and 4 
        Rules exists 
        Rules is_list 
        Rules not empty 
    }
}

#
# Utility Rules
#
rule is_cfn_template(doc) { 
    %doc { 
        AWSTemplateFormatVersion exists or 
        Resources exists 
    }
}

rule is_cfn_hook(doc, RESOURCE_TYPE) { 
    %doc.%RESOURCE_TYPE.resourceProperties exists
} 
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CT.WAFV2.PR.2 サンプルテンプレート

AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの PASS および FAIL テストアーティファクトの例を
見ることができます。

PASS Example - このテンプレートを使用して、準拠したリソースが作成されていることを確認します。

Resources: 
  WAFv2RuleGroup: 
    Type: AWS::WAFv2::RuleGroup 
    Properties: 
      Scope: REGIONAL 
      Description: Example Rule Group 
      VisibilityConfig: 
        SampledRequestsEnabled: true 
        CloudWatchMetricsEnabled: true 
        MetricName: SampleRuleGroupMetrics 
      Capacity: 1000 
      Rules: 
      - Name: TestXssRule 
        Priority: 0 
        Action: 
          Block: {} 
        VisibilityConfig: 
          SampledRequestsEnabled: true 
          CloudWatchMetricsEnabled: true 
          MetricName: ExampleXssMatchMetric 
        Statement: 
          XssMatchStatement: 
            FieldToMatch: 
              AllQueryArguments: {} 
            TextTransformations: 
            - Priority: 1 
              Type: NONE 

     

FAIL Example - このテンプレートを使用して、コントロールが非準拠のリソースの作成を防止することを
確認します。

Resources: 
  WAFv2RuleGroup: 
    Type: AWS::WAFv2::RuleGroup 
    Properties: 
      Scope: REGIONAL 
      Description: Example Rule Group 
      VisibilityConfig: 
        SampledRequestsEnabled: true 
        CloudWatchMetricsEnabled: true 
        MetricName: ExampleRuleGroupMetric 
      Capacity: 1000 
      Rules: [] 

     

Security Hub 標準
AWS Control Tower は AWS Security Hub と統合されており、AWS 環境のモニタリングに役立つ検出コ
ントロールを提供します。統合は、サービスマネージド標準: AWS Control Tower と呼ばれるSecurity Hub 
標準によって実現されます。
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AWS Control Tower と AWS Security Hub の統合はプレビュー版です。Security Hub が所有するコン
トロールは、AWS Control Tower のアカウントと OU のコンプライアンスステータスには集約されま
せん。予防措置として、アカウントと OU を修正する前に、Security Hub の検出結果と AWS Control 
Tower の非準拠リソースを確認することをお勧めします。詳細については、Security Hub ドキュメン
トの「サービスマネージドスタンダードのコントロールステータスを表示する: AWS Control Tower」
を参照してください。プレビュー中にこれらの新機能を使用する間は、追加料金は発生しません。ただ
し、AWS Control Tower をセットアップすると、ランディングゾーンを確立して必須コントロールを実
施する AWS サービスの費用が発生します。詳細については、AWS Control Tower の料金を参照してく
ださい。

サービスマネージド標準: AWS Control Tower は、AWS 基本的なセキュリティのベストプラクティス 
(FSBP) 標準の一部であるコントロールのサブセットをサポートします。この標準の詳細と使用可能
なコントロールを確認するには、「サービスマネージド標準: AWS Control Tower」を参照してくださ
い。Security Hub 標準に関する一般的な情報については、『AWS Security Hub ユーザーガイド』の
「Security Hub のセキュリティ標準とコントロール」を参照してください。

Note

AWS Control Tower は、AWS Security Hub サービスマネージド標準: AWS Control Tower の一部
であるコントロールのドリフトを検出しません。

この標準は、AWS Control Tower コンソールで標準を作成した AWS Control Tower のお客様のみご利用い
ただけます。AWS Control Tower コンソールで最初の Security Hub コントロールを有効にすると、AWS 
Control Tower が標準を作成します。最初のコントロールを有効化する際、Security Hub がまだ有効化され
ていない場合、AWS Control Tower は Security Hub も有効にします。

この標準を作成すると、Security Hub 検出コントロールと他の AWS Contorol Tower コントロールを AWS 
Control Tower コンソールで表示できます。この標準では、コントロールが自動的に有効になることはあ
りません。Security Hub コントロールは OU レベルでのみ有効であり、すべての AWS Control Tower OU 
(すべてで有効になっていない場合) や、個々のアカウントでは有効になりません。AWS Control Tower 
は、Security Hub コントロールのコンプライアンスを報告しません。

Security Hub は、コントロールのステータスに基づいて、サービスマネージド標準: AWS Control Tower
のセキュリティスコアを計算します。このセキュリティスコアとコントロールの検出結果は Security Hub 
でのみ使用できます。これらのアイテムは、AWS Control Tower では使用できません。

Note

サービスマネージド標準: AWS Control Tower を作成し、そのコントロールを有効にする
と、Security Hub が他の有効な Security Hub 標準のコントロールと同じ基盤の AWS Config サー
ビスリンクルールを使用するコントロールの検出結果を生成するまでに、最大 18 時間かかる場合
があります。詳細については、『AWS Security Hub ユーザーガイド』の「セキュリティチェック
の実行スケジュール」を参照してください。

標準のすべてのコントロールを無効にすることで、この標準を AWS Control Tower コンソールで削除でき
ます。これにより、AWS Control Tower のすべてのマネージドアカウントと管理対象リージョンの標準が
削除されます。標準を削除しても、アカウントの Security Hub は無効になりません。

Note

セキュリティハブの一部のコントロールは、Security Hub サービスマネージドスタンダード: 
AWS Control Tower から有効化および管理できます。
AWS Control Tower のプロアクティブコントロールの中には、AWS Control Tower が利用でき
る特定のAWS リージョンでは動作しないものがあることを知っておくことが重要です。これ
は、それらのリージョンが必要な基本機能をサポートしていないためです。そのため、AWS 
Control Tower を通じてプロアクティブコントロールをデプロイしても、そのコントロールは 
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AWS Control Tower で管理しているすべてのリージョンで動作しない可能性があります。特定の
リージョンにデプロイできない Security Hub コントロールの詳細については、Security Hub コン
トロールのリファレンスドキュメントを参照してください。

次の AWS リージョンは、Security Hub サービスマネージド標準: AWS Control Tower の
一部であるコントロールをサポートしていません

• アジアパシフィック (香港) リージョン、ap-east-1
• アジアパシフィック (ジャカルタ) リージョン、ap-southeast-3
• アジアパシフィック (大阪) リージョン、ap-northeast-3
• 欧州 (ミラノ) リージョン、eu-south-1
• アフリカ (ケープタウン) リージョン、af-south-1
• 中東 (バーレーン) リージョン、me-south-1

各コントロールのリージョンは、AWS Control Tower コンソールで表示できます。

データレジデンシー保護を強化するコントロール
これらの選択的コントロールは、企業のデータレジデンシー体制を補完します。これらのコントロールを
まとめて適用することで、複数アカウント環境を設定し、選択した AWS リージョンの外で、意図的ある
いは偶発的なデータの作成、共有、またはコピーを検出して阻止できます。

これらのコントロールは OU レベルで有効になり、OU 内のすべてのメンバーアカウントに適用されま
す。

Important

AWS Identity and Access Management (IAM) や AWS Organizations など、特定のグローバル 
AWS サービスは、これらのコントロールから除外されます。除外されているサービスを特定する
には、サンプルコードに示されているリージョン拒否 SCP を確認します。識別子の後に「*」の
付いたサービスは除外されます。これは、「*」表記が付くと、すべてのアクションが許可される
ためです。基本的に、この SCP には明示的に許可されたアクションのリストが含まれており、他
のアクションはすべて拒否されます。ホームリージョンへのアクセスを拒否することはできませ
ん。

動画: データレジデンシーコントロールを有効にする
この動画 (5:58) では、AWS Control Tower コントロールでデータレジデンシーコントロールを有効にする
方法について説明します。動画の右下にあるアイコンを選択すると、全画面表示にできます。字幕を利用
できます。

AWS Control Tower でのデータ所在地制御の有効化に関する動画チュートリアル。

Note

当社では、業界での用途や他の AWS サービスに合わせて、用語を移行しています。この間、ド
キュメント、コンソール、ブログ、およびビデオで、以前の用語である「ガードレールl と、新し
い用語「コントロール」が表示される場合があります。これらの用語は、当社の目的では同義語
です。

トピック
• リクエストされた AWS リージョンに基づいて AWS へのアクセスを拒否する (p. 982)
• Disallow internet access for an Amazon VPC instance managed by a customer (顧客が管理する 

Amazon VPC インスタンスのインターネットアクセスを許可しない) (p. 984)
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• Disallow Amazon Virtual Private Network (VPN) connections (Amazon Virtual Private Network (VPN) 接
続を許可しない) (p. 985)

• Disallow cross-region networking for Amazon EC2, Amazon CloudFront, and AWS Global Accelerator 
(Amazon EC2、Amazon CloudFront、および Global Accelerator のクロスリージョンネットワークを
許可しない)  (p. 986)

• Detect whether public IP addresses for Amazon EC2 autoscaling are enabled through launch 
configurations (Amazon EC2 Auto Scaling のパブリック IP アドレスが起動設定によって有効になって
いるかどうかを検出する)  (p. 987)

• Detect whether replication instances for AWS Database Migration Service are public (Database 
Migration Service のレプリケーションインスタンスがパブリックであるかどうかを検証する)
 (p. 987)

• Detect whether Amazon EBS snapshots are restorable by all AWS accounts (Amazon EBS スナップ
ショットがすべての アカウントで復元可能かどうかを検出する) (p. 988)

• Detect whether any Amazon EC2 instance has an associated public IPv4 address (Amazon EC2 イン
スタンスにパブリック IPv4 アドレスが関連付けられているかどうかを検出する) (p. 990)

• Detect whether Amazon S3 settings to block public access are set as true for the account (パブリック
アクセスをブロックする Simple Storage Service (Amazon S3) の設定がアカウントに対して True に設
定されているかどうかを検出する) (p. 990)

• Detects whether an Amazon EKS endpoint is blocked from public access (Amazon EKS エンドポイン
トがパブリックアクセスからブロックされているかどうかを検出する) (p. 992)

• Detect whether an Amazon OpenSearch Service domain is in Amazon VPC (Amazon OpenSearch 
Service ドメインが Amazon VPC 内にあるかどうかを検出する) (p. 993)

• Detect whether any Amazon EMR cluster master nodes have public IP addresses (Amazon EMR クラ
スターマスターノードにパブリック IP アドレスがあるかどうかを検出する) (p. 994)

• Detect whether the AWS Lambda function policy attached to the Lambda resource blocks public access 
(Lambda リソースにアタッチされている Lambda 関数ポリシーがパブリックアクセスをブロックする
かどうかを検出する) (p. 995)

• Detect whether public routes exist in the route table for an Internet Gateway (IGW) (インターネット
ゲートウェイ (IGW、Internet Gateway) のルートテーブルにパブリックルートが存在するかどうかを検
出する)  (p. 996)

• Detect whether Amazon Redshift clusters are blocked from public access (Amazon Redshift クラスター
がパブリックアクセスからブロックされているかどうかを検出する) (p. 996)

• Detect whether an Amazon SageMaker notebook instance allows direct internet access (Amazon 
SageMaker ノートブックインスタンスで直接インターネットアクセスを許可しているかどうかを検出
する) (p. 997)

• Detect whether any Amazon VPC subnets are assigned a public IP address (Amazon VPC サブネット
にパブリック IP アドレスが割り当てられているかどうかを検出する) (p. 998)

• Detect whether AWS Systems Manager documents owned by the account are public (アカウントが所
有する AWS Systems Manager ドキュメントがパブリックであるかどうかを検出する) (p. 999)

リクエストされた AWS リージョンに基づいて AWS へのアクセ
スを拒否する
このコントロールは、一般にリージョン拒否コントロールと呼ばれます。

このコントロールは、指定されたリージョンの外部でのグローバルサービスおよびリージョンサービスに
おいて、リストされていない操作へのアクセスを禁止します。これには、AWS Control Tower が利用でき
ないすべてのリージョン、および [Landing zone settings] (ランディングゾーンの設定) ページでガバナン
スに対して選択されていないすべてのリージョンが含まれます。[Governed] (管理対象) ステータスのリー
ジョンでは、通常どおりアクションが許可されます。
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Note

AWS Identity and Access Management (IAM) や AWS Organizations など、特定のグローバル 
AWS サービスは、データレジデンシーコントロールの適用から除外されます。これらのサービス
は、次の SCP サンプルコードで指定されています。

これは、予防ガイダンスによる選択的コントロールです。リージョン拒否アクションに関連付けられたプ
ライマリコントロールです。詳細については、「リージョン拒否コントロールの設定 (p. 122)」を参照し
てください。

このコントロールの形式は、以下の SCP に基づいています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRREGIONDENY", 
            "Effect": "Deny", 
            "NotAction": [ 
                "a4b:*", 
                "access-analyzer:*", 
                "acm:*", 
                "account:*", 
                "activate:*", 
                "artifact:*", 
                "aws-marketplace-management:*", 
                "aws-marketplace:*", 
                "aws-portal:*", 
                "billingconductor:*", 
                "budgets:*", 
                "ce:*", 
                "chatbot:*", 
                "chime:*", 
                "cloudfront:*", 
                "compute-optimizer:*", 
                "config:*", 
                "cur:*", 
                "datapipeline:GetAccountLimits", 
                "devicefarm:*", 
                "directconnect:*", 
                "discovery-marketplace:*", 
                "ec2:DescribeRegions", 
                "ec2:DescribeTransitGateways", 
                "ec2:DescribeVpnGateways", 
                "ecr-public:*", 
                "fms:*", 
                "globalaccelerator:*", 
                "health:*", 
                "iam:*", 
                "importexport:*", 
                "kms:*", 
                "license-manager:ListReceivedLicenses", 
                "lightsail:Get*", 
                "mobileanalytics:*", 
                "networkmanager:*", 
                "organizations:*", 
                "pricing:*", 
                "resource-explorer-2:*", 
                "route53-recovery-cluster:*", 
                "route53-recovery-control-config:*", 
                "route53-recovery-readiness:*", 
                "route53:*", 
                "route53domains:*", 
                "s3:CreateMultiRegionAccessPoint", 
                "s3:DeleteMultiRegionAccessPoint", 
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                "s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation", 
                "s3:GetAccountPublic", 
                "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:GetBucketPolicyStatus", 
                "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
                "s3:GetMultiRegionAccessPoint", 
                "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy", 
                "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus", 
                "s3:GetStorageLensConfiguration", 
                "s3:GetStorageLensDashboard", 
                "s3:ListAllMyBuckets", 
                "s3:ListMultiRegionAccessPoints", 
                "s3:ListStorageLensConfigurations", 
                "s3:PutAccountPublic", 
                "s3:PutAccountPublicAccessBlock", 
                "s3:PutMultiRegionAccessPointPolicy", 
                "savingsplans:*", 
                "shield:*", 
                "sso:*", 
                "sts:*", 
                "support:*", 
                "supportapp:*", 
                "supportplans:*", 
                "sustainability:*", 
                "tag:GetResources", 
                "trustedadvisor:*", 
                "vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles", 
                "waf-regional:*", 
                "waf:*", 
                "wafv2:*" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "aws:RequestedRegion": [] 
                }, 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN": [ 
                        "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS Control Tower は、この例の SCP の形式に基づいて、aws:RequestedRegion ステートメントに管
理対象リージョンを追加します。ホームリージョンを除外することはできません。SCP にリストされてい
ないアクションは許可されません。

Disallow internet access for an Amazon VPC instance managed 
by a customer (顧客が管理する Amazon VPC インスタンスのイ
ンターネットアクセスを許可しない)
このコントロールは、AWS サービスではなく顧客によって管理される Amazon Virtual Private Cloud 
(VPC) インスタンスのインターネットアクセスを禁止します。

Important

VPC インターネットアクセス設定を有効にして Account Factory アカウントをプロビジョニング
すると、その Account Factory 設定はこのコントロールをオーバーライドします。新しくプロビ
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ジョニングされたアカウントのインターネットアクセスを有効にしないようにするには、Account 
Factory で設定を変更する必要があります。詳細については、「チュートリアル: VPC を使用せず
に AWS Control Tower を設定する (p. 1071)」を参照してください。

• このコントロールは、AWS サービスによって管理される VPC には適用されません。
• インターネットにアクセスできる既存の VPC は、インターネットアクセスを保持します。これは、新し

いインスタンスにのみ適用されます。このコントロールが適用されると、アクセスを変更できません。

これは、選択的ガイダンスによる予防コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。

このコントロ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": "GRDISALLOWVPCINTERNETACCESS", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateInternetGateway", 
        "ec2:AttachInternetGateway", 
        "ec2:CreateEgressOnlyInternetGateway", 
        "ec2:AttachEgressOnlyInternetGateway", 
        "ec2:CreateDefaultVpc", 
        "ec2:CreateDefaultSubnet", 
        "ec2:CreateCarrierGateway" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ], 
      "Condition": { 
        "ArnNotLike": { 
          "aws:PrincipalArn": [ 
            "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Disallow Amazon Virtual Private Network (VPN) connections 
(Amazon Virtual Private Network (VPN) 接続を許可しない)
このコントロールは、Amazon Virtual Private Cloud (VPC) へのバーチャルプライベートネットワーク 
(VPN) 接続 (サイト間 VPN およびクライアント VPN) を防止します。

Note

インターネットにアクセスできる既存の VPC は、インターネットアクセスを保持します。

これは、選択的ガイダンスによる予防コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。

このコントロ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": [ 
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    { 
      "Sid": "GRDISALLOWVPNCONNECTIONS", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateVPNGateway", 
        "ec2:AttachVPNGateway", 
        "ec2:CreateCustomerGateway", 
        "ec2:CreateVpnConnection", 
        "ec2:ModifyVpnConnection", 
        "ec2:CreateClientVpnEndpoint", 
        "ec2:ModifyClientVpnEndpoint", 
        "ec2:AssociateClientVpnTargetNetwork", 
        "ec2:AuthorizeClientVpnIngress" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    } 
  ]
}

Disallow cross-region networking for Amazon EC2, 
Amazon CloudFront, and AWS Global Accelerator (Amazon 
EC2、Amazon CloudFront、および Global Accelerator のクロス
リージョンネットワークを許可しない)
このコントロールは、Amazon EC2、Amazon CloudFront、および AWS Global Accelerator サービスから
のクロスリージョンネットワーク接続の設定を防止します。これにより、VPC ピアリングとトランジット
ゲートウェイピアリングが防止されます。

Note

このコントロールは、1 つのリージョン内およびリージョン間での Amazon EC2 VPC ピアリング
および Amazon EC2 トランジットゲートウェイピアリングを防止します。このため、このコント
ロールは、データレジデンシー体制だけでなく、特定のワークロードにも影響を与える可能性が
あります。

これは、選択的ガイダンスによる予防コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。

このコントロ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": "GRDISALLOWCROSSREGIONNETWORKING", 
      "Effect": "Deny", 
      "Action": [ 
        "ec2:CreateVpcPeeringConnection", 
        "ec2:AcceptVpcPeeringConnection", 
        "ec2:CreateTransitGatewayPeeringAttachment", 
        "ec2:AcceptTransitGatewayPeeringAttachment", 
        "cloudfront:CreateDistribution", 
        "cloudfront:UpdateDistribution", 
        "globalaccelerator:Create*", 
        "globalaccelerator:Update*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
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    } 
  ]
}

Detect whether public IP addresses for Amazon EC2 autoscaling 
are enabled through launch configurations (Amazon EC2 Auto 
Scaling のパブリック IP アドレスが起動設定によって有効になっ
ているかどうかを検出する)
このコントロールは、Amazon EC2 Auto Scaling グループのパブリック IP アドレスが、起動設定によって
有効になっているかどうかを検出します。

これは、選択的ガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。

コンソールで:

• Auto Scaling グループの起動設定により AssociatePublicIpAddress フィールドの値が [True] に設
定されている場合、ルールには [Non-compliant] (非準拠) ステータスが表示されます。

このコントロ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 rule to detect whether public IP addresses for Amazon EC2 
 Auto Scaling are enabled through launch configurations 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  AutoscalingLaunchConfigPublicIpDisabled: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether Amazon EC2 Auto Scaling groups have public IP 
 addresses enabled through launch configurations. This rule is NON_COMPLIANT if 
 the launch configuration for an Auto Scaling group has the value of the field 
 AssociatePublicIpAddress set as True. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::AutoScaling::LaunchConfiguration 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: AUTOSCALING_LAUNCH_CONFIG_PUBLIC_IP_DISABLED

Detect whether replication instances for AWS Database Migration 
Service are public (Database Migration Service のレプリケーショ
ンインスタンスがパブリックであるかどうかを検証する)
このコントロールは、AWS Database Migration Service レプリケーションインスタンスがパブリックであ
るかどうかを検出します。

これは、選択的ガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。
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コンソールで:

• PubliclyAccessible フィールドの値が [True] に設定されている場合、ルールには [Non-compliant]
(非準拠) ステータスが表示されます。

このコントロ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 rule to detect whether replication instances for AWS 
 Database Migration Service are public 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will 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: 
  DmsReplicationNotPublic: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether AWS Database Migration Service replication instances are 
 public. The rule is NON_COMPLIANT if the value of the PubliclyAccessible field is set as 
 True. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: DMS_REPLICATION_NOT_PUBLIC 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Detect whether Amazon EBS snapshots are restorable by all 
AWS accounts (Amazon EBS スナップショットがすべての アカ
ウントで復元可能かどうかを検出する)
このコントロールは、すべての AWS アカウントが Amazon EBS スナップショットを復元するためのアク
セス権を持っているかどうかを検出します。
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これは、選択的ガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。

コンソールで:

• RestorableByUserIds フィールドが値 [All] (すべて) に設定されているスナップショットがある場
合、ルールには [Non-compliant] (非準拠) ステータスが表示されます。その場合、Amazon EBS スナッ
プショットはパブリックになります。

このコントロ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 rule to detect whether Amazon EBS snapshots are 
 restorable by all AWS accounts 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will 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: 
  EbsSnapshotPublicRestorableCheck: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
  
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether all AWS accounts have access to restore Amazon EBS 
 snapshots. The rule is NON_COMPLIANT if any snapshots have the RestorableByUserIds field 
 set to the value All. In that case, the Amazon EBS snapshots are public. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EBS_SNAPSHOT_PUBLIC_RESTORABLE_CHECK 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency
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Detect whether any Amazon EC2 instance has an associated 
public IPv4 address (Amazon EC2 インスタンスにパブリック 
IPv4 アドレスが関連付けられているかどうかを検出する)
このコントロールは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスにパブリック IPv4 ア
ドレスが関連付けられているかどうかを検出します。このコントロールは、IPv4 アドレスにのみ適用され
ます。

これは、選択的ガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。

コンソールで:

• Amazon EC2 インスタンスの設定項目にパブリック IP フィールドが存在する場合、ルールには [Non-
compliant] (非準拠) ステータスが表示されます。

このコントロ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 rule to detect whether any Amazon EC2 instance has an 
 associated public IPv4 address 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  Ec2InstanceNoPublicIp: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether an Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instance 
 has an associated public IPv4 address. The rule is NON_COMPLIANT if the public IP field is 
 present in the Amazon EC2 instance configuration item. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::EC2::Instance 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EC2_INSTANCE_NO_PUBLIC_IP

Detect whether Amazon S3 settings to block public access are 
set as true for the account (パブリックアクセスをブロックする 
Simple Storage Service (Amazon S3) の設定がアカウントに対し
て True に設定されているかどうかを検出する)
このコントロールは、パブリックアクセスをブロックするために必要な Amazon S3 設定が、バケットま
たはアクセスポイントではなくアカウントに対して true に設定されているかどうかを定期的に検出しま
す。

コンソールで:

• 少なくとも 1 つの設定が [False] である場合、ルールには [Non-compliant] (非準拠) ステータスが表示さ
れます。
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これは、選択的ガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。

このコントロ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 rule to check whether Amazon S3 settings to block public 
 access are set as true for the account. 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  PublicAccessBlockSetting: 
    Type: 'String' 
    Default: 'True' 
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will 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: 
  CheckForS3PublicAccessBlock: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Checks the Amazon S3 settings to block public access are set as true for 
 the account. The rule is non-compliant if at-least one of the settings is false. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: S3_ACCOUNT_LEVEL_PUBLIC_ACCESS_BLOCKS_PERIODIC 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::S3::AccountPublicAccessBlock 
      InputParameters: 
        IgnorePublicAcls: !Ref PublicAccessBlockSetting 
        BlockPublicPolicy: !Ref PublicAccessBlockSetting 
        BlockPublicAcls: !Ref PublicAccessBlockSetting 
        RestrictPublicBuckets: !Ref PublicAccessBlockSetting 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

991



AWS Control Tower ユーザーガイド
データレジデンシーコントロール

Detects whether an Amazon EKS endpoint is blocked from public 
access (Amazon EKS エンドポイントがパブリックアクセスから
ブロックされているかどうかを検出する)
このコントロールは、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) エンドポイントがパブリックア
クセスからブロックされているかどうかを検出します。

これは、選択的ガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。

コンソールで:

• エンドポイントがパブリックにアクセス可能な場合、ルールには [Non-compliant] (非準拠) ステータスが
表示されます。

このコントロ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 rule to detect whether an Amazon EKS endpoint is blocked 
 from public access 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will 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: 
 EKSEndpointNoPublicAccess: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 
 endpoint is publicly accessible. The rule is NON_COMPLIANT if the endpoint is publicly 
 accessible. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EKS_ENDPOINT_NO_PUBLIC_ACCESS 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 

992



AWS Control Tower ユーザーガイド
データレジデンシーコントロール

        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Detect whether an Amazon OpenSearch Service domain is in 
Amazon VPC (Amazon OpenSearch Service ドメインが Amazon 
VPC 内にあるかどうかを検出する)
このコントロールは、Amazon OpenSearch Service のドメインが Amazon VPC 内にあるかどうかを検出
します。

これは、選択的ガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。

コンソールで:

• OpenSearch Service ドメインのエンドポイントがパブリックである場合、ルールには [Non-compliant]
(非準拠) ステータスが表示されます。

このコントロ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 rule to detect whether an Amazon OpenSearch Service 
 domain is in Amazon VPC 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will 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: 
  ElasticsearchInVpcOnly: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether Amazon OpenSearch Service domains are in Amazon Virtual 
 Private Cloud (Amazon VPC). The rule is NON_COMPLIANT if the OpenSearch Service domain 
 endpoint is public. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: ELASTICSEARCH_IN_VPC_ONLY 
      MaximumExecutionFrequency: 
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        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Detect whether any Amazon EMR cluster master nodes have 
public IP addresses (Amazon EMR クラスターマスターノードに
パブリック IP アドレスがあるかどうかを検出する)
このコントロールは、Amazon EMR クラスターマスターノードにパブリック IP アドレスがあるかどうか
を検出します。

これは、選択的ガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。

コンソールで:

• マスターノードにパブリック IP アドレスがある場合、ルールには [Non-compliant] (非準拠) ステータス
が表示されます。

• このコントロールは、RUNNING または WAITING 状態のクラスターをチェックします。

このコントロ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 rule to detect whether any Amazon EMR cluster master 
 nodes have public IP addresses 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will 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: 
  EmrMasterNoPublicIp: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether any Amazon Elastic MapReduce (EMR) cluster master nodes 
 have public IP addresses. The rule is NON_COMPLIANT if a master node has a public IP. This 
 control checks clusters that are in RUNNING or WAITING state. 
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      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: EMR_MASTER_NO_PUBLIC_IP 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Detect whether the AWS Lambda function policy attached to the 
Lambda resource blocks public access (Lambda リソースにア
タッチされている Lambda 関数ポリシーがパブリックアクセスを
ブロックするかどうかを検出する)
このコントロールは、Lambda リソースにアタッチされている AWS Lambda 関数ポリシーがパブリックア
クセスをブロックするかどうかを検出します。

これは、選択的ガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。

コンソールで:

• Lambda 関数ポリシーがパブリックアクセスを許可している場合、ルールには [Non-compliant] (非準拠) 
ステータスが表示されます。

このコントロ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 rule to detect whether the AWS Lambda function policy 
 attached to the Lambda resource blocks public access 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  LambdaFunctionPublicAccessProhibited: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether the AWS Lambda function policy attached to the Lambda 
 resource prohibits public access. The rule is NON_COMPLIANT if the Lambda function policy 
 allows public access. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::Lambda::Function 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: LAMBDA_FUNCTION_PUBLIC_ACCESS_PROHIBITED
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Detect whether public routes exist in the route table for 
an Internet Gateway (IGW) (インターネットゲートウェイ 
(IGW、Internet Gateway) のルートテーブルにパブリックルート
が存在するかどうかを検出する)
このコントロールは、インターネットゲートウェイ (IGW) に関連付けられたルートテーブルにパブリック
ルートが存在するかどうかを検出します。

これは、選択的ガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。

コンソールで:

• ルートに 0.0.0.0/0 または ::/0 の送信先 CIDR ブロックがある場合、あるいは送信先 CIDR ブロッ
クがルールパラメータと一致しない場合、ルールには [Non-compliant] (非準拠) ステータスが表示されま
す。

このコントロ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 rule to detect whether public routes exist in the route 
 table for an Internet Gateway (IGW) 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  NoUnrestrictedRouteToIgw: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether public routes exist in the route table associated with 
 an Internet Gateway (IGW). The rule is NON_COMPLIANT if a route has a destination CIDR 
 block of '0.0.0.0/0' or '::/0' or if a destination CIDR block does not match the rule 
 parameter. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::EC2::RouteTable 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: NO_UNRESTRICTED_ROUTE_TO_IGW

Detect whether Amazon Redshift clusters are blocked from public 
access (Amazon Redshift クラスターがパブリックアクセスから
ブロックされているかどうかを検出する)
このコントロールは、Amazon Redshift クラスターがパブリックアクセスからブロックされているかどう
かを検出します。

これは、選択的ガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。
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コンソールで:

• クラスターの設定項目で publiclyAccessible フィールドが [True] に設定されている場合、ルールに
は [Non-compliant] (非準拠) ステータスが表示されます。

このコントロ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 rule to detect whether Amazon Redshift clusters are 
 blocked from public access 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  RedshiftClusterPublicAccessCheck: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether Amazon Redshift clusters are blocked from public 
 access. The rule is NON_COMPLIANT if the publiclyAccessible field is true in the cluster 
 configuration item. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::Redshift::Cluster 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: REDSHIFT_CLUSTER_PUBLIC_ACCESS_CHECK

Detect whether an Amazon SageMaker notebook instance allows 
direct internet access (Amazon SageMaker ノートブックインス
タンスで直接インターネットアクセスを許可しているかどうかを
検出する)
このコントロールは、Amazon SageMaker ノートブックインスタンスで直接インターネットアクセスを許
可しているかどうかを検出します。

これは、選択的ガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。

コンソールで:

• Amazon SageMaker ノートブックインスタンスで直接インターネットアクセスを許可する場合、ルール
には [Non-compliant] (非準拠) ステータスが表示されます。

このコントロ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 rule to detect whether an Amazon SageMaker notebook 
 instance allows direct internet access 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
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  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will 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: 
  SagemakerNotebookNoDirectInternetAccess: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether direct internet access is allowed for an Amazon 
 SageMaker notebook instance. The rule is NON_COMPLIANT if Amazon SageMaker notebook 
 instances allow direct internet access. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: SAGEMAKER_NOTEBOOK_NO_DIRECT_INTERNET_ACCESS 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

Detect whether any Amazon VPC subnets are assigned a public 
IP address (Amazon VPC サブネットにパブリック IP アドレスが
割り当てられているかどうかを検出する)
このコントロールは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) サブネットにパブリック IP アドレス
が割り当てられているかどうかを検出します。

これは、選択的ガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。

コンソールで:

• Amazon VPC にパブリック IP アドレスが割り当てられているサブネットがある場合、ルールには [Non-
compliant] (非準拠) ステータスが表示されます。

このコントロ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: Detect whether any Amazon VPC subnets are assigned a public IP address 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
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    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
Resources: 
  SubnetAutoAssignPublicIpDisabled: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
  
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) subnets are 
 assigned a public IP address. The rule is NON_COMPLIANT if Amazon VPC has subnets that are 
 assigned a public IP address. 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
        - AWS::EC2::Subnet 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: SUBNET_AUTO_ASSIGN_PUBLIC_IP_DISABLED

Detect whether AWS Systems Manager documents owned by 
the account are public (アカウントが所有する AWS Systems 
Manager ドキュメントがパブリックであるかどうかを検出する)
このコントロールは、アカウントが所有する AWS Systems Manager ドキュメントがパブリックであるか
どうかを検出します。

これは、選択的ガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは OU で有
効になっていません。

コンソールで: 所有者が「Self」になっているドキュメントがパブリックである場合、
ルールには [Non-compliant] (非準拠) ステータスが表示されます。

このコントロ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 rule to detect whether AWS Systems Manager documents 
 owned by the account are public 
  
Parameters: 
  ConfigRuleName: 
    Type: 'String' 
    Description: 'Name for the Config rule' 
  
  MaximumExecutionFrequency: 
    Type: String 
    Default: 24hours 
    Description: The frequency at which AWS Config will 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 

999



AWS Control Tower ユーザーガイド
オプションコントロール

 
Resources: 
  SsmDocumentNotPublic: 
    Type: AWS::Config::ConfigRule 
    Properties: 
      ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
      Description: Detects whether AWS Systems Manager (SSM) documents owned by the account 
 are public. This rule is NON_COMPLIANT if any documents with owner 'Self' are public. 
      Source: 
        Owner: AWS 
        SourceIdentifier: SSM_DOCUMENT_NOT_PUBLIC 
      MaximumExecutionFrequency: 
        !FindInMap 
        - Settings 
        - FrequencyMap 
        - !Ref MaximumExecutionFrequency

オプションコントロール
AWS Control Tower のオプションコントロールは OU レベルで適用されます。これらのオプションコント
ロールは、AWS Control Tower コンソールまたはコントロール API を使用して有効または無効にできま
す。

AWS Control Tower には、いくつかのタイプのオプションコントロールが用意されています。

• AWS CloudFormation フックに基づく プロアクティブコントロール (p. 246)。
• AWS Config ルールに基づく Security Hub コントロール。これらのコントロールは Security Hub によっ

て所有され、サービスマネージド標準: AWS Control Tower によって AWS Control Tower と統合されて
います。

• データレジデンシーコントロール。SCP と AWS Config ルールに基づく選択的コントロールであ
り、AWS Control Tower 内で実装されます。

• 強く推奨されるコントロール。SCP と AWS Config ルールに基づき、AWS Control Tower 内で実装され
ます。

• 選択的コントロール。SCP と AWS Config ルールに基づき、AWS Control Tower 内で実装されます。

AWS Control Tower によって所有される強く推奨されるコントロールと選択的コントロールはオプション
です。つまり、どのコントロールを有効にするかを選択することで、ランディングゾーンの OU の適用レ
ベルをカスタマイズできます。オプションのコントロールはデフォルトでは有効になっていません。オプ
ションのコントロールの詳細については、次のセクションのコントロールリファレンスページを参照して
ください。

Note

AWS Control Tower の検出コントロールの中には、AWS Control Tower が利用できる特定の場所
では動作しないものがあることを知っておくことが重要です。これは、これらのリージョンが必
要な基本機能をサポートしていないためです。そのため、検出コントロールをデプロイしても、
そのコントロールは AWS Control Tower で管理しているすべてのリージョンで動作しない可能性
があります。詳細については、「コントロールの制限事項 (p. 29)」を参照してください。
各コントロールのリージョンは、AWS Control Tower コンソールで表示できます。
特定のリージョンではデプロイできない検出コントロールの詳細については、リージョンサービ
ス一覧のドキュメントを参照して、AWS Config が利用可能な地域について詳しく確認してくだ
さい。検出コントロールがマネージドAWS Configルールとして実装されている場合は、Security 
Hub コントロールのリファレンスドキュメントを参照してください。

強く推奨されるコントロール
強く推奨されるコントロールは、AWS Control Tower によって所有されます。これらは、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。これらのコントロールはデフォルトで
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は有効になっておらず、AWS Control Tower コンソールまたはコントロール API を使用して無効にでき
ます。以下に、AWS Control Tower で使用できる強く推奨される各コントロールのリファレンスを示しま
す。

トピック
• Disallow Creation of Access Keys for the Root User (ルートユーザーのアクセスキーの作成を許可しな

い) (p. 1001)
• Disallow Actions as a Root User (ルートユーザーとしてのアクションを許可しない) (p. 1002)
• Detect Whether Encryption is Enabled 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 ボリュームに対して暗号化が有効になっ
ているかどうかを検出する) (p. 1002)

• Detect Whether Unrestricted Incoming TCP Traffic is Allowed (無制限の着信 TCP トラフィックが許可
されているかどうかを検出する) (p. 1003)

• Detect Whether Unrestricted Internet Connection Through SSH is Allowed (SSH を介した無制限のイン
ターネット接続が許可されているかどうかを検出する) (p. 1004)

• Detect Whether MFA for the Root User is Enabled (ルートユーザーに対して MFA が有効になっている
かどうかを検出する) (p. 1005)

• Detect Whether Public Read Access to Amazon S3 Buckets is Allowed (Simple Storage Service 
(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を検出す
る) (p. 1006)

• Detect Whether Public Write Access to Amazon S3 Buckets is Allowed (Simple Storage Service 
(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を検出す
る) (p. 1006)

• Detect Whether Amazon EBS Volumes are Attached to Amazon EC2 Instances (Amazon EBS ボ
リュームが Amazon EC2 インスタンスにアタッチされているかどうかを検出する) (p. 1007)

• Detect Whether Amazon EBS Optimization is Enabled for Amazon EC2 Instances (Amazon EC2 イン
スタンスに対して Amazon EBS 最適化が有効になっているかどうかを検出する) (p. 1008)

• Detect Whether Public Access to Amazon RDS Database Instances is Enabled (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が有効になっているかどうかを検出する) (p. 1008)

• Detect Whether Public Access to Amazon RDS Database Snapshots is Enabled (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を検出する) (p. 1009)

• Detect Whether Storage Encryption is Enabled for Amazon RDS Database Instances (Amazon 
RDS データベースインスタンスに対してストレージ暗号化が有効になっているかどうかを検出す
る) (p. 1009)

• アカウントで AWS CloudTrail または CloudTrail Lake が有効化されているかどうかを検出す
る (p. 1010)

Disallow Creation of Access Keys for the Root User (ルートユーザーのアクセス
キーの作成を許可しない)
ルート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 ユーザーまたは IAM Identity Center 
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
コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは有効になっていません。

このコントロ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", 
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            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "aws:PrincipalArn": [ 
                        "arn:aws:iam::*:root" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Disallow Actions as a Root User (ルートユーザーとしてのアクションを許可しな
い)
AWS アカウントを保護するには、ルートユーザー認証情報 (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 IAM Identity Center 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コントロールです。デフォルトでは、このコント
ロールは有効になっていません。

このコントロ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" 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

Detect Whether Encryption is Enabled 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 ボリュームに対して暗号化が有効になっているかどうかを検出する)
このコントロールは、Amazon EC2 インスタンスにアタッチされている Amazon EBS ボリュームが暗号
化されているかどうかを検出します。このコントロールは、アカウントのステータスを変更しません。こ
れは、強く推奨されるガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは 
OU で有効になっていません。

このコントロ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
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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

Detect Whether Unrestricted Incoming TCP Traffic is Allowed (無制限の着信 TCP 
トラフィックが許可されているかどうかを検出する)
このコントロールは、無制限の着信 TCP トラフィックが許可されているかどうかを検出することで、サー
バーがリスクにさらされるのを軽減するのに役立ちます。これにより、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。このコントロールは、アカウントのステータスを変更しません。これは、強く推奨
されるガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは有効になっていま
せん。

このコントロ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: 
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    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. 
      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

Detect Whether Unrestricted Internet Connection Through SSH is Allowed (SSH 
を介した無制限のインターネット接続が許可されているかどうかを検出する)

このコントロールは、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を検出します。このコントロールは、アカウントのステータスを変更しませ
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ん。これは、強く推奨されるガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロー
ルは有効になっていません。

このコントロ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 
        SourceIdentifier: INCOMING_SSH_DISABLED

Detect Whether MFA for the Root User is Enabled (ルートユーザーに対して MFA 
が有効になっているかどうかを検出する)

このコントロールは、管理アカウントのルートユーザーに対して多要素認証 (MFA) が有効になっているか
どうかを検出します。MFA では、ユーザー名とパスワードが成功した後に、さらに認証コードが必要に
なるため、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。このコントロールは、
アカウントのステータスを変更しません。これは、強く推奨されるガイダンスによる検出コントロールで
す。デフォルトでは、このコントロールは有効になっていません。

このコントロ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: 
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  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

Detect Whether Public Read Access to Amazon S3 Buckets is Allowed (Simple 
Storage Service (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
れているかどうかを検出する)

このコントロールは、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を
検出します。これは、バケットに格納されたデータへの安全なアクセスを維持するのに役立ちます。この
コントロールは、アカウントのステータスを変更しません。これは、強く推奨されるガイダンスによる検
出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは有効になっていません。

このコントロ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

Detect Whether Public Write Access to Amazon S3 Buckets is Allowed (Simple 
Storage Service (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
れているかどうかを検出する)

このコントロールは、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を
検出します。これは、バケットに格納されたデータへの安全なアクセスを維持するのに役立ちます。この
コントロールは、アカウントのステータスを変更しません。これは、強く推奨されるガイダンスによる検
出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは有効になっていません。

このコントロ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 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

Detect Whether Amazon EBS Volumes are Attached to Amazon EC2 Instances 
(Amazon EBS ボリュームが Amazon EC2 インスタンスにアタッチされているか
どうかを検出する)
このコントロールは、Amazon EBS ボリュームデバイスが Amazon EC2 インスタンスから独立して保持
されているかどうかを検出します。このコントロールは、アカウントのステータスを変更しません。これ
は、強く推奨されるガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは有効
になっていません。

このコントロ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 
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        SourceIdentifier: EC2_VOLUME_INUSE_CHECK 
      Scope: 
        ComplianceResourceTypes: 
          - AWS::EC2::Volume

Detect Whether Amazon EBS Optimization is Enabled for Amazon EC2 Instances 
(Amazon EC2 インスタンスに対して Amazon EBS 最適化が有効になっているか
どうかを検出する)

パフォーマンスに最適化された Amazon EBS ボリュームなしで Amazon EC2 インスタンスが起動される
かどうかを検出します。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。このコントロールは、アカウントのステー
タスを変更しません。これは、強く推奨されるガイダンスによる検出コントロールです。デフォルトで
は、このコントロールは有効になっていません。

このコントロ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 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

Detect Whether Public Access to Amazon RDS Database Instances is Enabled 
(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が有効になっ
ているかどうかを検出する)

Amazon RDS データベースインスタンスがパブリックアクセスを許可するかどうかを検出します。パブ
リックアクセスを禁止することで、Amazon RDS データベースインスタンスを保護できます。このコント
ロールは、アカウントのステータスを変更しません。これは、強く推奨されるガイダンスによる検出コン
トロールです。デフォルトでは、このコントロールは有効になっていません。

このコントロ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: 
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    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

Detect Whether Public Access to Amazon RDS Database Snapshots is Enabled 
(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を検出する)

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。パブリックアクセスを無効にすることで、情報を保護できます。このコントロールは、アカウ
ントのステータスを変更しません。これは、強く推奨されるガイダンスによる検出コントロールです。デ
フォルトでは、このコントロールは有効になっていません。

このコントロ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

Detect Whether Storage Encryption is Enabled for Amazon RDS Database 
Instances (Amazon RDS データベースインスタンスに対してストレージ暗号化が
有効になっているかどうかを検出する)

保存時に暗号化されていない Amazon RDS データベースインスタンスを検出します。データベースインス
タンスの基本的なストレージとその自動バックアップ、リードレプリカ、スナップショットを暗号化する
ことで、保存されている Amazon RDS データベースインスタンスを保護できます。このコントロールは、
アカウントのステータスを変更しません。これは、強く推奨されるガイダンスによる検出コントロールで
す。デフォルトでは、このコントロールは有効になっていません。

このコントロ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 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

アカウントで AWS CloudTrail または CloudTrail Lake が有効化されているかどう
かを検出する

このコントロールは、アカウントで AWS CloudTrail または CloudTrail Lake が有効になっているかど
うかを検出します。CloudTrail Lake または CloudTrail Lake がアカウントで有効でない場合、ルールは 
NON_COMPLIANT です。これは、強く推奨されるガイダンスによる検出コントロールです。デフォルト
では、このコントロールは OU で有効になっていません。

このコントロ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 detect whether an account has AWS CloudTrail 
 or CloudTrail Lake enabled. 
   
  Parameters: 
    ConfigRuleName: 
      Type: 'String' 
      Description: 'Name for the Config rule' 
   
  Resources: 
    CheckForCloudtrailEnabled: 
      Type: AWS::Config::ConfigRule 
      Properties: 
        ConfigRuleName: !Sub ${ConfigRuleName} 
        Description: Detects whether an account has AWS CloudTrail or CloudTrail Lake 
 enabled. The rule is NON_COMPLIANT if either CloudTrail or CloudTrail Lake is not enabled 
 in an account. 
        Source: 
          Owner: AWS 
          SourceIdentifier: CLOUD_TRAIL_ENABLED

選択的コントロール
選択的コントロールを使用すると、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。これらのコントロールはデフォル
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 で使用できる選択的
コントロールのリファレンスを示します。データレジデンシー用の選択的コントロールは、別のセクショ
ン (「データレジデンシー保護を強化するコントロール (p. 981)」) にまとめてあります。

トピック
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• Disallow Changes to Encryption Configuration for Amazon S3 Buckets (Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットの暗号化設定の変更を許可しない) [Previously: Enable Encryption at Rest for 
Log Archive (以前: ログアーカイブの保管時に暗号化を有効にする)] (p. 1011)

• Disallow Changes to Logging Configuration for Amazon S3 Buckets (Simple Storage Service (Amazon 
S3) バケットのログ設定の変更を許可しない) [Previously: Enable Access Logging for Log Archive (以
前: ログアーカイブのアクセスログを有効にする)] (p. 1012)

• Disallow Changes to Bucket Policy for Amazon S3 Buckets (Amazon S3 バケットのバケットポリシー
への変更を不許可にする) [Previously: Disallow Policy Changes to Log Archive (以前: ログアーカイブの
ポリシーへの変更を不許可にする)] (p. 1012)

• Disallow Changes to Lifecycle Configuration for Amazon S3 Buckets (Simple Storage Service (Amazon 
S3) バケットのライフサイクル設定の変更を許可しない) [Previously: Set a Retention Policy for Log 
Archive (以前: ログアーカイブの保持ポリシーを設定する)] (p. 1013)

• Disallow Changes to Replication Configuration for Amazon S3 Buckets (Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのレプリケーション設定の変更を許可しない) (p. 1013)

• Disallow Delete Actions on Amazon S3 Buckets Without MFA (MFA を使用しない Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットでの削除アクションを許可しない) (p. 1014)

• Detect Whether MFA is Enabled for AWS IAM Users ( IAM ユーザーに対して MFA が有効になっている
かどうかを検出する) (p. 1014)

• Detect Whether MFA is Enabled for AWS IAM Users of the AWS Console ( コンソールの IAM ユーザー
に対して MFA が有効になっているかどうかを検出する) (p. 1015)

• Detect Whether Versioning for Amazon S3 Buckets is Enabled (Simple Storage Service (Amazon S3) 
バケットのバージョニングが有効になっているかどうかを検出する) (p. 1016)

• AWS CloudFormation レジストリ内のリソースタイプ、モジュール、フックの管理を禁止す
る (p. 1016)

Disallow Changes to Encryption Configuration for Amazon S3 Buckets (Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットの暗号化設定の変更を許可しない) 
[Previously: Enable Encryption at Rest for Log Archive (以前: ログアーカイブの保
管時に暗号化を有効にする)]

このコントロールは、すべての Amazon S3 バケットについて暗号化の変更を禁止します。これは、選択
的ガイダンスによる予防コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは有効になっていませ
ん。

このコントロ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": { 
                    "aws:PrincipalARN":"arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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Disallow Changes to Logging Configuration for Amazon S3 Buckets (Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットのログ設定の変更を許可しない) 
[Previously: Enable Access Logging for Log Archive (以前: ログアーカイブのアク
セスログを有効にする)]
このコントロールは、すべての Amazon S3 バケットについてログ設定の変更を禁止します。これは、選
択的ガイダンスによる予防コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは有効になっていませ
ん。

このコントロールのアーティファクトは、以下の 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 Changes to Bucket Policy for Amazon S3 Buckets (Amazon S3 バケッ
トのバケットポリシーへの変更を不許可にする) [Previously: Disallow Policy 
Changes to Log Archive (以前: ログアーカイブのポリシーへの変更を不許可にす
る)]
このコントロールは、すべての Amazon S3 バケットについてバケットポリシーの変更を禁止します。こ
れは、選択的ガイダンスによる予防コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは有効になっ
ていません。

このコントロールのアーティファクトは、以下の 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 Changes to Lifecycle Configuration for Amazon S3 Buckets (Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットのライフサイクル設定の変更を許可しな
い) [Previously: Set a Retention Policy for Log Archive (以前: ログアーカイブの保
持ポリシーを設定する)]

このコントロールは、すべての Amazon S3 バケットについてライフサイクル設定の変更を禁止します。
これは、選択的ガイダンスによる予防コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは有効に
なっていません。

このコントロールのアーティファクトは、以下の 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 Changes to Replication Configuration for Amazon S3 Buckets (Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットのレプリケーション設定の変更を許可しな
い)

Simple Storage Service (Amazon S3) バケットでリージョン内またはリージョン間のレプリケーションを
処理するように設定された方法を変更できないようにします。例えば、単一リージョンレプリケーション
でバケットを設定して、Amazon S3 データの場所を 1 つの AWS リージョン に制限する (したがって、他
の AWS リージョン へのバケット間のオブジェクトの自動非同期コピーを無効にする) 場合、このコント
ロールは、レプリケーション設定の変更を防止します。これは、選択的ガイダンスによる予防コントロー
ルです。デフォルトでは、このコントロールは有効になっていません。

このコントロ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": [ 
                "*" 
            ] 
        } 
    ]
}
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Disallow Delete Actions on Amazon S3 Buckets Without MFA (MFA を使用しない 
Simple Storage Service (Amazon S3) バケットでの削除アクションを許可しない)

削除アクションに MFA を必須とすることで、Simple Storage Service (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成功後に追加の認証コードが必要になります。これは、選択的
ガイダンスによる予防コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは有効になっていません。

このコントロ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": { 
                "BoolIfExists": { 
                    "aws:MultiFactorAuthPresent": [ 
                        "false" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Detect Whether MFA is Enabled for AWS IAM Users ( IAM ユーザーに対して 
MFA が有効になっているかどうかを検出する)

このコントロールは、AWS IAM ユーザーに対して MFA が有効になっているかどうかを検出します。アカ
ウントのすべての AWS IAM ユーザーに MFA を必須とすることで、アカウントを保護できます。MFA で
は、ユーザー名とパスワードの成功後に追加の認証コードが必要になります。このコントロールは、アカ
ウントのステータスを変更しません。これは、選択的ガイダンスによる検出コントロールです。デフォル
トでは、このコントロールは有効になっていません。

このコントロ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: 
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  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 multi-
factor 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

Detect Whether MFA is Enabled for AWS IAM Users of the AWS Console ( コン
ソールの IAM ユーザーに対して MFA が有効になっているかどうかを検出する)

コンソールのすべての AWS 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が成功した後に、さらに認証コードが必要になるため、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。このコントロールは、MFA が有効になっているかど
うかを検出します。このコントロールは、アカウントのステータスを変更しません。これは、選択的ガイ
ダンスによる検出コントロールです。デフォルトでは、このコントロールは有効になっていません。

このコントロ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: 
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      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

Detect Whether Versioning for Amazon S3 Buckets is Enabled (Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットのバージョニングが有効になっているかどうかを
検出する)

Simple Storage Service (Amazon S3) バケットでバージョニングが有効になっている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。このコント
ロールは、アカウントのステータスを変更しません。これは、選択的ガイダンスによる検出コントロール
です。デフォルトでは、このコントロールは有効になっていません。

このコントロ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

AWS CloudFormation レジストリ内のリソースタイプ、モジュール、フックの管
理を禁止する

この選択的コントロールは、AWS CloudFormation レジストリ内の拡張タイプ (リソースタイプ、モ
ジュール、フック) の管理を禁止します。AWS CloudFormation 拡張機能の詳細については、「AWS 
CloudFormation レジストリの使用」を参照してください。

Note

環境でプロアクティブコントロールを有効にするときには、このコントロールを有効にする必要
があります。

• コントロールの目標: 設定の保護
• 実装 サービスコントロールポリシー (SCP)
• コントロールの動作: 予防
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• コントロールガイダンス: 選択的
• コントロールオーナー: AWS Control Tower
• コントロール ID: CT.CLOUDFORMATION.PR.1
• 重要度: 非常事態
• AWS サービス: AWS CloudFormation
• リソースタイプ: AWS::CloudFormation::HookDefaultVersion, 
AWS::CloudFormation::HookTypeConfig, AWS::CloudFormation::HookVersion, 
AWS::CloudFormation::ModuleDefaultVersion, 
AWS::CloudFormation::ModuleVersion, 
AWS::CloudFormation::ResourceDefaultVersion, 
AWS::CloudFormation::ResourceVersion

以下の例は、このコントロールの SCP アーティファクトを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "GRDISALLOWMODIFICATIONCFNREGISTRY", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:RegisterType", 
                "cloudformation:DeregisterType", 
                "cloudformation:SetTypeConfiguration", 
                "cloudformation:SetTypeDefaultVersion", 
                "cloudformation:PublishType" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "ArnNotLike": { 
                    "aws:PrincipalARN": "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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統合サービス
AWS Control Tower は、他の AWS のサービス上に構築されるサービスで、アーキテクチャが適切に設計
された環境のセットアップを支援します。この章では、基盤となるサービスの設定情報と AWS Control 
Tower で動作する仕組みなど、これらのサービスの概要を示します。

アーキテクチャが適切に設計された環境の評価方法の詳細については、「AWS Well-Architected Tool」を
確認してください。「管理とガバナンスクラウド環境ガイド」も参照してください。

トピック
• AWS CloudFormation を使用した環境のデプロイ (p. 1018)
• CloudTrail によるイベントのモニタリング (p. 1018)
• CloudWatch によるリソースとサービスのモニタリング (p. 1019)
• AWS Config によるリソース設定の管理 (p. 1019)
• IAM によるエンティティの許可の管理 (p. 1020)
• AWS Key Management Service (p. 1020)
• 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. 1020)
• AWS Organizations によるアカウントの管理 (p. 1020)
• Simple Storage Service (Amazon S3) によるオブジェクトの保存 (p. 1021)
• Security Hub を使用した環境のモニタリング (p. 1021)
• Service Catalog によるアカウントのプロビジョニング (p. 1021)
• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) によるユーザーとアクセスの管

理 (p. 1022)
• Amazon Simple Notification Service によるアラートの追跡 (p. 1026)
• AWS Step Functions による分散アプリケーションの構築 (p. 1026)

AWS CloudFormation を使用した環境のデプロイ
AWS CloudFormation は、AWS インフラストラクチャデプロイを予想可能および繰り返し作成し、プロ
ビジョニングすることができます。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 は、AWS CloudFormation スタックセットを使用して、アカウントにコントロー
ルを適用します。AWS CloudFormation と AWS Control Tower の連携の詳細については、「AWS 
CloudFormation での AWS Control Tower リソースの作成 (p. 52)」を参照してください。

CloudTrail によるイベントのモニタリング
AWS Control Tower は、ログ記録と監査を一元管理できるように AWS CloudTrail を設定しま
す。CloudTrail では、管理アカウントが管理アクションとライフサイクルイベントを確認できます。

CloudTrail を使用すると、アカウントの AWS API コールの履歴を保持して、クラウド内の AWS 環境をモ
ニタリングできます。たとえば、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、組織用の追跡作成を自動化したり、追跡の状態を確認した
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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 ユーザーガイド」を参照してください。

組織レベルの証跡

ランディングゾーンをセットアップすると、AWS Control Tower が新しい CloudTrail 証跡をセットアップ
します。これは組織レベルの証跡で、組織内の管理アカウントとすべてのメンバーアカウントの全イベン
トがログされます。この機能は、各メンバーアカウントで証跡を作成する管理アカウントアクセス許可を
付与するのに信頼されたアクセスに依存します。

AWS Control Tower および CloudTrail 組織証跡についての詳細は、組織の証跡の作成を参照してくださ
い。

Note

ランディングゾーンバージョン 3.0 より前の AWS Control Tower リリースでは、AWS Control 
Tower で各アカウントのメンバーアカウントの証跡が作成されていました。リリース 3.0 に更新
すると、CloudTrail 証跡が組織証跡になります。証跡を移行する際のベストプラクティスについ
ては、「CloudTrail ユーザーガイド」の「メンバーアカウントの証跡から組織の証跡への移行に
関するベストプラクティス」を参照してください。

AWS Control Tower にアカウントを登録すると、そのアカウントは AWS Control Tower 組織の AWS 
CloudTrail 追跡によって管理されます。アカウントに CloudTrail 追跡の既存のデプロイがある場合、AWS 
Control Tower にアカウントを登録する前にアカウントの既存の追跡を削除しない限り、料金が重複して発
生する可能性があります。

Note

ランディングゾーンバージョン 3.0 に更新すると、AWS Control Tower は登録済みアカウントの
アカウントレベルの証跡をユーザーに代わって削除します。既存のアカウントレベルのログファ
イルは、Amazon S3 バケットに保存されます。

CloudWatch によるリソースとサービスのモニタリ
ング

Amazon CloudWatch は、信頼性、拡張性、柔軟性に優れた数分で使用を開始できるモニタリングソ
リューションです。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 Control Tower で Amazon CloudWatch を使用する方法の詳細については、「Monitoring」 (モニタリ
ング) 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、時間の経過ととも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 
デベロッパーガイド」を参照してください。

AWS Control Tower によってプロビジョニングされた AWS Config リソースには、aws-control-tower
および値 managed-by-control-tower が自動的にタグ付けされます。

AWS Config が AWS Control Tower 内のリソースをモニタリングおよび記録する方法、およびそのリソー
スに対する請求方法については、「AWS Config を使用したリソースの変更のモニタリング (p. 1053)」を
参照してください。
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AWS Control Tower は、検出コントロールを実装するために AWS Config Rules を使用します。詳細につ
いては、「AWS Control Tower のコントロールについて (p. 218)」を参照してください。

IAM によるエンティティの許可の管理
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許可を一元管理できます。

ランディングゾーンのセットアップ時に、多数のグループが AWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On) 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許可ポリシーである許
可セットがあります。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許可の範囲を定義できます。

AWS Key Management Service
AWS Key Management Service では、データを保護するキーを作成および制御できます。AWS Control 
Tower では、オプションで AWS KMS 暗号化キーを使ってデータを暗号化できます。AWS KMS について
は、「AWS KMS デベロッパーガイド」を参照してください。

AWS Control Tower で AWS KMS キーをセットアップする方法については、「 ステップ 2。ランディング
ゾーンの設定と起動  (p. 21)」を参照してください。

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。
余分な管理オーバーヘッドが発生することなく、多くのタイプのアプリケーションやバックエンドサー
ビスのコードを実行できます。コードをアップロードすると、Lambda が高い可用性でコードを実行およ
び拡張できます。他の AWS のサービスから自動的にトリガーするようにコードをセットアップすること
も、ウェブやモバイルアプリケーションから直接コードを呼び出すこともできます。

例えば、AWS Control Tower 監査アカウントでは特定のロールをプログラムで引き受けることができるた
め、Lambda を使用して他のアカウントを確認できます。また、AWS Control Tower ライフサイクルイベ
ントを使用して、Lambda 関数をトリガー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、複数の AWS アカウントを 1 つの組織に統合できるアカウント管理サービスで、
こうして作成したアカウントは一元管理できます。Organizations では、メンバーアカウントを作成して、
既存のアカウントを組織に招待できます。それらのアカウントをグループ分けしたり、ポリシーに基づい
て管理したりできます。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、Organizations 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。Organizations の詳細については、「AWS Organizations 
ユーザーガイド」を参照してください。

AWS Control Tower は、次の OU を使用します。
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• Root - すべてのアカウントおよびランディングゾーンにある他のすべての OU の親コンテナです。
• Security - 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。
• Sandbox - この OU は、ランディングゾーンをセットアップすると作成されます。この OU とラン

ディングゾーンにあるその他の子 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

AWS Control Tower コンソールから [Organizational units] (組織単位) ページで他の OU をラン
ディングゾーンに追加できます。

考慮事項
AWS Control Tower によって作成された OU にコントロールを適用できます。AWS Control Tower の
外部で作成された OU には、デフォルトでは適用できません。ただし、そのような OU を登録できま
す。OU を登録したら、その OU とそのアカウントにコントロールを適用できます。OU の登録について
は、「AWS Control Tower への既存の組織単位の登録 (p. 211)」を参照してください。

Simple Storage Service (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。Simple Storage 
Service (Amazon S3) を使用すると、いつでもウェブ上の任意の場所から任意の量のデータを保存および
取得できます。AWS Management Console 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できます。詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」
を参照してください。

ランディングゾーンのセットアップ時に、ランディングゾーン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 Simple Storage Service (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。

Security Hub を使用した環境のモニタリング
AWS コントロールタワーは、サービスマネージド標準: AWS Control Tower と呼ばれる Security Hub 標準
によって AWS Security Hub と統合されています。詳細については、「Security Hub 標準 (p. 979)」を参照
してください。

Service Catalog によるアカウントのプロビジョニ
ング

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できます。これにより、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、ユーザーが確実に製品を見つけて起動したり
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できるようにすることが可能です。詳細については、「Service Catalog 管理者ガイド」を参照してくださ
い。

AWS Control Tower では、中央のクラウド管理者とエンドユーザーが、Service Catalog の製品である 
Account Factory を使用してランディングゾーン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 でのアカウントのプロビジョニングと管理 (p. 142)」を参照してください。

AWS Control Tower は、Service Catalog API を使用して、アカウントのプロビジョニングと更新をさらに
自動化することもできます。詳細については、AWS Service Catalog デベロッパーガイドを参照してくだ
さい。

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) によるユーザーとアクセスの管理

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) は、AWS アカウントやビジネスアプリ
ケーションに対する IAM Identity Center アクセスの管理方法を簡素化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 IAM Identity Center アクセスとユーザーアク
セス許可を管理できます。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。ま
た、IAM Identity Center には、ユーザーが自分に割り当てられている AWS アカウントやビジネスアプリ
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ユーザーポータルが含まれます。詳細につ
いては、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」を参照してくだ
さい。

AWS IAM Identity Center と AWS Control Tower の使用

AWS Control Tower で AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用すると、中央
のクラウド管理者とエンドユーザーが複数の AWS アカウントとビジネスアプリケーションへのアクセス
を管理できます。AWS Control Tower は、このサービスを使用して、Service Catalog で作成されたアカウ
ントへのアクセスをセットアップおよび管理します。

AWS Control Tower での IAM Identity Center ユーザーおよび許可のセットアップ方法に関する簡単な
チュートリアルについては、こちらの動画 (所要時間: 6 分 23 秒) をご覧ください。動画の右下にあるアイ
コンを選択すると、全画面表示にできます。字幕を利用できます。

AWS Control Tower での AWS IAM Identity Center のセットアップに関する動画チュートリアル。

IAM Identity Center での AWS Control Tower のセットアップについて

AWS Control Tower の初期セットアップの時点では、ルートユーザーと適切な許可を持つ IAM ユーザー
のみ、IAM Identity Center 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 IAM Identity Center ユーザーを作成
できるようになります。詳細については、「Account Factory でのアカウントのプロビジョニングと管
理 (p. 142)」を参照してください。

ランディングゾーンには事前設定済みディレクトリがセットアップされており、ユーザーがアカウント間
でフェデレーティッドアクセスを持つように、ユーザーアイデンティティとシングルサインオンを管理で
きるようになっています。ランディングゾーンのセットアップ時に、このデフォルトディレクトリはユー
ザーグループと許可セットを含むように作成されます。

Note

組織の AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理を、管理アカウント
以外のアカウントに委任できます。詳細については、ブログ記事「Getting started with AWS SSO 
delegated administration」(AWS SSO 委任管理の開始方法) を参照してください。

ユーザーグループ、ロール、許可セット
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AWS Control Tower に関する注意事項

ユーザーグループは、共有アカウント内で定義された特殊なロールを管理します。ロールは、一緒に属す
る許可のセットを確立します。グループのすべてのメンバーは、グループに関連付けられた許可セットや
ロールを継承します。メンバーアカウントのエンドユーザー用に新しいグループを作成して、グループが
実行する特定のタスクに必要なロールのみをカスタムに割り当てることができます。

使用できる許可セットは、読み取り専用アクセス、AWS Control Tower 管理アクセス、Service Catalog 
アクセスなど、異なるユーザー許可の幅広い要件に対応しています。これらの許可セットを使用すること
で、エンドユーザーは、エンタープライズのガイドラインに従って、ランディングゾーン内の各自の AWS 
アカウントを迅速にプロビジョニングできます。

ユーザー、グループ、および許可の割り当てを計画するためのヒントについては、「 グループ、ロール、
ポリシーを設定する上での推奨事項  (p. 39)」を参照してください。

AWS Control Tower のコンテキストでこのサービスを使用する方法の詳細については、「AWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」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 は、ホームリージョンに IAM Identity Center ディレクトリをセットアップし
ます。ランディングゾーンを別のリージョンにセットアップして IAM Identity Center コンソール
に移動する場合は、そのリージョンをホームリージョンに変更する必要があります。ホームリー
ジョンの IAM Identity Center 設定は削除しないでください。

IAM Identity Center アカウントと AWS Control Tower 
に関する注意事項
ここでは、AWS Control Tower で IAM Identity Center ユーザーアカウントを使用する際の注意事項をいく
つか紹介します。

• AWS IAM Identity Center ユーザーアカウントが無効になっている場合、Account Factory で新しいアカ
ウントをプロビジョニングしようとすると、エラーメッセージが表示されます。IAM Identity Center コ
ンソールで IAM Identity Center ユーザーを再度有効にすることができます。

• Account Factory によって発行されたアカウントに関連付けられたプロビジョニング済み製品を更新する
ときに、新しい IAM Identity Center ユーザーの E メールアドレスを指定すると、AWS Control Tower に
よって新しい IAM Identity Center ユーザーアカウントが作成されます。以前に作成したユーザーアカウ
ントは削除されません。AWS IAM Identity Center から以前の IAM Identity Center ユーザーの E メール
アドレスを削除する場合は、Disabling a User (ユーザーを無効にする) を参照してください。

• AWS IAM Identity Center は Azure Active Directory と統合されており、既存の Azure Active Directory を 
AWS Control Tower に接続できます。

• AWS Control Tower が IAM Identity Center やさまざまなアイデンティティソースとやり取りする動作の
詳細については、AWS IAM Identity Center ドキュメントのアイデンティティソースの変更に関する考慮
事項を参照してください。

AWS Control Tower の IAM Identity Center 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編成するために事前設定され
たグループを利用できます。ユーザーを追加して、IAM Identity Center で直接これらのグループに割り当
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てることができます。これにより、アカウント内では許可セットがグループのユーザーに一致します。ラ
ンディングゾーンのセットアップ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 許可セット 説明

管理アカウント 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。

AWSServiceCatalogAdmins

アカウント 許可セット 説明

管理アカウント 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 許可セット 説明

管理アカウント 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 
Organizations へのフルアクセス
が与えられます。

AWSSecurityAuditPowerUsers

アカウント 許可セット 説明

管理アカウント 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
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アカウント 許可セット 説明
ポートするリソースとサービス
を作成および設定できます。

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
を作成および設定できます。

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
を作成および設定できます。

AWSSecurityAuditors

アカウント 許可セット 説明

管理アカウント 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。

AWSLogArchiveAdmins

アカウント 許可セット 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。
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AWSLogArchiveViewers

アカウント 許可セット 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。

AWSAuditAccountAdmins

アカウント 許可セット 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通知を瞬時に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 デベロッパーガイド」を参照してください。

AWS Control Tower では、Amazon SNS を使用して、管理アカウントおよび監査アカウントの E メール
アドレスにプログラムによるアラートを送信します。これらのアラートは、ランディングゾーン内での
ドリフトの防止に役立ちます。詳細については、「AWS Control Tower でドリフトを検出および解決す
る (p. 191)」を参照してください。

また、Amazon Simple Notification Service は AWS Config からコンプライアンス通知を送信する場合にも
使用します。

Tip

AWS Control Tower コントロールのコンプライアンス通知を (監査アカウントで) 受信する最良の
方法の 1 つは、AggregateConfigurationNotifications をサブスクライブすることです。
コンプライアンスの検査に役立つサービスです。このサービスでは、コンプライアンスに準拠し
ない AWS Config ルールに関する実際のデータが提供されます。AWS Config は、OU 内のアカウ
ントのリストを自動的に維持します。
E メールや SNS で許可されている任意のタイプのサブスクリプションを
使用して、マニュアルでサブスクライブする必要があります。ステート
メント arn:aws:sns:homeregion:account:aws-controltower-
AggregateSecurityNotifications により、監査アカウントにつながります。

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 デ
ベロッパーガイド」を参照してください。
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AWS Control Tower のセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS と顧客の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリティ
およびクラウド内のセキュリティと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 サービスを実行するインフラストラクチャ
を保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。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、サードパーティーの審査機関によって定期的
にテストおよび検証されています。AWS Control Tower に適用されるコンプライアンスプログラムの詳
細については、「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してくだ
さい。

• クラウド内のセキュリティ – ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて判断されます。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 を使用する際の責任共有モデルの適用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よう AWS Control 
Tower を設定する方法について説明します。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 のサービスの使用方法についても説明します。

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

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

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 が最低必要であり、TLS 1.3 をお勧めしま

す。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

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

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
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• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィール
ドに格納しないことを強くお勧めします。これには、コンソール、API、AWS CLI、または AWS SDK を
使用して AWS Control Tower または その他の AWS のサービスを使用する場合も含まれます。名前に使用
する自由記述のテキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があり
ます。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報
を URL に含めないことを強くお勧めします。

Note

AWS CloudTrail でのユーザーアクティビティログは、ランディングゾーンを設定するときに 
AWS Control Tower で自動的に処理されます。

データ保護の詳細についてはAWS 責任共有モデルと AWS セキュリティブログ GDPR の GDPR ブログ投
稿を参照してください。AWS Control Tower には、ランディングゾーンに存在するコンテンツを保護する
ために使用できる次のオプションがあります。

トピック
• 保管時の暗号化 (p. 1028)
• 転送時の暗号化 (p. 1028)
• コンテンツへのアクセスの制限 (p. 1028)

保管時の暗号化
AWS Control Tower では、ランディングゾーンを支援するために Simple Storage Service (Amazon S3) マ
ネージドキー (SSE-S3) を使用して保管時に暗号化される Simple Storage Service (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、この暗号化はランディングゾー
ンのセットアップ時に設定されます。必要に応じて、KMS 暗号化キーでリソースを暗号化するようにラン
ディングゾーンを構成できます。また、ランディングゾーン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
ンドキュメントでセキュリティに関する章を参照してください。

転送時の暗号化
AWS Control Tower では、ランディングゾーン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、この暗号化はランディングゾーン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、IAM Identity Center 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。

• ランディングゾーンのセットアップ時に作成された IAM Identity Center グループの詳細については、
「AWS Control Tower の IAM Identity Center グループ (p. 1023)」を参照してください。
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AWS Control Tower の Identity and Access 
Management

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単
位 (OU) の作成など、ランディングゾーンで操作を実行するには、AWS Identity and Access Management 
(IAM) または AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) により、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。例えば、AWS Control Tower コンソールを使用している場合
は、管理者から提供された AWS 認証情報を指定して ID を認証します。

ユーザーがアイデンティティを認証したら、IAM が特定の一連の操作とリソースに対して定義された一連
の許可を使用して、ユーザーの AWS へのアクセスを制御します。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コントロールできま
す。

トピック
• 認証 (p. 1029)
• アクセスコントロール (p. 1030)
• AWS Control Tower リソースに対するアクセス許可の管理の概要 (p. 1031)
• クロスサービス偽装の防止 (p. 1038)
• AWS Control Tower でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用する (p. 1039)

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 アカウントルートユーザー - AWS アカウントを初めて作成するときには、このアカウントのすべ
ての AWS サービスとリソースに対して完全なアクセス権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ます。アカウントの作成に使用した E 
メールアドレスとパスワードでサインインすると、このアイデンティティにアクセスできます。日常
的なタスクには、それが管理者タスクであっても、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めしま
す。代わりに、最初の IAM Identity Center ユーザー (推奨) または IAM ユーザー (ほとんどの場合にベス
トプラクティスではない) 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。詳細については、「ルートユーザーとしてサイ
ンインする場合 (p. 41)」を参照してください。

• IAM ユーザー – IAM ユーザーは、特定のカスタムアクセス許可を持つ AWS アカウント内のアイデン
ティティです。IAM ユーザー認証情報を使用して、AWS 管理コンソール、AWS ディスカッション
フォーラム、AWS Support Center 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。AWS のベストプラクティスでは、IAM ユーザーではなく IAM Identity Center ユーザーを作成す
ることをお勧めします。これは、長期間の認証情報を持つ IAM ユーザーを作成するとセキュリティ上の
リスクが高まるためです。

特定の目的で IAM ユーザーを作成する必要がある場合は、サインイン認証情報に加えて、IAM ユーザー
ごとにアクセスキーを作成できます。複数の SDK の 1 つを通して、または AWS コマンドラインイン
ターフェイス (CLI) を使用して、プログラムで AWS サービスを呼び出す場合に、これらのキーを使用
できます。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、リクエストに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 全般のリファレンス」の「署名バージョン 
4 の署名プロセス」を参照してください。

• IAM ロール - IAM ロールは、アカウントで作成して特定の許可を付与できる IAM ID です。IAM ロール
は、アイデンティティが AWS で実行できることとできないことを決定するアクセス許可ポリシーを持
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つ AWS アイデンティティであるという点で 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。
• フェデレーションユーザーアクセス - IAM ユーザーを作成する代わりに、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 ID プロバイダーからの既存の ID を使用できま
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 は、アイデンティティ
プロバイダー経由でアクセスがリクエストされると、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 のサービスアクセス – サービスロールは、ユーザーに代わってユーザーのアカウント内でアク
ションを実行するためにサービスが引き受ける IAM ロールです。AWS のサービス環境には、セット
アップ時にサービスが引き受けるロールを定義する必要があるものもあります。このサービスロー
ルには、サービスが必要とする AWS リソースにアクセスするために必要となるすべての許可が含ま
れている必要があります。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、ユーザーがそのサービスの文書化された要件を満たしている限り、許可を選択することが
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
部からサービスロールを作成、修正、削除できます。例えば、Amazon Redshift がユーザーに代わっ
て Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにアクセスし、そのバケットのデータを 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許可を委任するロールの作成」を参照してください。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション – IAM ロールを使用して、Amazon EC2 インスタ
ンスで実行され、AWS CLI または AWS API リクエストを実行しているアプリケーションのための一
時的な認証情報を管理できます。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、そのアプリケーションのすべて
が使用できるようにするには、インスタンスにアタッチされるインスタンスプロファイルを作成しま
す。インスタンスプロファイルにはこのロールが含まれ、Amazon EC2 インスタンスで実行されてい
るプログラムが一時的な認証情報を取得できるようにします。詳細については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに IAM ロールを使用して権限を付
与する」を参照してください。

• IAM Identity Center ユーザー IAM Identity Center ユーザーポータルに対する認証は、IAM Identity Center 
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 IAM Identity Center コンソールでそれらの AWS アカウントに対するアクセス許可がだれに割り

当てられているか。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 
ユーザーガイド」の「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 アカウントに適切なアクセス権を許可するために、AWS IAM Identity Center コンソー
ルでエンドユーザーにどのレベルのアクセス許可が付与されているか。詳細については、「AWS IAM 
Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「許可セット」を参照してく
ださい。

アクセスコントロール
ランディングゾーンで 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アクセス許可と、対応するリソースにアクセスするアク
セス許可が必要です。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 の許可を管理する方法について説明します。

トピック

• AWS Control Tower リソースに対するアクセス許可の管理の概要 (p. 1031)
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• AWS Control Tower でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用する (p. 1039)

AWS Control Tower リソースに対するアクセス許可の
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、リソースを作成する、またはアクセスを
取得する許可は、アクセス許可のポリシーによって管理されます。アカウント管理者は、IAM アイデン
ティティ (つまり、ユーザー、グループ、ロール) に権限ポリシーを添付できます。一部のサービス (AWS 
Lambda など) は、リソースへの許可ポリシーのアタッチもサポートします。

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。

ユーザーまたはロールに権限を付与する責任を負う場合は、権限を必要とするユーザーとロール、各ユー
ザーとロールが権限を必要とするリソース、およびそれらのリソースを操作するために許可する必要のあ
る特定のアクションを把握して追跡する必要があります。

トピック
• AWS Control Tower のリソースとオペレーション (p. 1031)
• リソース所有権について (p. 1031)
• リソースへのアクセスの管理 (p. 1032)
• ポリシー要素の指定: Action、Effect、Principal (p. 1037)
• ポリシーでの条件の指定 (p. 1038)

AWS Control Tower のリソースとオペレーション
AWS Control Tower では、プライマリリソースはランディングゾーンです。AWS Control Tower では、追
加のリソースタイプ、コントロール (ガードレールと呼ばれることもあります) もサポートされています。
ただし、AWS Control Tower では、既存のランディングゾーンのコンテキストでのみコントロールを管理
できます。コントロールはサブリソースと呼ぶことができます。

AWS のリソースとサブリソースには、次の表に示すとおり、一意の Amazon リソースネーム (ARN) が関
連付けられています。

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 Identity Center 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。次の例は、この仕組みを示しています。

• AWS アカウントの AWS アカウントルートユーザー認証情報を使用してランディングゾーンを設定した
場合、AWS アカウントが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、そのユーザーにランディングゾーンを設定するアクセス許
可を付与した場合、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、ランディングゾーンを
設定できます。ただし、ユーザーが属する AWS アカウントは、ランディングゾーンリソースを所有し
ます。

• ランディングゾーン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 ロールを作成した場
合、ロールを引き受けることのできるいずれのユーザーもランディングゾーンを設定できます。ロール
が属する AWS アカウントは、ランディングゾーンリソースを所有します。
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リソースへのアクセスの管理
アクセス許可ポリシーでは、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、アクセス許
可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しい説明はしません。完全な IAM ドキュメンテーションについて
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と説
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ているポリシーは、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。

Note

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) のみサポートされ
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) について (p. 1032)
• ロールを作成して、アクセス許可を割り当てる (p. 1032)
• リソースベースのポリシー (p. 1037)

アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) について
ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。例えば、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許可ポリシーをアタッチする – ランディングゾーンのセット
アップなどの AWS Control Tower リソースを作成するユーザー許可を付与するために、ユーザーまたは
ユーザーが所属するグループに許可ポリシーをアタッチできます。

• 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許可を付与) – 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許可を付与することができま
す。例えば、ある AWS アカウント (アカウント A) の管理者は、別の AWS アカウント (アカウント B) 
にクロスアカウント権限を付与するロールを作成したり、別の AWS サービスにアクセス許可を付与す
るロールを作成したりできます。
1. アカウント A の管理者は IAM ロールを作成し、そのロールに、アカウント A のリソースを管理する

許可を付与する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、ロールに信頼ポリシーをアタッチします。ポリシーは、ロールを引き受け

ることのできるプリンシパルとしてアカウント B を識別します。
3. プリンシパルとして、アカウント B の管理者は、アカウント B のすべてのユーザーにそのロールを

引き受ける権限を与えることができます。このロールを引き受けることで、アカウント B のユーザー
はアカウント A のリソースを作成したり、アクセスしたりできます。

4. ロールを引き受ける機能 (権限) を AWS のサービスに付与する場合は、信頼ポリシーで指定するプリ
ンシパルも AWS サービスにできます。

ロールを作成して、アクセス許可を割り当てる
ロールとアクセス許可により、AWS Control Tower や AWS の他のサービスのリソースにアクセスできま
す。これにはリソースへのプログラムによるアクセスも含まれます。

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

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

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

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

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー

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

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

IAM を使用した許可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。

Note

AWS Control Tower のランディングゾーンを設定するときは、AdministratorAccess管理ポリシー
持つユーザーまたはロールが必要です。(arn: aws: iam# aws: policy/AdministratorAccess)

AWS のサービス のロールを作成するには (IAM コンソール)

1. AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コン
ソールを開きます。

2. IAM コンソールのナビゲーションペインで、[ロール]、[ロールを作成] の順に選択します。
3. AWS のサービス のロールタイプを選択します。
4. サービスのユースケースを選択します。ユースケースは、サービスに必要な信頼ポリシーを含めるよ

うに定義されています。
5. [Next] (次へ) をクリックします。
6. 可能であれば、アクセス許可ポリシーとして使用するポリシーを選択します。または、[Create policy]

(ポリシーの作成) を選択して、新しいブラウザータブを開き、最初から新しいポリシーを作成しま
す。詳細については、IAM ユーザーガイド の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

7. ポリシーを作成したら、そのタブを閉じて元のタブに戻ります。サービスに割り当てるアクセス許可
ポリシーの横にあるチェックボックスをオンにします。

選択したユースケースに応じて、サービスでは次のようなことが可能になる場合があります。

• サービスがロールのアクセス許可を定義しているため、何もありません。
• 制限されたアクセス権限から選択します。
• すべてのアクセス権限から選択します。
• 今回は、ポリシーなしを選択します。しかし、後でポリシーを作成し、それをロールにアタッチす

ることは可能です。
8. (オプション) アクセス許可の境界を設定します。これは、サービスロールに使用できる高度な機能で

あり、サービスリンクされたロールではありません。

[Permissions boundary] (アクセス許可の境界) セクションを展開し、[Use a permissions boundary to 
control the maximum role permissions] (アクセス許可の境界を使用して、ロールのアクセス許可の上
限を設定する) を選択します。IAM には、アカウント内の AWS 管理ポリシーとカスタマー管理ポリ
シーのリストがあります。アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択するか、[ポリシーの
作成] を選択して新しいブラウザタブを開き、新しいポリシーをゼロから作成します。詳細について
は、IAM ユーザーガイド の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。ポリシーを作成したら、そ
のタブを閉じて元のタブに戻り、アクセス許可の境界として使用するポリシーを選択します。

9. [Next] (次へ) をクリックします。
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10. [ロール名] で、ロール名のカスタマイズの度合いはサービスによって定義されます。サービスのロー
ル名が定義されている場合、このオプションを変更することはできません。その他の場合、サービス
はロールのプレフィックスを定義し、オプションのサフィックスを入力できるようにするかもしれま
せん。一部のサービスでは、ロール名全体を指定することができます。

可能な場合は、このロールの目的を識別するのに役立つロール名またはロール名サフィックスを入力
します。ロール名は AWS アカウント アカウント内で一意である必要があります。ロール名では大文
字と小文字が区別されないため、PRODROLE および prodrole の両方の名前を持つロールを作成する
ことはできません。さまざまなエンティティがロールを参照する可能性があります。そのため、作成
後はロールの名前を変更できません。

11. (オプション) [Description] (説明) には、新しいロールの説明を入力します。
12. [Step 1: Select trusted entities] (ステップ 1: 信頼済みエンティティの選択) または [Step 2: Select 

permissions] (ステップ 2: 権限の選択) のセクションで [Edit] (編集) を選択し、ロールのユースケース
と権限を変更します。

13. (オプション) タグをキーバリューのペアとしてアタッチして、メタデータをロールに追加しま
す。IAM でのタグの使用に関する詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM リソースにタグ
を付ける」を参照してください。

14. ロールを確認してから、[Create role] (ロールを作成) を選択します。

JSON ポリシーエディタを使用してポリシーを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
iam/) を開きます。

2. 左側のナビゲーション列で、[ポリシー] を選択します。

[Policies] (ポリシー) を初めて選択する場合は、[Welcome to Managed Policies] (マネージドポリシー
にようこそ) ページが表示されます。[Get Started] (今すぐ始める) を選択します。

3. ページの上部で、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. JSON ポリシードキュメントを入力するか貼り付けます。IAM ポリシー言語の詳細については、IAM 

ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシーリファレンス」を参照してください。
6. ポリシーの検証中に生成されたセキュリティ警告、エラー、または一般的な警告を解決してから、[ポ

リシーの確認] を選択します。

Note

いつでも [Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブと [JSON] タブを切り替えることができま
す。ただし、[Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブで [Review policy] (ポリシーの確認) を
変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成してビジュアルエディタに合わせて最適
化することがあります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ポリシーの再構成」を参
照してください。

7. [ポリシーの確認] ページに作成するポリシーの [名前] と [説明] を入力します。ポリシーの [Summary]
(概要) を参照して、ポリシーによって付与された許可を確認します。次に、[Create policy] (ポリシー
の作成) を選択して作業を保存します。

ビジュアルエディタを使用してポリシーを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コン
ソールを開きます。

2. 左側のナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。

初めて [ポリシー] を選択する場合には、[管理ポリシーにようこそ] ページが表示されます。[Get 
Started] (今すぐ始める) を選択します。

3. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
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4. [Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブで、[Choose a service] (サービスを選択) をクリックしま
す。次に、ポリシーに追加する AWS のサービス を選択します。上部の検索ボックスを使用して、
サービスのリストの結果を制限することができます。ビジュアルエディタのアクセス許可ブロック内
で選択できるサービスは 1 つのみです。複数のサービスにアクセス許可を付与するには、[さらにアク
セス許可を追加する] を選択して、複数のアクセス許可ブロックを追加します。

5. [アクションの選択] を選択し、ポリシーに追加するアクションを選択します。ビジュアルエディタ
に、前の手順で選択したサービスで使用可能なアクションが表示されます。

アクションは次の方法で選択できます。

• チェックボックスを使用して、サービスのすべてのアクション、または事前定義されたいずれかの 
[アクセスレベル] グループのすべてのアクションを選択します。

• それぞれの [アクセスレベル] グループを展開して、個々のアクションを選択します。
• [アクションの追加] を選択して特定のアクションを入力するか、ワイルドカード (*) を使用して複

数のアクションを指定します。

デフォルトでは、作成しているポリシーが選択するアクションを許可します。その代わりに選択した
アクションを拒否するには、[Switch to deny permissions (アクセス許可の拒否に切り替え)] を選択し
ます。IAM はデフォルトでは拒否されるため、ユーザーが必要とするアクションとリソースのみに対
してアクセス許可を許可することを、セキュリティのベストプラクティスとしてお勧めします。これ
は "許可リスト" と呼ばれることもあります。別のステートメントまたはポリシーによって個別に許可
されるアクセス許可を上書きする場合のみ、アクセス許可を拒否する ("拒否リスト") JSON ステート
メントを作成します。これにより、アクセス許可のトラブルシューティングがより困難になる可能性
があるため、拒否ステートメントの数は最小限に制限することをお勧めします。

6. 前のステップで選択したアクションが特定のリソースの選択をサポートしていない場合は、[すべての
リソース] が選択されます。その場合、このセクションを編集することはできません。

リソースレベルのアクセス許可をサポートするアクションを 1 つ以上選択した場合、ビジュアルエ
ディタはこれらのリソースをリストします。次に、[リソース] を選択してポリシーのリソースを指定
します。

リソースは次の方法で選択できます。

• [Add ARN (ARN の追加)] を選択して、リソースの詳細を提供することができます。値を入力する
代わりに、[任意] を選択して、指定した設定の任意の値をアクセス許可に割り当てることもできま
す。たとえば、Amazon EC2 の [Read (読み取り)] アクセスレベルグループを選択した場合、ポリ
シーのアクションは instance リソースタイプをサポートします。リソースの [Region (リージョ
ン)]、[Account (アカウント)]、[インスタンス ID] の各値を指定する必要があります。アカウント ID 
を指定するが、リージョンとインスタンス ID に [Any (任意)] を選択する場合、ポリシーでアカウン
トの任意のインスタンスにアクセス許可が付与されます。

• [Add ARN (ARN の追加)] を選択して、それらの Amazon リソースネーム (ARN) 別にリソースを指
定します。ワイルドカード (*) を ARN の任意のフィールドに含めることができます (コロンの各ペ
アの間)。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAM JSON ポリシー要素: Resource」を参照し
てください。

• リソースセクションの右端にある [任意] を選択して、特定のタイプのリソースにアクセス許可を付
与します。

• [All resources (すべてのリソース)] を選択し、そのサービスのすべてのリソースを選択します。
7. (オプション) [リクエスト条件の指定 (オプション)] を選択して、作成するポリシーに条件を追加しま

す。条件によって JSON ポリシーステートメントの効果が制限されます。例えば、特定の時間範囲内
でそのユーザーのリクエストが発生した場合にのみ、ユーザーがリソースに対してアクションを実行
できるように指定できます。一般的に使用される条件を使用して、Multi-Factor Authentication (MFA) 
デバイスを使用してユーザーを認証する必要があるかどうか、または特定の IP アドレス範囲内でリク
エストを送信する必要があるかどうかを制限することもできます。ポリシー条件で使用できるすべて
のコンテキストキーのリストについては、サービス認証リファレンスの「AWS のサービス のサービ
スのアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

1035

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_evaluation-logic.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_controlling.html#access_controlling-resources
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_aws-services-that-work-with-iam.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-arns-and-namespaces.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/reference_policies_elements_resource.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/reference_policies_actions-resources-contextkeys.html
https://docs.aws.amazon.com/service-authorization/latest/reference/reference_policies_actions-resources-contextkeys.html


AWS Control Tower ユーザーガイド
IAM によるアクセス管理の概要

条件は次の方法で選択できます。

• 一般的に使用される条件を選択するには､チェックボックスを使用します。
• 他の条件を指定するには、[条件の追加] を選択します。条件の [キー]、[修飾子]、[演算子]を選択

し、[値] を入力します｡ 複数の値を追加するには、[新しい値を追加] を選択します。値は、論理 
"OR" 演算子によって接続されていると見なすことができます。完了したら、[追加] を選択します。

複数の条件を追加するには、[条件の追加] を選択します。必要に応じて操作を繰り返します。各条件
は、この 1 つのビジュアルエディタのアクセス許可ブロックにのみ適用されます。アクセス許可ブ
ロックが一致すると見なされるためには、すべての条件が満たされている必要があります。つまり、
論理 "AND" 演算子によって接続される条件を考慮してください。

Condition 要素の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシー要素: Condition」
を参照してください。

8. さらにアクセス許可ブロックを追加するには、[さらにアクセス許可を追加する] を選択します。各ブ
ロックに対して、ステップ 2 から 5 を繰り返します。

9. 完了したら、[Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。
Note

いつでも [Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブと [JSON] タブを切り替えることができま
す。ただし、[Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブで [Review policy] (ポリシーの確認) を
変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成してビジュアルエディタに合わせて最適
化することがあります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ポリシーの再構成」を参
照してください。

10. [ポリシーの確認] ページに作成するポリシーの [名前] と [説明] を入力します。ポリシー概要を確認し
て、目的のアクセス許可を付与していることを確認し、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択して新
しいポリシーを保存します。

プログラム的なアクセス権を付与するには

AWS Management Console の外部で AWS を操作するには、ユーザーはプログラムによるアクセスが必要
です。プログラムによるアクセスを許可する方法は、AWS にアクセスしているユーザーのタイプによって
異なります。

ユーザーにプログラムによるアクセス権を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ワークフォース ID

(IAM Identity Center で管理され
ているユーザー)

一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」を
参照してください。

• AWS SDK、ツール、および 
AWS API については、「AWS 
SDK とツールリファレンスガ
イド」の「IAM Identity Center 
認証」を参照してください。
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どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

IAM 一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

「IAM ユーザーガイド」の
「AWS リソースでの一時的な認
証情報の使用」の指示に従って
ください。

IAM (非推奨)
長期的な認証情報を使用
して、AWS CLI、AWS 
SDK、AWS API へのプログラ
ムによるリクエストに署名しま
す。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「IAM ユー
ザー認証情報を使用した認
証」を参照してください。

• AWS SDK とツールについて
は、「AWS SDK とツールリ
ファレンスガイド」の「長
期認証情報を使用して認証す
る」を参照してください。

• AWS API については、「IAM 
ユーザーガイド」の「IAM 
ユーザーのアクセスキーの管
理」を参照してください。

攻撃者からの保護

他の AWS のサービスプリンシパルにアクセス許可を付与するときに攻撃者から保護する方法の詳細につ
いては、「ロールの信頼関係のオプションの条件 (p. 93)」を参照してください。ポリシーに特定の条件を
追加することで、混乱した代理攻撃と呼ばれる特定のタイプの攻撃を防ぐことができます。これは、クロ
スサービス偽装など、エンティティが、より特権のあるエンティティにアクションを実行させる場合に発
生します。ポリシー条件に関する一般的な情報については、「ポリシーでの条件の指定 (p. 1038)」も参照
してください。

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場合の詳細については、「AWS 
Control Tower でアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) を使用する (p. 1039)」を参照してく
ださい。ユーザー、グループ、ロール、アクセス許可の詳細については、「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

Simple Storage Service (Amazon S3) などの他のサービスでは、リソースベースの許可ポリシーもサポー
トされています。例えば、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。AWS Control Tower では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。

ポリシー要素の指定: Action、Effect、Principal
現在、AWS Control Tower には、ランディングゾーンをセットアップする API はありません。コントロー
ルを管理する API のみです。AWS Control Tower コンソールを使用して、ランディングゾーンを設定およ
び管理できます。ランディングゾーンを設定するには、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。

ポリシーで識別できる最も基本的な要素は次の通りです。
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• [Resource] (リソース) – ポリシーで Amazon リソースネーム (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 のリソースとオペレーショ
ン (p. 1031)」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。実行可能なアクションのタイプについては、「AWS Control Tower で定義されたアクション」
を参照してください。

• 効果 – ユーザーが特定のアクションを要求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付与 (許可) していない場合、アクセスは暗黙的に拒否されま
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。

• Principal – ID 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、権限 (リソースベースのポリシーにの
み適用) を受け取りたいユーザー、アカウント、サービス、またはその他のエンティティを指定しま
す。AWS Control Tower では、リソースベースのポリシーはサポートされていません。

IAM ポリシーの構文と記述の詳細については、「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
許可を付与するとき、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。例えば、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、必要に応じて使用できる AWS 全体の条件キーがあります。AWS 全体のキーの完全
なリストについては、IAM ユーザーガイドで条件に利用できるキーを参照してください。

クロスサービス偽装の防止
AWS では、クロスサービス偽装が、混乱した代理問題を生じさせる可能性があります。あるサービスが別
のサービスを呼び出すとき、あるサービスが別のサービスを操作し、それ以外では許可されていない方法
で、お客様のリソースに影響を及ぼす許可を使用した場合、クロスサービス偽装が発生します。この攻撃
を防ぐため、AWS では、データの保護に役立つツールを提供しています。これにより、正当なアクセス許
可が付与されたサービスのみがアカウントのリソースにアクセスできます。

ポリシーで aws:SourceArn 条件および aws:SourceAccount 条件を使用して、お客様のリソースにア
クセスするために AWS Control Tower が別のサービスに付与する許可を制限することをお勧めします。

• クロスサービスのアクセスにリソースを 1 つだけ関連付けたい場合は、aws:SourceArn を使用しま
す。

• クロスサービスが使用できるように、アカウント内の任意のリソースを関連付けたい場合
は、aws:SourceAccount を使用します。

• aws:SourceArn の値に Simple Storage Service (Amazon S3) バケットの ARN などのアカウント ID が
含まれていない場合は、両方の条件を使用して、許可を制限する必要があります。

• 両方の条件を使用する場合、および aws:SourceArn の値にアカウント ID が含まれている場合
は、aws:SourceAccount の値と、aws:SourceArn の値のアカウントは、同じポリシーステートメン
トで使用するとき、同じアカウント ID を示している必要があります。

詳細な説明と例については、「ロールの信頼関係のオプションの条件 (p. 93)」を参照してください。
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AWS Control Tower でアイデンティティベースのポリ
シー (IAM ポリシー) を使用する
このトピックでは、アカウント管理者がどのようにして IAM アイデンティティ (ユーザー、グループ、
ロール) に許可ポリシーをアタッチし、それによって AWS Control Tower リソースでのオペレーションを
実行する許可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 リソースに対するアクセス許可の管理の概要 (p. 1031)」を参照してくださ
い。

AWS Control Tower コンソールを使用するために必要なアクセス
許可
AWS Control Tower は、ランディングゾーンを設定するときに、3 つのロールを自動的に作成します。コ
ンソールアクセスを許可するには、3 つのロールすべてが必要です。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。

3 つの必須ロール

• AWS Control Tower 管理者ロール (p. 1039)
• AWSControlTowerStackSetRole (p. 1043)
• AWSControlTowerCloudTrailRole (p. 1043)

これらのロールのロール信頼ポリシーへのアクセスを制限することをお勧めします。詳細については、
「ロールの信頼関係のオプションの条件 (p. 93)」を参照してください。

AWS Control Tower 管理者ロール
このロールは、ランディングゾーン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。AWSControlTowerAdmin ロールには、アタッチされたマネージドポ
リシーと、IAM ロールのロール信頼ポリシーが必要です。ロール信頼ポリシーは、リソースベースのポリ
シーで、どのプリンシパルがロールを引き受けることができるかを指定します。

このロールのマネージドポリシー: AWSControlTowerServiceRolePolicy

AWSControlTowerServiceRolePolicy
AWSControlTowerServiceRolePolicy AWS 管理ポリシーは、AWS Control Tower リソース (AWS 
CloudFormation スタックセットとスタックインスタンス、AWS CloudTrail ログファイル、AWS Control 
Tower の設定アグリゲータ、AWS Control Tower で管理される AWS Organizations アカウントと組織単位 
(OU) など) を作成し管理するためのアクセス許可を定義します。

この管理ポリシーの更新は、表 AWS Control Tower のマネージドポリシー (p. 1044) にまとめられていま
す。

マネージドポリシー名: AWSControlTowerServiceRolePolicy

AWSControlTowerServiceRolePolicy の JSON アーティファクトは次のとおりです。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:CreateStackInstances", 
                "cloudformation:CreateStackSet", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:DeleteStackInstances", 
                "cloudformation:DeleteStackSet", 
                "cloudformation:DescribeStackInstance", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:DescribeStackSet", 
                "cloudformation:DescribeStackSetOperation", 
                "cloudformation:ListStackInstances", 
                "cloudformation:UpdateStack", 
                "cloudformation:UpdateStackInstances", 
                "cloudformation:UpdateStackSet" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:type/resource/AWS-IAM-Role" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "account:EnableRegion", 
                "account:ListRegions", 
                "account:GetRegionOptStatus" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:CreateStackInstances", 
                "cloudformation:CreateStackSet", 
                "cloudformation:DeleteStack", 
                "cloudformation:DeleteStackInstances", 
                "cloudformation:DeleteStackSet", 
                "cloudformation:DescribeStackInstance", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:DescribeStackSet", 
                "cloudformation:DescribeStackSetOperation", 
                "cloudformation:GetTemplate", 
                "cloudformation:ListStackInstances", 
                "cloudformation:UpdateStack", 
                "cloudformation:UpdateStackInstances", 
                "cloudformation:UpdateStackSet" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/AWSControlTower*/*", 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stack/StackSet-AWSControlTower*/*", 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset/AWSControlTower*:*", 
                "arn:aws:cloudformation:*:*:stackset-target/AWSControlTower*/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:CreateTrail", 
                "cloudtrail:DeleteTrail", 
                "cloudtrail:GetTrailStatus", 
                "cloudtrail:StartLogging", 
                "cloudtrail:StopLogging", 
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                "cloudtrail:UpdateTrail", 
                "cloudtrail:PutEventSelectors",  
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents", 
                "logs:PutRetentionPolicy" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*", 
                "arn:aws:cloudtrail:*:*:trail/aws-controltower*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:s3:::aws-controltower*/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sts:AssumeRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerExecution", 
                "arn:aws:iam::*:role/AWSControlTowerBlueprintAccess" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudtrail:DescribeTrails", 
                "ec2:DescribeAvailabilityZones", 
                "iam:ListRoles", 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "organizations:CreateAccount", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:DescribeCreateAccountStatus", 
                "organizations:DescribeOrganization", 
                "organizations:DescribeOrganizationalUnit", 
                "organizations:DescribePolicy", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:ListAccountsForParent", 
                "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
                "organizations:ListChildren", 
                "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
                "organizations:ListParents", 
                "organizations:ListPoliciesForTarget", 
                "organizations:ListTargetsForPolicy", 
                "organizations:ListRoots", 
                "organizations:MoveAccount", 
                "servicecatalog:AssociatePrincipalWithPortfolio" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole", 
                "iam:GetUser", 
                "iam:ListAttachedRolePolicies", 
                "iam:GetRolePolicy" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerStackSetRole", 
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/AWSControlTowerCloudTrailRole", 
                "arn:aws:iam::*:role/service-role/
AWSControlTowerConfigAggregatorRoleForOrganizations" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "config:DeleteConfigurationAggregator", 
                "config:PutConfigurationAggregator", 
                "config:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/aws-control-tower": "managed-by-control-tower" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:DisableAWSServiceAccess" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": [ 
                        "config.amazonaws.com", 
                        "cloudtrail.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": "cloudtrail.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}                          
                 

ロール信頼ポリシー:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
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      "Principal": { 
        "Service": [ 
          "controltower.amazonaws.com"        
         ] 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}     

インラインポリシーは AWSControlTowerAdminPolicy です。

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

AWSControlTowerStackSetRole
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、CloudTrail にこのロールを提
供します。CloudTrail は CloudTrail ログを作成し公開するために、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" 
        }, 
        { 
            "Action": "logs:PutLogEvents", 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-controltower/CloudTrailLogs:*", 
            "Effect": "Allow" 
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        } 
    ]
}

AWSControlTowerBlueprintAccess ロールの要件
AWS Control Tower では、同じ組織内の指定されたブループリントハブアカウントに
AWSControlTowerBlueprintAccess ロールを作成する必要があります。

ロール名

ロールタイプは、AWSControlTowerBlueprintAccess である必要があります。

ロール信頼ポリシー

ロールは、以下のプリンシパルを信頼するように設定する必要があります。

• 管理アカウントで AWS Control Tower を使用するプリンシパル。
• 管理アカウントの AWSControlTowerAdmin ロール。

以下の例は、最小特権の信頼ポリシーを示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": [ 
                    "arn:aws:iam::ManagementAccountId:role/AWSControlTowerAdmin",  
                    "arn:aws:iam::ManagementAccountId:role/YourControlTowerUserRole" 
                ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole", 
            "Condition": {} 
        } 
    ]
}

ロールのアクセス許可

管理ポリシーの AWSServiceCatalogAdminFullAccess をロールにアタッチする必要があります。

AWS Control Tower のマネージドポリシー
AWS は、AWSによって作成され管理されるスタンドアロンの IAM ポリシーを提供することで、多くの
一般的ユースケースに対応します。マネージドポリシーは、一般的ユースケースに必要な許可を付与する
ことで、どの許可が必要なのかをユーザーが調査する必要をなくすることができます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

変更 説明 日付

AWSControlTowerServiceRolePolicy (p. 1039)
– 既存ポリシーへの更新。

AWS Control Tower は、ラン
ディングゾーンの顧客アカウン
ト (管理アカウント、ログアーカ
イブアカウント、監査アカウン
ト、OU メンバーアカウント) が
オプトインAWS リージョンを利

2023 年 4 月 6 日
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変更 説明 日付
用できるように、AWS Control 
Tower が AWS アカウント管
理サービスにより実装された
EnableRegion、ListRegions、
およびGetRegionOptStatus
API を呼び出すための新しい権限
を追加されました。

この変更は、お客様が AWS 
Control Tower によるリージョン
管理をオプトインリージョンに
拡張するために必要です。

AWSControlTowerServiceRolePolicy (p. 1039)
– 既存ポリシーへの更新。

AWS Control Tower では、AWS 
Control Tower がブループ
リント (ハブ) アカウントで
AWSControlTowerBlueprintAccess
ロールを引き受けることができ
る新しいアクセス許可が追加さ
れました。ブループリント (ハ
ブ) アカウントは、組織内の専用
アカウントであり、1 つ以上の 
Service Catalog 製品に保存され
ている事前定義済みのブループ
リントを含みます。AWS Control 
Tower は、Service Catalog ポー
トフォリオの作成、リクエス
トされたブループリント製品
の追加、およびアカウントプ
ロビジョニング時にリクエスト
されたメンバーアカウントへの
ポートフォリオの共有という 
3 つのタスクを実行するために
AWSControlTowerBlueprintAccess
ロールを引き受けます。

この変更は、お客様が AWS 
Control Tower Account Factory 
を通じてカスタマイズされたア
カウントをプロビジョニングす
るために必要です。

2022 年 10 月 28 日
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変更 説明 日付

AWSControlTowerServiceRolePolicy (p. 1039)
– 既存ポリシーへの更新。

AWS Control Tower では、ラン
ディングゾーンバージョン 3.0 か
ら、お客様が組織レベルの AWS 
CloudTrail 追跡を設定できるよう
にする新しいアクセス許可が追
加されました。

組織ベースの CloudTrail 機
能を使用するには、お客様が 
CloudTrail サービスに対して信頼
されたアクセスを有効にする必
要があります。また、IAM ユー
ザーまたはロールが、管理アカ
ウントで組織レベルの追跡を作
成するアクセス許可を持ってい
ることが必要です。

2022 年 6 月 20 日

AWSControlTowerServiceRolePolicy (p. 1039)
– 既存ポリシーへの更新。

AWS Control Tower では、お客
様が KMS キー暗号化を使用でき
るようにする新しいアクセス許
可が追加されました。

KMS 機能を使用すると、お客
様独自の KMS キーを提供して 
AWS CloudTrail ログを暗号化
できます。また、お客様は、
ランディングゾーンの更新ま
たは修復中に KMS キーを変
更することもできます。KMS 
キーを更新する場合、AWS 
CloudFormation は AWS 
CloudTrail PutEventSelector
API を呼び出すためのア
クセス許可を必要とし
ます。ポリシーの変更
は、AWSControlTowerAdmin
ロールが AWS CloudTrail
PutEventSelector API を呼び
出すために必要です。

2021 年 7 月 28 日

AWS Control Tower は変更の追
跡を開始しました

AWS Control Tower が、その 
AWS マネージドポリシーに対す
る変更の追跡を開始しました。

2021 年 5 月 27 日

AWS Control Tower のコンプライアンス検証
AWS Control Tower は、組織がコントロ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、サードパーティーの監査者が、複数の AWS コンプ
ライアンスプログラムの一部としてランディングゾーン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。これらのプログラムには、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などが含
まれます。
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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。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細について
は、AWS Artifact ユーザーガイドの「AWS アーティファクトでのレポートのダウンロード」を参照してく
ださい。

AWS Control Tower の使用時におけるユーザーのコンプライアンス責任は、データの機密性、会社のコン
プライアンス目的、および適用される法律と規制に応じて異なります。AWS 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。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキ
テクチャ上の考慮事項について説明し、機密性とコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環境を 
AWS にデプロイするためのステップを提供します。

• Architecting for HIPAA Security and Compliance Whitepaper (HIPAA のセキュリティとコンプライアンス
のためのアーキテクチャの設計に関するホワイトペーパー) - このホワイトペーパーは、企業が AWS を
使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法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、お客様の業界や所在
地に適用される場合があります。

• AWS Config - この AWS のサービスでは、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。

• 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
キュリティ業界のスタンダード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 の各リージョンには物理的に離れた場所に複数のアベイラビリティーゾーンがあり、それらのアベイ
ラビリティーゾーンは低レイテンシー、高スループット、高冗長性のネットワークで接続されています。
複数のアベイラビリティーゾーンがあることで、アベイラビリティーゾーン間で自動的にフェイルオー
バーして中断することなく動作するアプリケーションとデータベースを設計して運用できます。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、以下の AWS リージョンで利用可能です。

• 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)
• カナダ (中部) リージョン
• アジアパシフィック (シドニー)
• アジアパシフィック (シンガポール) リージョン
• 欧州 (フランクフルト) リージョン
• 欧州 (アイルランド)
• 欧州 (ロンドン) リージョン
• 欧州 (ストックホルム) リージョン
• アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン
• アジアパシフィック (ソウル) リージョン
• アジアパシフィック (東京) リージョン
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インフラストラクチャセキュリティ

• 欧州 (パリ) リージョン
• 南米 (サンパウロ) リージョン

「ホームリージョン」は、ランディングゾーンが設定された AWS 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: 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 が公開している API コールを使用して、ネットワーク経由でランディングゾーン内の AWS のサー
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、
テンポラリ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 ランディングゾーンワークロードのネットワークインフラストラクチャセキュリ
ティを強化するようにセキュリティグループを設定できます。詳細については、「チュートリアル: AWS 
Firewall Manager を使用した AWS Control Tower のセキュリティグループの設定 (p. 1073)」を参照して
ください。
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AWS Control Tower でのログ記録と
モニタリング

モニタリングを使用すると、潜在的なインシデントに対して計画を立て、対応することができます。した
がって、モニタリングは AWS Control Tower の優れたアーキテクチャの重要な要素です。モニタリング
アクティビティの結果はログファイルに保存されるため、ログ記録とモニタリングは密接に関連していま
す。

ランディングゾーンセットアップすると、共有アカウントの 1 つとしてログアーカイブアカウントが作成
されます。これは、すべてのログ (他のすべてのアカウントのログを含む) を一元的に収集する専用のアカ
ウントです。これらのログファイルを参照することで、管理者と監査人は発生したアクションとイベント
を確認できます。

ベストプラクティスとして、マルチポイント障害が発生した場合に簡単にデバッグできるように、AWS 
セットアップのすべての部分からモニタリングデータをログに収集することをお勧めします。AWS には、
ランディングゾーンのリソースとアクティビティをモニタリングするためのツールがいくつか用意されて
います。

例えば、コントロールのステータスは常にモニタリングされます。AWS Control Tower コンソールでは、
ステータスを一目で確認できます。Account Factory でプロビジョニングしたアカウントの正常性とステー
タスも常にモニタリングされます。

ログ記録

AWS Control Tower は、AWS CloudTrail と AWS Config との統合によりアクションとイベントの自動的
なログ記録を確立し、CloudWatch で記録されます。AWS Control Tower の管理アカウントや組織のメン
バーアカウントのアクションなど、すべてのアクションがログに記録されます。管理アカウントのアク
ションとイベントは、コンソールの [Activities] (アクティビティ) ページに表示されます。メンバーアカウ
ントのアクションとイベントは、ログアーカイブファイルで表示できます。

[Activities] (アクティビティ) ページ

[Activities] (アクティビティ) ページには、AWS Control Tower 管理アカウントのアクションの概要が表示
されます。AWS Control Tower の [Activities] (アクティビティ) ページに移動するには、左側のナビゲー
ションから [Activities] (アクティビティ) を選択します。

[Activities] (アクティビティ) ページには、管理アカウントから開始されたすべての AWS Control Tower ア
クションが表示されます。具体的には、AWS Control Tower コンソール内を移動すると自動的にログに記
録されるアクションなどがあります。[Activities] (アクティビティ) ページに表示されるフィールドは次の
とおりです。

• [Date and time] (日時): アクティビティのタイムスタンプ。
• [User] (ユーザー): アクティビティを開始した人またはアカウント。
• [Action] (アクション): 発生したアクティビティ。
• [Resources] (リソース): アクティビティの影響を受けるリソース。
• [Status] (ステータス): アクティビティの成功、失敗、またはその他の状態。
• [Description] (説明): アクティビティの詳細情報。

[Activities] (アクティビティ) ページに表示されるアクティビティは、AWS Control Tower の AWS 
CloudTrail イベントログで報告されるアクティビティと同じですが、表形式で表示されます。特定のアク
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モニタリング

ティビティの詳細を表示するには、表からアクティビティを選択し、[View details] (詳細の表示) を選択し
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. 1050)
• AWS CloudTrail を使用した AWS Control Tower アクションのログ記録 (p. 1050)
• AWS Control Tower でのライフサイクルイベント (p. 1056)

モニタリング
モニタリングは、AWS Control Tower とその他 AWS ソリューションの信頼性、可用性、およびパフォー
マンスの維持における重要な要素です。AWS は、AWS Control Tower をモニタリングし、問題が発生し
た場合には報告を行い、必要に応じて自動アクションを実行するために以下のモニタリングツールを提供
しています。

• Amazon CloudWatch は、AWS のリソースおよび AWS で実行しているアプリケーションをリアルタ
イムでモニタリングします。メトリクスの収集と追跡、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。例えば、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
ストリーミングとして提供します。CloudWatch Events 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、特定のイベントをモニタリングするルールを記述し、そのイベントが発生したときに他
の AWS のサービスで自動アクションをトリガーできます。詳細については、「Amazon CloudWatch 
Events ユーザーガイド」を参照してください。

• Amazon CloudWatch Logs では、Amazon EC2 インスタンス、CloudTrail、およびその他のソースから
のログファイルをモニタリング、保存、およびアクセスできます。CloudWatch Logs は、ログファイル
内の情報をモニタリングし、特定のしきい値が満たされたときに通知します。高い耐久性を備えたスト
レージにログデータをアーカイブすることも可能です。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs 
ユーザーガイド」を参照してください。

• AWS CloudTrail は、AWS アカウントにより、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや
関連イベントを取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。AWS を呼び出し
たユーザーとアカウント、呼び出し元の IP アドレス、および呼び出し日時を特定できます。

ヒント: CloudWatch Logs と CloudWatch Logs インサイトを使用して、アカウントに対する CloudTrail ア
クティビティを表示およびクエリできます。このようなアクティビティには、AWS Control Tower ライフ
サイクルイベントなどがあります。CloudWatch Logs の機能を使用すると、CloudTrail を使用して通常作
成できるクエリよりも詳細で緻密なクエリを実行できます。

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. 1050)」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 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ある AWS CloudTrail と統合されています。CloudTrail は、AWS 
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CloudTrail での AWS Control Tower 情報

Control Tower のアクションをイベントとしてキャプチャします。追跡を作成する場合は、AWS Control 
Tower のイベントを含めた CloudTrail イベントの Simple Storage Service (Amazon S3) バケットへの継続
的な配信を有効にすることができます。

追跡を設定しない場合でも、CloudTrail コンソールの [Event history] (イベント履歴) で最新のイベントを
表示できます。CloudTrail によって収集された情報を使用して、AWS Control Tower に対して行われたリ
クエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエストが行われた日時、および追加の詳細を
確認できます。

設定や有効化の方法など、CloudTrail の詳細については、「AWS CloudTrail ユーザーガイド」を参照して
ください。

CloudTrail での AWS Control Tower 情報
AWS アカウントを作成すると、そのアカウントに対して CloudTrail が有効になります。AWS Control 
Tower でサポートされてい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 [Event 
history] (イベント履歴) で AWS のその他サービスのイベントと共に CloudTrail イベントに記録され
ます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、
「Viewing Events with CloudTrail Event History」(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。

Note

ランディングゾーンバージョン 3.0 より前の AWS Control Tower リリースでは、AWS 
Control Tower でメンバーアカウントの証跡が作成されていました。リリース 3.0 に更新する
と、CloudTrail 証跡が更新されて組織証跡になります。証跡を移行する際のベストプラクティス
については、「CloudTrail ユーザーガイド」の「メンバーアカウントの証跡から組織の証跡への
移行に関するベストプラクティス」を参照してください。

推奨: 証跡の作成

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、追跡を作
成します。追跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォル
トでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡
は、AWSパーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バ
ケットにログファイルを配信します。さらに、CloudTrail・ログで収集したイベントデータをより詳細に分
析し、それに基づく対応するためにその他の AWS のサービスを設定できます。詳細については、次を参
照してください。

• 追跡を作成するための概要
• 証跡の作成を準備する
• CloudTrail コストの管理
• CloudTrail のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから 

CloudTrail ログファイルを受け取る」

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。

パブリック API

• DisableControl

• EnableControl

• GetControlOperation
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例: AWS Control Tower ログファイルのエントリ

• ListEnabledControls

その他の API

• SetupLandingZone
• UpdateAccountFactoryConfig
• ManageOrganizationalUnit
• CreateManagedAccount
• EnableGuardrail
• GetLandingZoneStatus
• GetHomeRegion
• ListManagedAccounts
• DescribeManagedAccount
• DescribeAccountFactoryConfig
• DescribeGuardrailForTarget
• DescribeManagedOrganizationalUnit
• ListEnabledGuardrails
• ListGuardrailViolations
• ListGuardrails
• ListGuardrailsForTarget
• ListManagedAccountsForGuardrail
• ListManagedAccountsForParent
• ListManagedOrganizationalUnits
• ListManagedOrganizationalUnitsForGuardrail
• 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。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。

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

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。
• リクエストがアクセス拒否として拒否されたか、正常に処理されたか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity Element」(CloudTrail userIdentity 要素) を参照してください。

例: AWS Control Tower ログファイルのエントリ
追跡は、指定した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにイベントをログファイルとして配信す
るように設定できるものです。CloudTrail のログファイルには、単一か複数のログエントリがあります。
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AWS Config を使用したリソースの変更のモニタリング

イベントはあらゆるソースからの単一のリクエストを表し、リクエストされたアクション、アクションの
日時、リクエストのパラメータなどの情報があります。ログファイルに CloudTrail イベントが特定の順序
で表示されるわけではありません。

次の例は、アクションを開始したユーザーの ID のレコードなど、SetupLandingZone AWS Control 
Tower 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 CloudTrail 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-test-
assume-role-session", 
    "accountId": "76543EXAMPLE", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2018-11-20T19:36:11Z" 
      }, 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "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 Config を使用したリソースの変更のモニタリ
ング

AWS Control Tower では、すべての登録済みアカウントの AWS Config を有効にし、検出コントロールに
よりコンプライアンスを監視して、リソースの変更を記録し、リソース変更ログをログアーカイブアカウ
ントに配信できるようにします。
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AWS Control Tower の AWS Config コストの管理

ランディングゾーンバージョンが 3.0 より前の場合: 登録済みアカウントに対して、AWS Config はアカウ
ントが運用されるすべてのリージョンのリソースに対するすべての変更をログに記録します。各変更は、
リソース識別子、リージョン、各変更が記録された日付、および変更が既知のリソースまたは新しく検出
されたリソースに関連するかどうかなどの情報を含む構成項目 (CI) としてモデル化されます。

ランディングゾーンバージョンが 3.0 以降の場合: AWS Control Tower は、IAM ユーザー、グループ、
ロール、カスタマー管理ポリシーなどのグローバルリソースの記録をホームリージョンのみに制限しま
す。グローバルリソースの変更のコピーは、すべてのリージョンに保存されるわけではありません。この
リソース記録の制限は、AWS Config ベストプラクティスに従ったものです。グローバルリソースの詳し
いリストは、AWS Config ドキュメント内に記載されています。

• AWS Config の詳細については、「AWS Config のしくみ」を参照してください。
• AWS Config でサポートされるリソースタイプのリストについては、サポートされているリソースタイ

プを参照してください。
• AWS Control Tower 環境でリソース追跡をカスタマイズする方法については、プログ記事「Customize 

AWS Config resource tracking in AWS Control Tower」(AWS Control Tower での AWS Config リソース
追跡のカスタマイズ) を参照してください。

AWS Control Tower は、登録されているすべてのアカウントで AWS Config 配信チャネルをセットアッ
プします。この配信チャネルを通じて、AWS Config によって記録されたすべての変更をログアーカイブ
アカウントに記録します。これらは、Amazon Simple Storage Service バケットのフォルダに保存されま
す。

AWS Control Tower の AWS Config コストの管理
このセクションでは、AWS Config が AWS Control Tower アカウントのリソースに対する変更を記録し、
請求する方法を説明します。この情報は、AWS Control Tower を利用する際に、AWS Config と関連する
コストの管理方法を理解するのに役立つ場合があります。AWS Control Tower では追加費用が不要です。

Note

ランディングゾーンバージョンが 3.0 以降の場合: AWS Control Tower は、IAM ユーザー、グルー
プ、ロール、カスタマー管理ポリシーなどのグローバルリソースの記録をホームリージョンのみ
に制限します。したがって、このセクションの情報の一部がランディングゾーンに適用されない
場合があります。

AWS Config は、アカウントが運用される各リージョンの各リソースに対する各変更を構成項目 (CI) とし
て記録するように設計されています。AWS Config では、生成された各構成項目ごとに課金されます。

AWS Config のしくみ

AWS Config は、各リージョンのリソースを個別に記録します。IAM ロールなどの一部のグローバルリ
ソースは、リージョンごとに 1 回記録されます。たとえば、5 つのリージョンで運用されている登録済み
アカウントに新しい IAM ロールを作成した場合、AWS Config は、リージョンごとに 1 つずつ、合計で 5 
つの CI を生成します。Route 53 ホストゾーンなどの他のグローバルリソースは、すべてのリージョンで 
1 回だけ記録されます。たとえば、登録済みアカウントで新しい Route 53 ホストゾーンを作成すると、
そのアカウントに選択されているリージョンの数に関係なく、AWS Config が CI を 1 回生成します。こ
れらのタイプのリソースを区別するのに役立つリストについては、「同じリソースが複数回記録されてい
る (p. 1056)」を参照してください。

Note

AWS Control Tower が AWS Config と連携する場合、リージョンは AWS Control Tower によって
統治されているか、または統治されていない可能性がありますが、アカウントがそのリージョン
で運用されている場合は AWS Config が変更を記録します。

AWS Config は、リソース内の 2 つのタイプの関係を検出します
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レコーダーデータを表示する

AWS Config は、リソース間の直接的と間接的の関係を区別します。リソースが他のリソースのDescribe
API 呼び出しで返された場合、それらのリソースは直接的な関係として記録されます。他のリソースと直
接関係のあるリソースを変更すると、AWS Config は両方のリソースの CI を作成しません。

たとえば、Amazon EC2 インスタンスを作成し、API でネットワークインターフェイスを作成する必要が
ある場合、AWS Config では、Amazon EC2 インスタンスはネットワークインターフェイスと直接的な関
係があると見なされます。結果として、AWS Config が CIを 1 つだけ生成します。

AWS Config は、間接的関係であるリソース関係の個別の変更を記録します。たとえば、セキュリティ
グループを作成し、そのセキュリティグループの一部である Amazon EC2 インスタンスを追加する場
合、AWS Config は 2 つの CI を生成します。

直接的な関係と間接的な関係の詳細については、「リソースに関する直接的な関係と間接的な関係とは何
ですか?」を参照してください。

リソース関係のリストは、AWS Config ドキュメント内に記載されています。

登録済みアカウントの AWS Config レコーダーデータ
を表示する
AWS Config は CloudWatch と統合されているため、ダッシュボードで AWS Config CI を表示できます。
詳細については、「AWS Config が Amazon CloudWatch のメトリクスをサポート」というタイトルのブ
ログ投稿を参照してください。

プログラム的に AWS Config データを見るには、AWS CLI を使用するか、または他の AWS ツールを利用
することができます。

特定のリソースで AWS Config レコーダーデータをクエリする
AWS CLI を使用して、リソースの最新の変更のリストを取得できます。

リソース履歴コマンド:

• aws configservice get-resource-config-history --resource-type RESOURCE-TYPE
--resource-id RESOURCE-ID --region REGION

詳細については、get-config-history の API ドキュメントを参照してください。

Amazon QuickSight を使用して AWS Config データを可視化する
組織全体にわたって AWS Config によって記録されたリソースを視覚化してクエリできます。詳細につい
ては、「Visualizing AWS Config data using Amazon Athena and Amazon QuickSight」(Amazon Athena と 
Amazon QuickSight を使用して AWS Config データを視覚化する) を参照してください。

AWS Control Tower で AWS Config をトラブルシュー
ティングする
このセクションでは、AWS Config を AWS Control Tower と使用する際に発生するかもしれない問題につ
いて説明します。

高い AWS Config コスト
ワークフローにリソースを頻繁に作成、更新、または削除するプロセスが含まれている場合、またはリ
ソースを大量に処理する場合、そのワークフローによって多数の CI が生成されることが考えられます。非
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本番アカウントでこれらのプロセスを実行する場合、アカウントの登録解除を検討してください。そのア
カウントの AWS Config レコーダーを手動で非アクティブ化しなければならなくなる場合があります。

Note

アカウントの登録を解除すると、そのアカウントのリソースに対して、AWS Control Tower は検
出コントロールを強制したり、AWS Config アクティビティなどのようなアカウントイベントを
ログしたりできなくなります。

アカウントの管理解除について詳細は、登録済みアカウントの管理を解除するを参照してください。AWS 
Config レコーダーの非アクティブ化方法については、設定レコーダーの管理を参照してください。

同じリソースが複数回記録されている
そのリソースがグローバルリソースかどうかをチェックします。バージョン 3.0 より前の AWS Control 
Tower のランディングゾーンでは、AWS Config が AWS Config が運営している各リージョンに対して特
定のグローバルリソースを 1 回記録する場合があります。たとえば、AWS Config が 8 つのリージョンで
有効な場合、各ロールは 8 回記録されます。

以下のリソースは、AWS Config が運営している次のリージョンごとに 1 回記録されます。

• AWS::IAM::Group
• AWS::IAM::Policy
• AWS::IAM::Role
• AWS::IAM::User

他のグローバルリソースは 1 回のみ記録されます。1 回記録されたリソースの例を次に示しま
す。

• AWS::Route53::HostedZone
• AWS::Route53::HealthCheck
• AWS::ECR::PublicRepository
• AWS::GlobalAccelerator::Listener
• AWS::GlobalAccelerator::EndpointGroup
• AWS::GlobalAccelerator::Accelerator

AWS Config はリソースを記録しませんでした
特定のリソースは、他のリソースと依存関係があります。これらの関係は、直接的または間接的です。非
推奨の間接的な関係のリストは、AWS Config のよくある質問を参照してください。

AWS Control Tower でのライフサイクルイベント
AWS Control Tower がログに記録するイベントの一部がライフサイクルイベントです。ライフサイクルイ
ベントの目的は、リソースの状態を変更する特定の AWS Control Tower アクションの完了を記録すること
です。ライフサイクルイベントは、組織単位 (OU)、アカウント、コントロールなど、AWS Control Tower 
が作成または管理するリソースに適用されます。

AWS Control Tower のライフサイクルイベントの特徴

• イベントログは、ライフサイクルイベントごとに生成元の Control Tower アクションが正常に完了した
か失敗したかを示します。
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• AWS CloudTrail は、各ライフサイクルイベントを API 以外の AWS のサービスイベントとして自動的に
記録します。詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

• 各ライフサイクルイベントは、Amazon EventBridge サービスと Amazon CloudWatch Events サービス
にも配信されます。

AWS Control Tower のライフサイクルイベントには、主に次の 2 つの利点があります。

• ライフサイクルイベントは AWS Control Tower アクションの完了を記録するため、ライフサイクルイ
ベントの状態に基づいて、オートメーションワークフローの次のステップをトリガーできる Amazon 
EventBridge ルールや Amazon CloudWatch Events ルールを作成できます。

• ログの詳細を参照することで、管理者や監査人は組織内の特定のタイプのアクティビティを確認できま
す。

ライフサイクルイベントの仕組み

AWS Control Tower は、そのアクションを実行するために複数のサービスに依存します。したがって、各
ライフサイクルイベントは、一連のアクションが完了した後にのみ記録されます。例えば、OU のコント
ロールを有効にすると、AWS Control Tower はリクエストを実行する一連のサブステップを起動します。
この一連のサブステップ全体の最終結果が、ライフサイクルイベントの状態としてログに記録されます。

• 基となるサブステップのすべてが正常に完了すると、ライフサイクルイベントの状態は [Succeeded] (成
功) として記録されます。

• 基となるサブステップのいずれかが正常に完了しなかった場合、ライフサイクルイベントの状態は
[Failed] (失敗) として記録されます。

各ライフサイクルイベントのログには、AWS Control Tower アクションの開始日時を示すタイムスタンプ
と、ライフサイクルイベントが成功または失敗として完了した日時を示す別のタイムスタンプが含まれま
す。

Control Tower でのライフサイクルイベントの表示

ライフサイクルイベントは、AWS Control Tower ダッシュボードの [Activities] (アクティビティ) ページに
表示されます。

• [Activities] (アクティビティ) ページに移動するには、左側のナビゲーションペインから [Activities] (アク
ティビティ) を選択します。

• 特定のイベントの詳細を表示するには、イベントを選択し、右上にある [View details] (詳細を表示) ボタ
ンを選択します。

AWS Control Tower ライフサイクルイベントをワークフローに統合する方法の詳細については、こちらの
ブログ記事「Using lifecycle events to track AWS Control Tower actions and trigger automated workflows」 
(ライフサイクルイベントを使用して AWS Control Tower アクションを追跡し、自動化されたワークフ
ローをトリガーする) を参照してください。

CreateManagedAccount および UpdateManagedAccount ライフサイクルイベントの予想される動作

AWS Control Tower でアカウントを作成するか、アカウントを登録すると、これら 2 つのアクションは
同じ内部 API を呼び出します。プロセス中にエラーが発生する場合、通常、エラーはアカウントが作成さ
れた後に完全にプロビジョニングされていない場合に発生します。エラーの後にアカウントを作成し直す
と、またはプロビジョニングされた製品を更新しようとすると、AWS Control Tower はアカウントが既に
存在しているものと認識します。

アカウントが存在するため、AWS Control Tower は再試行リクエストの終了時に
CreateManagedAccount ライフサイクルイベントではなく UpdateManagedAccount ライフサイクル
イベントを記録します。エラーが原因で、別の CreateManagedAccount イベントが表示されると予想さ
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れるかもしれませんが、UpdateManagedAccount ライフサイクルイベントが期待される望ましい動作で
す。

自動化されたメソッドを使用して AWS Control Tower にアカウントを作成または登録する場合
は、Lambda 関数をプログラムして UpdateManagedAccount ライフサイクルイベントに加えて
CreateManagedAccount ライフサイクルイベントも検索します。

ライフサイクルイベント名

各ライフサイクルイベントには、生成元の AWS Control Tower アクション (AWS CloudTrail にも記録され
る) に対応する名前が付けられます。例えば、AWS Control Tower CreateManagedAccount CloudTrail 
イベントによって発生したライフサイクルイベントには、CreateManagedAccount と名前を付けます。

次の一覧に示す名前は、それぞれが JSON 形式でログに記録された詳細の例にリンクされています。これ
らの例で示す追加の詳細は、Amazon CloudWatch イベントログから取得したものです。

JSON はコメントをサポートしていませんが、例には説明の目的でいくつかのコメントを追加していま
す。コメントは先頭に「//」を付けて、例の右側に表示しています。

これらの例では、一部のアカウント名と組織名が隠されています。accountId は常に 12 桁の数字であ
り、例では「xxxxxxxxxxxx」に置き換えられています。organizationalUnitID は、文字と数字の一意
の文字列です。例では、その形式を保持しています。

• CreateManagedAccount (p. 1058): このログには、Account Factory を使用して新しいアカウントを作
成およびプロビジョニングするためのすべてのアクションを AWS Control Tower が正常に完了したかど
うかが記録されます。

• UpdateManagedAccount (p. 1059): このログには、Account Factory を使用して以前に作成したアカ
ウントに関連付けられているプロビジョニング済み製品を更新するためのすべてのアクションを AWS 
Control Tower が正常に完了したかどうかが記録されます。

• EnableGuardrail (p. 1060): このログには、AWS Control Tower によって作成された OU のコント
ロールを有効にするためのすべてのアクションを AWS Control Tower が正常に完了したかどうかが記録
されます。

• DisableGuardrail (p. 1061): このログには、AWS Control Tower によって作成された OU のコント
ロールを無効にするためのすべてのアクションを AWS Control Tower が正常に完了したかどうかが記録
されます。

• SetupLandingZone (p. 1062): このログには、ランディングゾーンを設定するためのすべてのアク
ションを AWS Control Tower が正常に完了したかどうかが記録されます。

• UpdateLandingZone (p. 1063): このログには、既存のランディングゾーンを更新するためのすべての
アクションを AWS Control Tower が正常に完了したかどうかが記録されます。

• RegisterOrganizationalUnit (p. 1064): このログには、OU に対してガバナンス機能を有効にする
ためのすべてのアクションを AWS Control Tower が正常に完了したかどうかが記録されます。

• DeregisterOrganizationalUnit (p. 1065): このログには、OU に対してガバナンス機能を無効に
するためのすべてのアクションを AWS Control Tower が正常に完了したかどうかが記録されます。

• PrecheckOrganizationalUnit (p. 1066): この ログには、AWS Control Tower がガバナンスの拡
張操作の正常な完了を妨げるリソースを検出したかどうかが記録されます。

以下のセクションでは、AWS Control Tower ライフサイクルイベントのリストと、ライフサイクルイベン
トのタイプごとにログに記録される詳細の例を示します。

CreateManagedAccount
このライフサイクルイベントは、AWS Control Tower が Account Factory を使用して新しいアカウン
トを正常に作成およびプロビジョニングしたかどうかを記録します。このイベントは、AWS Control 
Tower CreateManagedAccount CloudTrail イベントに対応します。ライフサイクルイベントログに
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は、新しく作成されたアカウントの accountName と accountId、アカウントの配置先である OU の
organizationalUnitName と organizationalUnitId が含まれます。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",          
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                   // Management account ID.  
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // Format: yyyy-MM-
dd'T'hh:mm:ssZ  
    "region": "us-east-1",                                       // AWS Control Tower home 
 region. 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                        
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                     // Timestamp when call was 
 made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ. 
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "CreateManagedAccount",                   
        "awsRegion": "us-east-1",                                
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",         
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "createManagedAccountStatus": { 
                "organizationalUnit":{ 
                    "organizationalUnitName":"Custom", 
                    "organizationalUnitId":"ou-XXXX-l3zc8b3h" 

                    }, 
                "account":{ 
                    "accountName":"LifeCycle1", 
                    "accountId":"XXXXXXXXXXXX" 
                    }, 
                "state":"SUCCEEDED", 
                "message":"AWS Control Tower successfully created a managed account.", 
                "requestedTimestamp":"2019-11-15T11:45:18+0000", 
                "completedTimestamp":"2019-11-16T12:09:32+0000"} 
        } 
    }
}

UpdateManagedAccount
このライフサイクルイベントは、AWS Control Tower が Account Factory を使用して以前に作成したアカ
ウントに関連付けられているプロビジョニング済み製品を正常に更新したかどうかを記録します。このイ
ベントは、AWS Control Tower UpdateManagedAccount CloudTrail イベントに対応します。ライフサイ
クルイベントログには、関連するアカウントの accountName と accountId、更新されたアカウントの
配置先である OU の organizationalUnitName と organizationalUnitId が含まれます。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",                 
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
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    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                   // AWS Control Tower 
 organization management account. 
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // Format: yyyy-MM-
dd'T'hh:mm:ssZ  
    "region": "us-east-1",                                       // AWS Control Tower home 
 region. 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXX",                         
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                     // Timestamp when call was 
 made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ. 
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "UpdateManagedAccount",                    
        "awsRegion": "us-east-1",                                 
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",         
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "updateManagedAccountStatus": { 
                "organizationalUnit":{ 
                    "organizationalUnitName":"Custom", 
                    "organizationalUnitId":"ou-XXXX-l3zc8b3h" 
                    }, 
                "account":{ 
                    "accountName":"LifeCycle1", 
                    "accountId":"624281831893" 
                    }, 
                "state":"SUCCEEDED", 
                "message":"AWS Control Tower successfully updated a managed account.", 
                "requestedTimestamp":"2019-11-15T11:45:18+0000", 
                "completedTimestamp":"2019-11-16T12:09:32+0000"} 
        } 
    }
}

EnableGuardrail
このライフサイクルイベントは、AWS Control Tower が管理している OU のコントロールを 
AWS Control Tower が正常に有効化したかどうかを記録します。このイベントは、AWS Control 
Tower EnableGuardrail CloudTrail イベントに対応します。ライフサイクルイベントログに
は、コントロールの guardrailId と guardrailBehavior、コントロールを有効にした OU の
organizationalUnitName と organizationalUnitId が含まれます。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",          
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                  
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // End-time of action. 
 Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ  
    "region": "us-east-1",                                       // AWS Control Tower home 
 region. 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
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            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                     
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                   
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com",              
        "eventName": "EnableGuardrail",                    
        "awsRegion": "us-east-1",                               
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",        
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "enableGuardrailStatus": { 
                "organizationalUnits": [ 
                    { 
                      "organizationalUnitName": "Custom", 
                      "organizationalUnitId": "ou-vwxy-18vy4yro" 
                    } 
                  ], 
                  "guardrails": [ 
                    { 
                      "guardrailId": "AWS-GR_RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK", 
                      "guardrailBehavior": "DETECTIVE" 
                    } 
                  ], 
                  "state": "SUCCEEDED", 
                  "message": "AWS Control Tower successfully enabled a guardrail on an 
 organizational unit.", 
                  "requestTimestamp": "2019-11-12T09:01:07+0000", 
                  "completedTimestamp": "2019-11-12T09:01:54+0000" 
                } 
        } 
    }
}

DisableGuardrail
このライフサイクルイベントは、AWS Control Tower が管理している OU のコントロールを AWS 
Control Tower が正常に無効化したかどうかを記録します。このイベントは、AWS Control Tower
DisableGuardrail CloudTrail イベントに対応します。ライフサイクルイベントログには、
コントロールの guardrailId と guardrailBehavior、コントロールを無効にした OU の
organizationalUnitName と organizationalUnitId が含まれます。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",      
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                          
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                    
    "region": "us-east-1",                            
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                  
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",             
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "DisableGuardrail",                  
        "awsRegion": "us-east-1",                             
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        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",      
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "disableGuardrailStatus": { 
                   "organizationalUnits": [ 
                    { 
                      "organizationalUnitName": "Custom", 
                      "organizationalUnitId": "ou-vwxy-18vy4yro" 
                    } 
                  ], 
                  "guardrails": [ 
                    { 
                      "guardrailId": "AWS-GR_RDS_INSTANCE_PUBLIC_ACCESS_CHECK", 
                      "guardrailBehavior": "DETECTIVE" 
                    } 
                  ], 
                  "state": "SUCCEEDED", 
                  "message": "AWS Control Tower successfully disabled a guardrail on an 
 organizational unit.", 
                  "requestTimestamp": "2019-11-12T09:01:07+0000", 
                  "completedTimestamp": "2019-11-12T09:01:54+0000" 
                } 
            } 
        } 
    }

SetupLandingZone
このライフサイクルイベントは、AWS Control Tower がランディングゾーンを正常に設定したかどうかを
記録します。このイベントは、AWS Control Tower SetupLandingZone CloudTrail イベントに対応しま
す。ライフサイクルイベントログには、AWS Control Tower が管理アカウントから作成した組織の ID で
ある rootOrganizationalId が含まれます。ログエントリには、AWS Control Tower がランディング
ゾーンの設定時に作成した、各 OU の organizationalUnitName と organizationalUnitId、各ア
カウントの accountName と accountId が含まれます。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",                // Request ID. 
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                   // Management account ID. 
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // Event time from 
 CloudTrail. 
    "region": "us-east-1",                                       // Management account 
 CloudTrail region. 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                         // Management-account ID. 
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                     // Timestamp when call was 
 made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ. 
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "SetupLandingZone", 
        "awsRegion": "us-east-1",                                // AWS Control Tower home 
 region. 
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
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        "eventID": "CloudTrail_event_ID",                        // This value is generated 
 by CloudTrail. 
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "setupLandingZoneStatus": { 
                "state": "SUCCEEDED",                             // Status of entire 
 lifecycle operation. 
                "message": "AWS Control Tower successfully set up a new landing zone.",     
             
                "rootOrganizationalId" : "r-1234", 
                "organizationalUnits" : [                         // Use a list. 
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Security",             // Security OU name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"    // Security OU ID. 
                  }, 
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Custom",           // Custom OU name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"    // Custom OU ID.  
                  }, 
                ], 
               "accounts": [                                      // All created accounts 
 are here. Use a list of "account" objects. 

                  { 
                    "accountName": "Audit",   
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX"                         
                  }, 
                  { 
                    "accountName": "Log archive",                  
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX" 
                  } 
              ], 
              "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z", 
              "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z" 
            } 
        } 
    }
}

UpdateLandingZone
このライフサイクルイベントは、AWS Control Tower が既存のランディングゾーンを正常に更新し
たかどうかを記録します。このイベントは、AWS Control Tower UpdateLandingZone CloudTrail 
イベントに対応します。ライフサイクルイベントログには、AWS Control Tower が管理する (更新さ
れた) 組織の ID である rootOrganizationalId が含まれます。ログエントリには、AWS Control 
Tower が最初のランディングゾーンの設定時に作成した各 OU の organizationalUnitName と
organizationalUnitId、各アカウントの accountName と accountId が含まれます。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",                // Request ID. 
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                                   // Management account ID. 
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                              // Event time from 
 CloudTrail. 
    "region": "us-east-1",                                       // Management account 
 CloudTrail region. 
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
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            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                         // Management account ID. 
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                     // Timestamp when call was 
 made. Format: yyyy-MM-dd'T'hh:mm:ssZ. 
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "UpdateLandingZone", 
        "awsRegion": "us-east-1",                                // AWS Control Tower home 
 region. 
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "CloudTrail_event_ID",                        // This value is generated 
 by CloudTrail. 

        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "updateLandingZoneStatus": { 
                "state": "SUCCEEDED",                            // Status of entire 
 operation. 
                "message": "AWS Control Tower successfully updated a landing zone.",        
          

                "rootOrganizationalId" : "r-1234", 
                "organizationalUnits" : [                         // Use a list. 
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Security",             // Security OU name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"    // Security OU ID. 
                  }, 
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Custom",            // Custom OU name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"     // Custom OU ID. 
                  }, 
                ], 
               "accounts": [                                       // All created accounts 
 are here. Use a list of "account" objects. 

                  { 
                    "accountName": "Audit",   
                    "accountId": "XXXXXXXXXXXX"                         
                  }, 
                  { 
                    "accountName": "Log archive",                  
                    "accountId": "XXXXXXXXXX" 
                  } 
              ], 
              "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z", 
              "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z" 
            } 
        } 
    }
}

RegisterOrganizationalUnit
このライフサイクルイベントは、AWS Control Tower がそのガバナンス機能を OU に対して正常に有効
化したかどうかを記録します。このイベントは、AWS Control Tower RegisterOrganizationalUnit
CloudTrail イベントに対応します。ライフサイクルイベントログには、AWS Control Tower がそのガバナ
ンス機能を有効にした OU の organizationalUnitName と organizationalUnitId が含まれます。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",             
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    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail",  
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "123456789012",                                
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",                   
    "region": "us-east-1",                        
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",                 
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                
        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "RegisterOrganizationalUnit",         
        "awsRegion": "us-east-1",                            
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",     
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "registerOrganizationalUnitStatus": { 
                "state": "SUCCEEDED",                         

                "message": "AWS Control Tower successfully registered an organizational 
 unit.", 

                "organizationalUnit" :                         
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Test",             
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"     
                  } 
                "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z", 
                "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"  
            } 
        } 
    }
}

DeregisterOrganizationalUnit
このライフサイクルイベントは、AWS Control Tower がそのガバナンス機能を OU に対して正常に無効化
したかどうかを記録します。このイベントは、AWS Control Tower DeregisterOrganizationalUnit
CloudTrail イベントに対応します。ライフサイクルイベントログには、AWS Control Tower がそのガバナ
ンス機能を無効にした OU organizationalUnitName と organizationalUnitId が含まれます。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "999cccaa-eaaa-0000-1111-123456789012",     
    "detail-type": "AWS Service Event via CloudTrail", 
    "source": "aws.controltower", 
    "account": "XXXXXXXXXXXX",                   
    "time": "2018-08-30T21:42:18Z",  
    "region": "us-east-1",             
    "resources": [ ], 
    "detail": { 
        "eventVersion": "1.05", 
        "userIdentity": { 
            "accountId": "XXXXXXXXXXXX",               
            "invokedBy": "AWS Internal" 
        }, 
        "eventTime": "2018-08-30T21:42:18Z",                
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        "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
        "eventName": "DeregisterOrganizationalUnit",      
        "awsRegion": "us-east-1",                        
        "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
        "userAgent": "AWS Internal", 
        "eventID": "0000000-0000-0000-1111-123456789012",  
        "readOnly": false, 
        "eventType": "AwsServiceEvent", 
        "serviceEventDetails": { 
            "deregisterOrganizationalUnitStatus": {                  
                "state": "SUCCEEDED",                
                "message": "AWS Control Tower successfully deregistered an organizational 
 unit, and enabled mandatory guardrails on the new organizational unit.", 
                "organizationalUnit" :                         
                  { 
                    "organizationalUnitName": "Test",                   // Foundational OU 
 name. 
                    "organizationalUnitId": "ou-adpf-302pk332"          // Foundational OU 
 ID. 
                  }, 
                "requestedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z",  
                "completedTimestamp": "2018-08-30T21:42:18Z"   
            } 
            } 
        } 
    }

PrecheckOrganizationalUnit
このライフサイクルイベントは、AWS Control Tower が OU に対して正常に事前チェックを実行したかど
うかを記録します。このイベントは、AWS Control Tower PrecheckOrganizationalUnit CloudTrail 
イベントに対応します。ライフサイクルイベントログには、OU 登録プロセス中に AWS Control Tower が
事前チェックを実行した各リソースの Id、Name、および failedPrechecks の値のフィールドが含まれ
ます。

イベントログには、accountName、accountId、および failedPrechecks フィールドを含む、事前
チェックが実行されたネストされたアカウントに関する情報も含まれます。

failedPrechecks の値が空の場合、そのリソースのすべての事前チェックが正常に終了したことを意味
します。

• このイベントは、事前チェックに失敗した場合にのみ発生します。
• 空の OU を登録している場合、このイベントは発生しません。

イベントの例:

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "accountId": "XXXXXXXXXXXX", 
    "invokedBy": "AWS Internal" 
  }, 
  "eventTime": "2021-09-20T22:45:43Z", 
  "eventSource": "controltower.amazonaws.com", 
  "eventName": "PrecheckOrganizationalUnit", 
  "awsRegion": "us-west-2", 
  "sourceIPAddress": "AWS Internal", 
  "userAgent": "AWS Internal", 
  "eventID": "b41a9d67-0da4-4dc5-a87a-25fa19dc5305", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsServiceEvent", 
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  "managementEvent": true, 
  "recipientAccountId": "XXXXXXXXXXXX", 
  "serviceEventDetails": { 
    "precheckOrganizationalUnitStatus": { 
      "organizationalUnit": { 
        "organizationalUnitName": "Ou-123", 
        "organizationalUnitId": "ou-abcd-123456", 
        "failedPrechecks": [ 
            "SCP_CONFLICT" 
          ] 
      }, 
      "accounts": [ 
        { 
          "accountName": "Child Account 1", 
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX", 
          "failedPrechecks": [ 
            "FAILED_TO_ASSUME_ROLE" 
          ] 
        }, 
        { 
          "accountName": "Child Account 2", 
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX", 
          "failedPrechecks": [ 
            "FAILED_TO_ASSUME_ROLE" 
          ] 
        }, 
        { 
          "accountName": "Management Account", 
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX", 
          "failedPrechecks": [ 
            "MISSING_PERMISSIONS_AF_PRODUCT" 
          ] 
        }, 
        { 
          "accountName": "Child Account 3", 
          "accountId": "XXXXXXXXXXXX", 
          "failedPrechecks": [] 
        }, 
        ... 
      ], 
      "state": "FAILED", 
      "message": "AWS Control Tower failed to register an organizational unit due to pre-
check failures. Go to the OU details page to download a list of failed pre-checks for the 
 OU and accounts within.", 
      "requestedTimestamp": "2021-09-20T22:44:02+0000", 
      "completedTimestamp": "2021-09-20T22:45:43+0000" 
    } 
  }, 
  "eventCategory": "Management"
}
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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

• チュートリアル: ALZ から AWS Control Tower に移行する (p. 1068)
• チュートリアル: Service Catalog API による AWS Control Tower のアカウントプロビジョニングの自動

化 (p. 1068)
• チュートリアル: VPC を使用せずに AWS Control Tower を設定する (p. 1071)
• AWS Control Tower リソースを管理する (p. 1077)
• チュートリアル: AWS Firewall Manager を使用した AWS Control Tower のセキュリティグループの設

定 (p. 1073)
• チュートリアル: AWS Control Tower のランディングゾーンを廃止する (p. 1074)

チュートリアル: ALZ から AWS Control Tower に移
行する

多くの AWS のお客様は、安全かつ基準に準拠したマルチアカウントの AWS 環境を設定するため
に、AWS Landing Zone ソリューション (ALZ) を採用しています。ランディングゾーンの管理負担を軽減
するために、AWS は AWS Control Tower というマネージドサービスを作成しました。

ALZ では、追加機能は予定されていません。長期サポートのみです。したがって、ALZ から AWS Control 
Tower サービスに移行することをお勧めします。この章でリンクされているブログでは、その移行に関す
るさまざまな考慮事項について説明し、ALZ から AWS Control Tower への正常な移行を計画する方法につ
いて説明します。

ブログ: Migrate AWS Landing Zone solution to AWS Control Tower (AWS Landing Zone ソリューションか
ら AWS Control Tower への移行)

AWS の規範的なガイダンスは、ALZ から AWS Control Tower に移行するステップを含む、より広範なド
キュメントを提供します。基本的に、いくつかの前提条件に基づいて、ALZ を実行している既存の組織
で AWS Control Tower ガバナンスを有効にします。詳細については、「Transitioning from AWS Landing 
Zone to AWS Control Tower」(AWS Landing Zone から AWS Control Tower への移行) を参照してくださ
い。

チュートリアル: Service Catalog API による AWS 
Control Tower のアカウントプロビジョニングの自
動化

AWS Control Tower は、AWS Service Catalog など、その他のいくつかの AWS のサービスと統合されて
います。API を使用して、AWS Control Tower のメンバーアカウントの作成およびプロビジョニングがで
きます。
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Control Tower のアカウントプロビジョニングの自動化

この動画では、AWS Service Catalog を呼び出すことによって、自動化されたバッチ方式でアカウントを
プロビジョニングする方法について説明します。プロビジョニングの場合、AWS コマンドラインインター
フェイス (CLI) から ProvisionProduct API を呼び出し、セットアップする各アカウントのパラメータ
を含む JSON ファイルを指定します。この動画では、AWS Cloud9 開発環境をインストールして使用し、
この作業を実行する方法を説明します。AWS Cloud9 の代わりに AWS Cloudshell を使用する場合、CLI コ
マンドは同じになります。

Note

また、このアプローチを適応させて、各アカウントの AWS Service Catalog の
UpdateProvisionedProduct API を呼び出すことで、アカウントの更新を自動化することもで
きます。アカウントを更新するスクリプトを 1 つずつ作成できます。

Terraform を使い慣れている場合は、まったく異なるオートメーションの方法として、provision accounts 
with AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) (p. 160) (AWS Control Tower Account 
Factory for Terraform (AFT) でアカウントをプロビジョニングする) ことができます。

オートメーションの管理ロールのサンプル

次に示すのは、管理アカウントでオートメーションの管理ロールを設定するために使用できるサンプルテ
ンプレートです。このロールは、ターゲットアカウントの管理者アクセスを使用してオートメーションを
実行できるように、管理アカウントで設定します。

AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
Description: Configure the SampleAutoAdminRole

Resources: 
  AdministrationRole: 
    Type: AWS::IAM::Role 
    Properties: 
      RoleName: SampleAutoAdminRole 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: 2012-10-17 
        Statement: 
          - Effect: Allow 
            Principal: 
              Service: cloudformation.amazonaws.com 
            Action: 
              - sts:AssumeRole 
      Path: / 
      Policies: 
        - PolicyName: AssumeSampleAutoAdminRole 
          PolicyDocument: 
            Version: 2012-10-17 
            Statement: 
              - Effect: Allow 
                Action: 
                  - sts:AssumeRole 
                Resource: 
                  - "arn:aws:iam::*:role/SampleAutomationExecutionRole"

オートメーションの実行ロールのサンプル

次に示すのは、オートメーションの実行ロールを設定するために使用できるサンプルテンプレートです。
このロールは、ターゲットアカウントで設定します。

AWSTemplateFormatVersion: "2010-09-09"
Description: "Create automation execution role for creating Sample Additional Role."

Parameters: 
  AdminAccountId: 
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    Type: "String" 
    Description: "Account ID for the administrator account (typically management, security 
 or shared services)." 
  AdminRoleName: 
    Type: "String" 
    Description: "Role name for automation administrator access." 
    Default: "SampleAutomationAdministrationRole" 
  ExecutionRoleName: 
    Type: "String" 
    Description: "Role name for automation execution." 
    Default: "SampleAutomationExecutionRole" 
  SessionDurationInSecs: 
    Type: "Number" 
    Description: "Maximum session duration in seconds." 
    Default: 14400

Resources: 
  # This needs to run after AdminRoleName exists. 
  ExecutionRole: 
    Type: "AWS::IAM::Role" 
    Properties: 
      RoleName: !Ref ExecutionRoleName 
      MaxSessionDuration: !Ref SessionDurationInSecs 
      AssumeRolePolicyDocument: 
        Version: "2012-10-17" 
        Statement: 
          - Effect: "Allow" 
            Principal: 
              AWS: 
                - !Sub "arn:aws:iam::${AdminAccountId}:role/${AdminRoleName}" 
            Action: 
              - "sts:AssumeRole" 
      Path: "/" 
      ManagedPolicyArns: 
        - "arn:aws:iam::aws:policy/AdministratorAccess"

これらのロールを設定したら、AWS Service Catalog API を呼び出して自動タスクを実行します。CLI コマ
ンドは、動画で説明されています。

Service Catalog API のプロビジョニング入力のサンプ
ル
API を使用して AWS Control Tower アカウントをプロビジョニングする場合に、Service Catalog
ProvisionProduct API に与えることのできる入力のサンプルを次に示します。

{ 
  pathId: "lpv2-7n2o3nudljh4e", 
  productId: "prod-y422ydgjge2rs", 
  provisionedProductName: "Example product 1", 
  provisioningArtifactId: "pa-2mmz36cfpj2p4", 
  provisioningParameters: [ 
    { 
      key: "AccountEmail", 
      value: "abc@amazon.com" 
    }, 
    { 
      key: "AccountName", 
      value: "ABC" 
    }, 
    { 
      key: "ManagedOrganizationalUnit", 
      value: "Custom (ou-xfe5-a8hb8ml8)" 
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    }, 
    { 
      key: "SSOUserEmail", 
      value: "abc@amazon.com" 
    }, 
    { 
      key: "SSOUserFirstName", 
      value: "John" 
    }, 
    { 
      key: "SSOUserLastName", 
      value: "Smith" 
    } 
  ], 
  provisionToken: "c3c795a1-9824-4fb2-a4c2-4b1841be4068"
}       
     

詳細については、「API reference for Service Catalog」 (Service Catalog の API リファレンス) を参照して
ください。

Note

ManagedOrganizationalUnit の値の入力文字列の形式が OU_NAME から OU_NAME (OU_ID)
に変更されていることに注意してください。続く動画では、この変更については言及していませ
ん。

動画チュートリアル
この動画 (6:58) では、AWS Control Tower のアカウントのデプロイを自動化する方法について説明しま
す。動画の右下にあるアイコンを選択すると、全画面表示にできます。字幕を利用できます。

AWS Control Tower での自動アカウントプロビジョニングに関する動画チュートリアル。

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 仮想プライベートクラウド (VPC) 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。

Important

VPC インターネットアクセス設定を有効にして Account Factory アカウントをプロビジョニ
ングすると、その Account Factory 設定によってコントロール (Disallow internet access for an 
Amazon VPC instance managed by a customer (顧客が管理する Amazon VPC インスタンスのイ
ンターネットアクセスを許可しない) (p. 984)) が上書きされます。新しくプロビジョニングされた
アカウントのインターネットアクセスを有効にしないようにするには、Account Factory で設定を
変更する必要があります。
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AWS Control Tower VPC を削除する
AWS Control Tower 以外では、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/) で確
認できます。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 のデフォルトの VPC 
を削除し、新しい AWS Control Tower のデフォルトの VPC を作成します。新しい VPC は、AWS Control 
Tower 管理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 VPC
と呼びます。

Amazon VPC コンソールで AWS Control Tower VPC を表示すると、その名前の末尾に単語 (default) は
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 VPC を特定する必要があります。

AWS Control Tower 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 VPC を削除するには

1. Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
2. VPC を検索するか、Service Catalog のオプションから [VPC] を選択します。[VPC Dashboard] (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] (お使いの 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 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。

AWS の (デフォルト) VPC は、AWS Control Tower 管理アカウントのすべてのリージョンに既に存在して
います。セキュリティのベストプラクティスに従うために、AWS Control Tower VPC を削除する場合は、
管理アカウントに関連付けられている AWS のデフォルトの VPC をすべての AWS リージョンから削除す
ることをお勧めします。したがって、管理アカウントをセキュリティで保護するには、各リージョンから
デフォルトの VPC を削除し、AWS Control Tower ホームリージョンの Control Tower によって作成された 
VPC も削除します。

AWS Control Tower で VPC なしのアカウントを作成
する
エンドユーザーのワークロードに VPC が不要である場合は、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. ウェブブラウザを開き、AWS Control Tower コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
controltower) に移動します。

2. 左側のメニューから、[Account Factory] を選択します。
3. [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。
4. 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。
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5. [Network Configuration] (ネットワーク設定) セクションで [Edit] (編集) ボタンを選択します。
6. [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] (新規アカウント用の VPC 設定オプション) セク
ションに移動します。

[Option 1] (オプション 1) または [Option 2] (オプション 2)、あるいはその両方に従って、アカウント
のプロビジョニング時に AWS Control Tower が VPC を作成しないようにします。

a. オプション 1 — サブネットの削除

• [Internet-accessible subnet] (インターネットアクセス可能なサブネット) のトグルスイッチをオ
フにします。

• [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。

b. オプション 2 — AWS リージョンの削除

• [Regions for VPC creation] (VPC 作成のリージョン) 列のすべてのチェックボックスをオフにし
ます。

7. [Save (保存)] を選択します。

起こり得るエラー
AWS Control Tower 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。

• 既存の管理アカウントには、AWS Control Tower 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。

• 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。

チュートリアル: AWS Firewall Manager を使用した 
AWS Control Tower のセキュリティグループの設定

この動画では、AWS Firewall Manager サービスを使用して AWS Control Tower のネットワークセキュリ
ティを強化する方法を示します。セキュリティグループを設定するためのセキュリティ管理者アカウント
を指定できます。セキュリティポリシーを設定してセキュリティルールを AWS Control Tower 組織に適用
する方法、およびポリシーを自動的に適用して非準拠のリソースを修復する方法を確認できます。組織内
の各アカウントおよびリソース (Amazon EC2 インスタンスなど) に適用されているセキュリティグループ
を確認できます。

独自のファイアウォールポリシーを作成することも、信頼できるベンダーのルールをサブスクライブする
こともできます。

AWS Firewall Manager を使用したセキュリティグ
ループの設定
この動画 (所要時間: 8 分 2 秒) では、AWS Control Tower のリソースとワークロードのネットワークイン
フラストラクチャセキュリティを強化する方法について説明します。動画の右下にあるアイコンを選択す
ると、全画面表示にできます。字幕を利用できます。

AWS Control Tower のファイアウォール設定の動画チュートリアル。
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のランディングゾーンを廃止する

詳細については、AWS WAF のセットアップ方法に関するドキュメントを参照してください。

チュートリアル: AWS Control Tower のランディン
グゾーンを廃止する

AWS Control Tower では、ランディングゾーンと呼ばれる安全なマルチアカウント AWS 環境を設定し、
管理できます。AWS Control Tower が配置したすべてのリソースをクリーンアップするプロセスは、ラン
ディングゾーンの廃止と呼ばれます。

AWS Control Tower を使用しなくなった場合は、自動廃止ツールによって AWS Control Tower によって
割り当てられたリソースがクリーンアップされます。自動廃止プロセスを開始するには、[Landing Zone 
Settings] (ランディングゾーンの設定) ページで [decommission] (廃止) タブを選択し、[Decommission 
landing zone] (ランディングゾーンの廃止) を選択します。

廃止処理中に実行するアクションの一覧に関しては、「廃止プロセスの概要 (p. 1074)」を参照してくださ
い。

Warning

すべての AWS Control Tower リソースを手動で削除することは、廃止とは異なります。この場
合、新しいランディングゾーンを設定することはできません。

廃止処理によって、データと既存の AWS Organizations に変更がない点は次のとおりです。

• データは削除されず、AWS Control Tower によって作成されたランディングゾーンの一部のみが削除さ
れます。

• 廃止プロセスの完了後は、Simple Storage Service (Amazon S3) バケットや Amazon CloudWatch Logs 
ロググループなどの一部のリソースアーティファクトが残ります。これらのリソースは、別のランディ
ングゾーンを設定する前に、手動で削除する必要があります。これにより、特定のリソースの保守に伴
い派生する可能性があるコストを回避できます。

• 自動廃止を使用して、部分的にセットアップされたランディングゾーンを削除することはできません。
ランディングゾーンのセットアッププロセスが失敗した場合、自動廃止を有効にするには、障害状態を
解決してセットアップを完了する必要があります。または、リソースを個別に手動で削除する必要があ
ります。

ランディングゾーンの廃止は、重大な影響を引き起こす処理であり、元に戻すことはできません。AWS 
Control Tower によって実行される廃止アクション、および廃止後に残るアーティファクトについては、次
のセクションで説明します。

Important

この廃止プロセスは、ランディングゾーン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。既存のランディングゾーンを廃止した後に再作成することはできません。

廃止プロセスの概要
ランディングゾーンの廃止をリクエストすると、AWS Control Tower は次のアクションを実行します。

• ランディングゾーンで有効になっている各検出コントロールを無効にします。AWS Control Tower は、
コントロールをサポートする AWS CloudFormation リソースを削除します。

• AWS Organizations からサービスコントロールポリシー (SCP) を削除して、各予防コントロールを無効
にします。ポリシーが空欄の場合 (AWS Control Tower が管理するすべての SPC の削除後に空欄にな
る)、AWS Control Tower は、ポリシーを完全にデタッチし、削除します。
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• AWS CloudFormation StackSet としてデプロイされたすべてのブループリントを削除します。
• CloudFormation スタックとしてデプロイされたすべてのリージョンのすべてのブループリントを削除し

ます。
• プロビジョニングされたアカウントごとに、AWS Control Tower は、廃止プロセス中に以下のアクショ

ンを実行します。
• 各 Account Factory アカウントのレコードを削除します。
• AWS Control Tower が作成した IAM ロールを削除し、アカウントへの AWS Control 

Tower アクセス許可を取り消し (追加のポリシーが追加されていない限り)、標準の
OrganizationsFullAccessRole IAM ロールを再作成します。

• AWS Service Catalog からアカウントのレコードを削除します。
• Account Factory 製品およびポートフォリオを AWS Service Catalog から削除します。

• 共有 (監査およびログアーカイブ) アカウントのブループリントを削除します。
• AWS Control Tower が作成した IAM ロールを削除して、共有アカウントから AWS Control Tower アク

セス許可を取り消し (追加のポリシーが追加されていない限り)、OrganizationsFullAccessRole
IAM ロールを再作成します。

• 共有アカウントに関連するレコードを削除します。
• ユーザー作成の OU に関連するレコードを削除します。
• ホームリージョンを識別する内部レコードを削除します。

Note

廃止後、VPC が空でない場合は、Account Factory VPC ブループリント 
(BP_ACCOUNT_FACTORY_VPC) を削除して、ルートと NAT ゲートウェイをクリーンアップするこ
ともできます。

廃止処理中に削除されないリソース
ランディングゾーンを廃止しても、AWS Control Tower セットアッププロセスは完全には元に戻りませ
ん。一部のリソースは残るため、手動で削除しなければならない場合があります。

AWS Organizations

既存の AWS Organizations 組織を持たないお客様の場合、AWS Control Tower により、[Security] (セキュ
リティ) と [Sandbox] (サンドボックス) という名前の 2 つの組織単位 (OU) を持つ組織が設定されます。ラ
ンディングゾーンを廃止すると、組織の階層は次のように保持されます。

• AWS Control Tower コンソールから作成した組織単位 (OU) は削除されません。
• セキュリティ OU とサンドボックス OU は削除されません。
• 組織は AWS Organizations から削除されません。
• AWS Organizations のアカウント (共有、プロビジョニングまたは管理) は移動または削除されません。

AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (SSO)

既存の IAM Identity Center ディレクトリを持たないお客様の場合、AWS Control Tower により、IAM 
Identity Center が設定され、初期ディレクトリが構成されます。ランディングゾーンを廃止しても、AWS 
Control Tower は、IAM Identity Center に対して変更を行いません。必要であれば、管理アカウントに保管
されている IAM Identity Center 情報は手動で削除できます。特に、これらの領域に廃止による変更はあり
ません。

• Account Factory で作成されたユーザーは削除されません。
• AWS Control Tower のセットアップによって作成されたグループは削除されません。
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• AWS Control Tower によって作成された許可セットは削除されません。
• AWS アカウントと IAM Identity Center 許可セット間の関連付けは削除されません。
• IAM Identity Center のディレクトリは変更されません。

Amazon S3 バケット

セットアップ中、AWS Control Tower はログ用とログアクセス用のロギングアカウントでバケットを作成
します。ランディングゾーンを廃止しても、次のリソースは削除されません。

• ロギングアカウント内のロギングおよびロギングアクセス S3 バケットは削除されません。
• ロギングおよびロギングアクセスバケットの内容は削除されません。

共有アカウント

AWS Control Tower のセットアップ時に、セキュリティ OU に 2 つの共有アカウント (監査とログアーカ
イブ) が作成されます。ランディングゾーンを廃止した場合:

• AWS Control Tower のセットアップ中に作成された共有アカウントは閉鎖されません。
• OrganizationAccountAccessRole IAM ロールは、標準の AWS Organizations 設定に合わせて再作

成されます。
• AWSControlTowerExecution ロールが削除されます。

プロビジョニングされたアカウント

AWS Control Tower のカスタマーは、Account Factory を使用して新しい AWS アカウントを作成できま
す。ランディングゾーンを廃止した場合:

• Account Factory で作成したプロビジョニングされたアカウントは閉鎖されません。
• AWS Service Catalog のプロビジョニングされた製品は削除されません。それらを終了してクリーン

アップすると、それらのアカウントは [Root OU] (ルート OU) に移動されます。
• AWS Control Tower によって作成された VPC は削除されず、関連する AWS CloudFormation スタック

セット (BP_ACCOUNT_FACTORY_VPC) も削除されません。
• OrganizationAccountAccessRole IAM ロールは、標準の AWS Organizations 設定に合わせて再作

成されます。
• AWSControlTowerExecution ロールが削除されます。

CloudWatch Logs ロググループ

aws-controltower/CloudTrailLogs という CloudWatch Logs ロググループ
が、AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDTRAIL-MANAGEMENT という名前のブループリントの一
部として作成されます。このロググループは削除されません。代わりに、ブループリントが削除され、リ
ソースは保持されます。

• このロググループは、別のランディングゾーンを設定する前に手動で削除する必要があります。

Note

ランディングゾーン 3.0 以降のお客様は、個々の登録済みアカウントの CloudTrail ログと 
CloudTrail ログのロールを削除する必要はありません。これらは、組織レベルの証跡用に管理ア
カウントでのみ作成されるためです。

AWS Control Tower リソースを削除する方法の手順については、「AWS Control Tower リソースを管理す
る (p. 1077)」を参照してください。
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AWS Control Tower リソースを管理する
このドキュメントでは、定期的なメンテナンスおよび管理タスクの一環として、AWS Control Tower リ
ソースを削除する方法の手順を示します。この章で説明する手順は、必要に応じて個々のリソースまたは
いくつかのリソースを削除することのみを目的としています。これは、ランディングゾーンの廃止とは異
なります。

以下の 2 種類のタスクでリソースの削除が必要になることがあります。

• ランディングゾーンを通常の状況で管理するときにリソースを削除する場合。
• 自動廃止処理後に残っているリソースをクリーンアップする場合。

Warning

リソースを手動で削除すると、新しいランディングゾーンを設定できなくなります。これは、廃
止とは異なります。AWS Control Tower のランディングゾーンを廃止する場合は、この章で説明
されているアクションを実行する前に、「チュートリアル: AWS Control Tower のランディング
ゾーンを廃止する (p. 1074)」の指示に従ってください。この章の手順は、自動廃止が完了した
後に残っているリソースをクリーンアップするのに役立ちます。すべてのランディングゾーンリ
ソースを手動で削除しても、その削除はランディングゾーンの廃止とは異なり、予期しない料金
が発生する可能性があります。

AWS Control Tower からアカウントを削除する必要がある場合は、次のセクションを参照してアカウント
を閉鎖してください。

• アカウントの管理を解除する
• Account Factory で作成されたアカウントを解約する

削除ではなく廃止が必要か

AWS Control Tower を企業で使用しなくなった場合、または組織のリソースに大幅な再デプロイが必要な
場合は、ランディングゾーンを最初にセットアップしたときに作成されたリソースを廃止することができ
ます。

• 廃止プロセスの完了後は、Simple Storage Service (Amazon S3) バケットや Amazon CloudWatch Logs 
ロググループなどの一部のリソースアーティファクトが残ります。

• 別のランディングゾーンを設定する前に、アカウントの残りのリソースを手動でクリーンアップし、予
期しない請求が発生する可能性を回避する必要があります。詳細については、「廃止処理中に削除され
ないリソース (p. 1075)」を参照してください。

Warning

廃止プロセスは、ランディングゾーン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。このプロセスは元に戻せません。

AWS Control Tower リソースの削除について

この章の個々の手順では、AWS Control Tower リソースを手動で削除する方法を示します。これらの手順
は、ランディングゾーンから特定のリソースを削除する必要があるときに実行できます。

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、ランディングゾーンのホームリージョンにあ
る AWS Management Consoleにサインインしている必要があり、ランディングゾーンを含む管理アカウン
トの管理者権限を持つ IAM ユーザーまたは IAM Identity Center のユーザーとしてサインインしている必要
があります。
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Warning

これらは、AWS Control Tower 設定に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。元に戻すことはできません。

トピック
• SCP の削除 (p. 1078)
• StackSets およびスタックの削除 (p. 1078)
• ログアーカイブアカウントでの Simple Storage Service (Amazon S3) バケットの削除 (p. 1079)
• Account Factory ポートフォリオおよび製品を削除する (p. 1080)
• AWS Control Tower のロールとポリシーを削除する (p. 1080)
• AWS Control Tower リソースのヘルプ (p. 1081)

SCP の削除
AWS Control Tower では、コントロ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。

AWS Organizations SCP を削除するには

1. Organizations コンソール (https://console.aws.amazon.com/organizations/) を開きます。
2. [Policies] (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 は、StackSets とスタックを使用して、コントロールに関連する AWS Config Rulesを
ランディングゾーンにデプロイします。次の手順では、これらの特定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 [Stacks] (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. [Actions] (アクション) から [Delete stacks from StackSet] (StackSet からスタックを削除) を選択
します。

d. [Set deployment options] (デプロイオプションの設定) で、[Deployment locations] (デプロイ先) か
ら [Deploy stacks in accounts] (スタックをアカウントにデプロイ) を選択します。

e. 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。

f. [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、[Next] (次へ) を選択します。

g. [Review] (確認) ページで、選択内容を確認し、[Delete stacks] (スタックの削除) を選択します。
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h. [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. このプロセスは、別の [StackSets properties] (StackSet のプロパティ) ページの [Stacks] (スタック) 
テーブルのレコードが空になると完了します。

5. [Stacks] (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. [Stacks] (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. [Actions] (アクション) メニューから [Delete Stack] (スタックの削除) 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、[Yes, Delete] (はい、削除しま

す) を選択します。

ログアーカイブアカウントでの Simple Storage Service (Amazon S3) バケットの
削除

次の手順では、[AWSControlTowerExecution] グループの IAM Identity Center 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、ログアーカイブアカウントの Simple Storage Service (Amazon S3) バケッ
トを削除する方法について説明します。

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. Organizations コンソール (https://console.aws.amazon.com/organizations/) を開きます。
2. [Accounts] (アカウント) タブから [Log archive] (ログアーカイブ) アカウントを見つけます。
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、[Account] (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. [Role] (ロール) に [AWSControlTowerExecution] と入力します。
8. [Display Name] (表示名) にテキストを入力します。
9. お気に入りの [Color] (色) を選択します。
10. [Switch Role] (ロールの切り替え) を選択します。

Simple Storage Service (Amazon S3) バケットを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/s3/ で Simple Storage Service (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] (削除) 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、[Confirm] (確認) を選択します。
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Account Factory ポートフォリオおよび製品を削除する

次の手順では、AWSServiceCatalogAdmins グループの IAM Identity Center ユーザーとしてサインイン
し、Account Factory ポートフォリオおよび製品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管理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 Account] (AWS アカウント) から [Management] (管理) アカウントを見つけます。
3. [AWSServiceCatalogAdminFullAccess] から [Management console] (マネジメントコンソール) を選択

して、このロールで AWS Management Console にサインインします。

Account Factory をクリーンアップするには

1. Service Catalog コンソール (https://console.amazonaws.cn/servicecatalog/) を開きます。
2. 左のナビゲーションメニューから [Portfolios list] (ポートフォリオリスト) を選択します。
3. [Local Portfolios] (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。
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 [Constraints] (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. [REMOVE CONSTRAINTS] (制約の削除) を選択します。
7. 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、[CONTINUE] (続行) を選択します。
8. ページの [Products] (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. [REMOVE PRODUCT] (製品の削除) を選択します。
10. 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、[CONTINUE] (続行) を選択します。
11. [Users, Groups, and Roles] (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. 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、[CONTINUE] (続行) を選択します。
14. 左のナビゲーションメニューから [Portfolios list] (ポートフォリオリスト) を選択します。
15. [Local Portfolios] (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. 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、[CONTINUE] (続行) を選択します。
18. 左のナビゲーションメニューから [Product list] (製品リスト) を選択します。
19. [Admin products] (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. [Actions] (アクション) から [Delete product] (製品の削除) を選択します。
22. 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、[CONTINUE] (続行) を選択します。

AWS Control Tower のロールとポリシーを削除する

これらの手順では、ランディングゾーンの設定時または以降に AWS Control Tower で作成したロールやポ
リシーをクリーンアップする方法を示します。
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IAM Identity Center AWSServiceCatalogEndUserAccess ロールを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/singlesignon/ で AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single 
Sign-On) コンソールを開きます。

2. AWS リージョンをホームリージョン (AWS Control Tower を最初に設定したリージョン) に変更しま
す。

3. 左のナビゲーションメニューから [AWS accounts] (AWS アカウント) を選択します。
4. 管理アカウントのリンクを選択します。
5. [Permission sets] (許可セット) のドロップダウンを選択

し、[AWSServiceCatalogEndUserAccess]、[Remove] (削除) の順に選択します。
6. 左側のパネルから [AWS accounts] (AWS アカウント) を選択します。
7. [Permission sets] (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. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. 左のナビゲーションメニューから [Roles] (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。

a. ロールのチェックボックスをオンにします。
b. [Delete role] (ロールの削除) 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、[Yes, delete] (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. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. 左のナビゲーションメニューから [Policies] (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 [Policy actions] (ポリシーアクション) と [Delete] (削除) 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、[Delete] (削除) を選択します。

AWS Control Tower リソースのヘルプ

AWS Control Tower リソースの削除時に解決できない問題が発生した場合は、AWS サポートまでお問い
合わせください。

ランディングゾーンの廃止方法
AWS Control Tower のランディングゾーンを廃止するには、ここで示す手順に従います。

Note

廃止する前に、登録済みアカウントの管理を解除することをお勧めします。
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1. AWS Control Tower コンソールの [Landing Zone Settings] (ランディングゾーンの設定) ページに移動
します。

2. [Decommission your landing zone] (ランディングゾーンを廃止します) セクションにある
[Decommission your landing zone] (ランディングゾーンを廃止します) を選択します。

3. 実行しようとしているアクションと必要な確認プロセスについて説明するダイアログが表示されま
す。廃止の意思を確認するには、すべてのボックスを選択し、要求どおりに確認を入力する必要があ
ります。

Important

廃止プロセスは元に戻せません。
4. ランディングゾーン廃止の意思を確認すると、廃止処理中に AWS Control Tower ホームページにリダ

イレクトされます。この処理には最長で 2 時間かかります。
5. 廃止処理が成功した場合は、AWS Control Tower コンソールから新しいランディングゾーンを設定

する前に、残ったリソースを手動で削除する必要があります。これらの残ったリソースには、特定の 
Amazon S3 バケット、組織、CloudWatch Logs ロググループが含まれます。

Note

これらのアクションは、請求およびコンプライアンス作業に重大な影響を及ぼす可能性があ
ります。例えば、これらのリソースの削除に失敗すると、予期しない請求が発生する可能性
があります。

リソースを手動で削除する方法の詳細については、「AWS Control Tower リソースの削除につい
て (p. 1077)」を参照してください。

6. 新しい AWS リージョンに新しいランディングゾーンを設定する場合は、この追加手順に従ってくだ
さい。CLI を開いて、次のコマンドを入力します。

aws organizations disable-aws-service-access --service-principal 
 controltower.amazonaws.com

廃止後に必要な手動クリーンアップタスク

• landing zone を廃止した後に新しいランディングゾーンを作成する場合、ロギングアーカイブアカウン
トと監査アカウントに異なる E メールアドレスを指定する必要があります。そうでない場合、既存のロ
ギングアーカイブアカウントまたは監査アカウントを持ち込むための手順に従ってください。

• aws-controltower/CloudTrailLogs という CloudWatch Logs ロググループは、別のランディング
ゾーンを設定する前に手動で削除する必要があります。

• ログ用に予約された 2 つの Amazon S3 バケットは、手動で削除するか、名前を変更する必要がありま
す。

• 既存の [Security] (セキュリティ) 組織と [Sandbox] (サンドボックス) 組織は、手動で削除するか、名前
を変更する必要があります。

Note

AWS Control Tower の [Security OU] (セキュリティ OU) 組織を削除する前に、まずロギングア
カウントと監査アカウントを削除する必要がありますが、管理アカウントは削除する必要はあ
りません。これらのアカウントを削除するには、監査アカウントとロギングアカウントに ルー
トユーザーとしてサインインする場合 (p. 41) (ルートユーザーとしてログイン) し、個別に削除
する必要があります

• AWS Control Tower の AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) (IAM Identity 
Center) 構成を手動で削除することもできますが、既存の IAM Identity Center で続行することもできま
す。
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• AWS Control Tower によって作成された VPC を削除し、関連する AWS CloudFormation スタックセッ
トも削除することもできます。

• 別のホームリージョンに AWS Control Tower のランディングゾーンを設定する前に、「aws 
Organizations disable-aws-service-access —service-principal controltower.amazonaws.com」コマンド
を実行する必要もあります。

ランディングゾーン廃止後のセットアップ
ランディングゾーン廃止後は、手動クリーンアップが完了するまでセットアップを再実行できません。ま
た、これらの残ったリソースを手動でクリーンアップしないと、予期しない請求が発生する可能性があり
ます。次の点に注意してください。

• AWS Control Tower 管理アカウントは AWS Control Tower のルート OU の一部です。これらの IAM 
ロールと IAM ポリシーが管理アカウントから削除されていることを確認します。
• ロール:

- AWSControlTowerAdmin

- AWSControlTowerCloudTrailRole

- AWSControlTowerStackSetRole

• ポリシー:

- AWSControlTowerAdminPolicy

- AWSControlTowerCloudTrailRolePolicy

- AWSControlTowerStackSetRolePolicy

• ランディングゾーンを再度作成する前に、AWS Control Tower の既存 IAM Identity Center の設定を削除
または更新することもできますが、削除は必須ではありません。

• AWS Control Tower によって作成された VPC を削除することもできます。
• ロギングアカウントまたは監査アカウントに指定された E メールアドレスが既存の AWS アカウントに

関連付けられている場合、セットアップは失敗します。ランディングゾーンを再度設定するには、AWS 
アカウントを閉鎖するか、別の E メールアドレスを使用する必要があります。または、これらの既存の
共有アカウントを再利用して、独自のロギングアカウントと監査アカウントを持ち込む機能を使用する
こともできます。詳細については、「既存のセキュリティアカウントまたはログアカウントを使用する
際の考慮事項 (p. 126)」を参照してください。

• ロギングアカウントに次の予約名の Amazon S3 バケットが既に存在する場合、セットアップは失敗し
ます。
• aws-controltower-logs-{accountId}-{region} (ロギングバケットに使用)。
• aws-controltower-s3-access-logs-{accountId}-{region} (ロギングアクセスバケットに

使用)。

これらのバケットの名前を変更または削除するか、ロギングアカウントに別のアカウントを使用する必
要があります。

• CloudWatch Logs の管理アカウントに aws-controltower/CloudTrailLogs というロググループが
既に存在する場合、セットアップは失敗します。ロググループの名前を変更するか、ロググループを削
除する必要があります。

新しい AWS リージョンに新しいランディングゾーンを設定する場合は、この追加手順に従ってくださ
い。CLI を開いて、次のコマンドを入力します。
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aws organizations disable-aws-service-access --service-principal controltower.amazonaws.com

Note

セキュリティまたはサンドボックスという名前のトップレベルの OU がある組織では、新しい
ランディングゾーンをセットアップできません。ランディングゾーンを再度セットアップするに
は、これらの OU の名前変更または削除を行う必要があります。
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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 Support 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
ランディングゾーンの起動の失敗の一般的な原因:

• 確認メールメッセージへの応答の欠如。
• AWS CloudFormation StackSet の失敗。

確認メールメッセージ: 管理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 Support までお問い合わせください。

StackSet の失敗: ランディングゾーンの起動の失敗の原因として、AWS CloudFormation CloudFormation 
StackSet の失敗が考えられます。AWSSecurity Token Service (STS) のリージョンは、プロビジョニング
が成功するように、AWS Control Tower が管理しているすべての AWS リージョンの管理アカウントで有
効にする必要があります。そうでない場合は、スタックセットの起動は失敗します。

実行するアクション

AWS Control Tower を起動する前に、必ず、必要なすべての AWS Security Token Service (STS) エンドポ
イントリージョンを有効にしてください。

AWS Control Tower がサポートする AWS リージョン リストを表示するには、「AWS Control Tower で 
AWS リージョンを使用する方法 (p. 118)」を参照してください。

ランディングゾーンが最新ではないエラー
ランディングゾーンを最近更新していない場合は、AWS Control Tower へのアクセスを回復しようとした
ときにエラーが発生することがあります。以下のようなエラーメッセージが表示されることがあります。

Unable to access Control Tower

アカウントは長い間非アクティブになっています。非アクティブのため、AWS Control Tower にアクセス
するにはランディングゾーンを更新する必要があります。

ただし、ランディングゾーンの更新が失敗する可能性があります。

実行する手順
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組織の管理アカウントにサインインし、ルートユーザーとしてサインインします。IAM ユーザーまたは 
AWS Identity Center のユーザーは AWS Control Tower 管理者権限を持ち、AWSControlTowerAdmins グ
ループに属している必要があります。その場合は、更新を再試行してください。

新しいアカウントのプロビジョニングに失敗する
この問題が発生した場合は、以下の一般的な原因を確認します。

アカウントのプロビジョニングフォームに入力した際に、次を行った可能性があります。

• tagOptions を指定した
• SNS 通知を有効化した
• プロビジョニング済み製品の通知を有効化した

これらのオプションを指定せずに、アカウントのプロビジョニングを再試行してください。詳細について
は、「AWS Service Catalog Account Factory でのアカウントのプロビジョニング  (p. 142)」を参照してく
ださい。

その他の一般的な失敗の原因:

• プロビジョニングされた製品プランを作成した場合 (リソースの変更を表示するため)、アカウントのプ
ロビジョニングが無期限に [In progress] (進行中) 状態のままになることがあります。

• AWS Control Tower の他の設定変更が進行中に Account Factory で新しいアカウントを作成しようする
と、作成は失敗します。例えば、OU にコントロールを追加するプロセスの進行中にアカウントをプロ
ビジョニングしようとすると、Account Factory にエラーメッセージが表示されます。

AWS Control Tower で前のアクションのステータスを確認するには

• AWS [CloudFormation] > [StackSets] に移動します。
• AWS Control Tower と関連する各スタックセットをチェックします (プレフィックス: 

「AWSControlTower」)。
• まだ実行中の AWS CloudFormation StackSets オペレーションを探します。

アカウントのプロビジョニングに 1 時間以上かかる場合は、プロビジョニングプロセスを終了し、もう一
度試してください。

既存のアカウントを登録できない
既存の AWS アカウントを 1 回登録しようとして、その登録が失敗した場合、2 回目を試みると、スタッ
クセットが存在するというエラーメッセージが表示されることがあります。続行するには、プロビジョニ
ングされた製品を Account Factory から削除する必要があります。

最初の登録が失敗した原因が、アカウントに AWSControlTowerExecution ロールを作成し忘れていた
ことである場合は、表示されるエラーメッセージで、ロールを作成するように指示されます。ただし、
ロールを作成しようとすると、AWS Control Tower がロールを作成できなかったという別のエラーメッ
セージが表示されることがあります。このエラーは、プロセスが部分的に完了しているために発生しま
す。

この場合、既存のアカウントの登録に進む前に、2 つの回復手順を実行する必要があります。まず、AWS 
Service Catalog コンソールを使用して Account Factory でプロビジョニングされた製品を終了する必要
があります。次に、AWS Organizations コンソールを使用して、OU からアカウントを手動で移動し、
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ルートに戻す必要があります。その後、アカウントに AWSControlTowerExecution ロールを作成
し、[Enroll account] (アカウントの登録) フォームに再度入力します。

登録に失敗するもう 1 つの原因として、アカウントに既存の AWS Config リソースがあることが考えられ
ます。その場合、既存のリソースを変更する方法については、「既存の AWS Config リソースを持つアカ
ウントを登録する」を参照してください。

Account Factory アカウントを更新できない
アカウントの状態に整合性がない場合、Account Factory または AWS Service Catalog から正常に更新す
ることはできません。

ケース 1: 以下のようなエラーメッセージが表示されることがあります。

AWS Control Tower could not baseline VPC in the managed account because of 
existing resource dependencies.

一般的な原因: AWS Control Tower は、初期プロビジョニング中に常に AWS のデフォルト VPC を削除し
ます。AWS のデフォルト VPC をアカウントに含めるには、アカウントの作成後に追加する必要がありま
す。AWS Control Tower には、AWS のデフォルト VPC に代わる独自のデフォルト VPC があります。た
だし、チュートリアルで示されているように Account Factory を設定しない限り、AWS Control Tower に
よって VPC はまったくプロビジョニングされません。この場合、アカウントに VPC はありません。AWS 
のデフォルト VPC を使用する場合は、その VPC を再度追加する必要があります。

ただし、AWS Control Tower は AWS のデフォルト VPC をサポートしていません。その種の VPC をデプ
ロイすると、アカウントは Tainted 状態になります。その状態のとき、AWS Service Catalog を使用し
てアカウントを更新することはできません。

実行するアクション: 追加したデフォルト VPC を削除する必要があります。これによりアカウントを更新
できるようになります。

Note

Tainted 状態になると、未更新のアカウントは属する先の OU でコントロールを有効にできない
という問題が発生する場合があります。

ケース 2: 以下のようなエラーメッセージが表示されることがあります。

AWS Control Tower detects that your enrolled account has been moved to a new 
organizational unit.

一般的な原因: ある登録済み OU から別の OU にアカウントを移動しようとしましたが、古い AWS Config 
ルールが残っています。アカウントが不整合な状態になっています。

実行するアクション:

アカウントの移動が意図されていた場合:

• Service Catalog のアカウントを終了します。
• もう一度アカウントを登録してください。
• コンテキスト/インパクト: デプロイされた AWS Config ルールが、宛先 OU によって指示された設定と

一致しません。
• AWS Config ルールが以前の OU から残り、意図しない使用量が発生する可能性があります。
• リソース名の競合により、アカウントを再登録または更新しようとすると失敗します。

アカウントの移動が意図されていなかった場合:

• アカウントを元の OU に戻します。
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• Service Catalog からアカウントを更新します。
• 起動パラメータに、アカウントの元の OU を入力します。
• コンテキスト/インパクト: アカウントが元の OU に戻らない場合、アカウントの状態は新しい OU に

よって指示されたコントロールと一致しません。
• アカウントの更新は、以前の OU に関連付けられた AWS Config ルールが削除されないため、有効な修

復ではありません。

ランディングゾーンを更新できない
アカウントが [Closed] (閉鎖) または [Suspended] (一時停止) 状態の場合は、ランディングゾーンを更新し
ようとすると問題が発生する可能性があります。ランディングゾーンの更新を実行する前に、クローズさ
れたすべてのアカウントのプロビジョニング済み製品を削除する必要があります。

AWS Service Catalog のプロビジョニング済み製品ページで、次のようなエラーメッセージが表示される
ことがあります。

AWSControlTowerExecution role can't be assumed on the account.

一般的な原因: プロビジョニング済み製品を削除せずにアカウントを一時停止しました。

実行するアクション: このエラーが表示された場合は、次の 2 つのオプションがあります。

1. AWS Support に連絡し、アカウントを再度開き、プロビジョニング済み製品を削除してから、アカウン
トを再度閉鎖します。

2. アカウント閉鎖のために孤立した StackSets からリソースを削除します。(このオプションは、削除しな
い [Current] (最新) 状態のインスタンスが StackSets にある場合にのみ使用できます。)

StackSets からリソースを削除するには、閉鎖したアカウントごとにこれを行います。

• AWS Control Tower の各 StackSets にアクセスし、閉鎖したアカウントのすべてのリージョンから 
StackInstances を削除します。

• 重要: [Retain Stack] (スタックの保持) オプションを選択すると、StackSet はスタックインスタン
スのみを削除します。StackSet は閉鎖したアカウントからロールを引き受けることができないた
め、AWSControlTowerExecution ロールを引き受けようとした場合は失敗し、エラーメッセージが
表示されます。

AWS Config に関するエラー
AWS Control Tower でサポートされている AWSリージョンで AWS Config が有効になっている場合、事
前チェックが失敗したため、エラーメッセージが表示される場合があります。AWS Config の基本的な動
作が原因で、このメッセージは問題を適切に説明していないようです。

次のいずれかに類似したエラーメッセージが表示される場合があります。

• AWS Control Tower cannot create an AWS Config delivery channel because one 
already exists. To continue, delete the existing delivery channel and try 
again
.

• AWS Control Tower cannot create an AWS Config configuration recorder because 
one already exists. To continue, delete the existing delivery channel and try 
again
.
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一般的な原因: AWS Config サービスが AWS アカウント上で有効になっている場合、デフォルトの名前で
設定レコーダーと配信チャネルが作成されます。コンソールから AWS Config サービスを無効にしても、
設定レコーダーや配信チャネルは削除されません。これらは CLI を使用して削除するか、AWS Control 
Tower で使用できるように変更する必要があります。AWS Config サービスが AWS Control Tower でサ
ポートされているいずれかのリージョンで有効になっている場合、このエラーが発生する可能性がありま
す。

アカウントに既存の AWS Config リソースがある場合、既存のリソースを変更する方法については、「既
存の AWS Config リソースを持つアカウントを登録する」を参照してください。

実行するアクション: サポートされているすべてのリージョンで、設定レコーダーと配信チャネルを削除し
ます。AWS Config を無効にするだけでは不十分です。設定レコーダーと配信チャネルは CLI を使用して
削除する必要があります。CLI から設定レコーダーと配信チャネルを削除した後、もう一度 AWS Control 
Tower の起動とアカウントの登録を試すことができます。

プロビジョニング済み製品をデプロイしようとしている場合は、再試行する前にプロビジョニング済み製
品を削除する必要があります。そうしないと、以下のようなエラーメッセージが表示されることがありま
す。

• An error occurred (InvalidParametersException) when calling the
ProvisionProduct operation: A stack named Stackname already exists.

メッセージでは、Stackname がスタック名を指定します。

以下に、設定レコーダーと配信チャネルのステータスを確認するために使用できる AWS Config CLI コマ
ンドの例を示します。

表示コマンド:

• aws configservice describe-delivery-channels
• aws configservice describe-delivery-channel-status
• aws configservice describe-configuration-recorders
• The normal response is something like "name": "default"

削除コマンド:

• aws configservice stop-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-delivery-channel --delivery-channel-name NAME-FROM-
DESCRIBE-OUTPUT

• aws configservice delete-configuration-recorder --configuration-recorder-name
NAME-FROM-DESCRIBE-OUTPUT

詳細については、AWS Config のドキュメントを参照してください。

• 設定レコーダーの管理 (AWS CLI)
•

配信チャネルの管理

起動パスが見つからないというエラー
新しいアカウントを作成しようとすると、次のようなエラーメッセージが表示されることがあります。

No launch paths found for resource: prod-dpqqfywxxxx
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このエラーメッセージは、AWS Service Catalog によって生成されます。これは、AWS Control Tower で
のアカウントのプロビジョニングに役立つ統合サービスです。

一般的な原因:

• ルートとしてログインしている可能性があります。AWS Control Tower では、ルートユーザーとしてロ
グインしている場合のアカウントの作成はサポートされていません。

• IAM Identity Center ユーザーが適切なアクセス許可グループに追加されていません。場合によって
は、AWSAccountFactory (エンドユーザーアクセス用) または AWSServiceCatalogAdmins (管理者アク
セス用) のいずれかのアクセス許可グループに IAM Identity Center ユーザーを追加する必要がありま
す。

• IAM ユーザーとして認証されている場合は、正しいアクセス許可を持つように AWS Service Catalog 
ポートフォリオに追加する必要があります。

• この問題は、正しい権限を持っているが、AWS Control Tower ドリフトが検出され、修理が必要な場合
にも発生します。

許可不足のエラーを受け取った
特定の AWS Organizations で特定の作業を実行するために必要な許可がアカウントにない可能性があり
ます。次の種類のエラーが発生した場合は、IAM や IAM Identity Center の許可など、すべての許可領域を
チェックして、それらの場所から許可が拒否されていないことを確認します。

You have insufficient permissions to perform AWS Organizations API actions.

試行するアクションが作業に必要で、関連する制限が見つからない場合は、システム管理者または AWS 
Support にお問い合わせください。

検出コントロールがアカウントで有効になっていな
い

最近、AWS Control Tower のデプロイを新しい AWS リージョンに拡張した場合、新しく適用された検
出コントロールは、AWS Control Tower によって管理される OU 内の個々のアカウントが更新されるま
で、どのリージョンで作成した新しいアカウントにも有効になりません。既存のアカウントにある既存の
検出コントロールはまだ有効です。

アカウントを更新する前に検出コントロールを有効にしようとすると、次のようなエラーメッセージが表
示されることがあります。

AWS Control Tower can't enable the selected control on this OU. AWS Control 
Tower cannot apply the control on the OU ou-xxx-xxxxxxxx, because child 
accounts have dependencies that are missing. Update all child accounts under 
the OU, then try again.

実行するアクション: アカウントの更新。

AWS Control Tower コンソールからアカウントを更新するには、「AWS Control Tower の OU とアカウン
トを更新する場合 (p. 215)」を参照してください。

複数の個別アカウントをプログラムで更新するには、AWS Service Catalog の API と AWS CLI を使用
して更新を自動化できます。更新プロセスにアプローチする方法の詳細については、こちらの「動画
チュートリアル (p. 1071)」を参照してください。 動画で説明されている ProvisionProduct API の代わりに
UpdateProvisionedProduct API を使用できます。
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それでもアカウントで検出コントロールが有効にならない場合は、AWS Support にお問い合わせくださ
い。

AWS Organizations API によって返された Rate 
exceeded エラー

考えられる原因

AWS Control Tower が毎日のスキャンを実行して SCP がドリフトしているかどうかを確認している間、
ワークロードが実行されていました。

従うべき手順

API スロットリングまたは rate exceeded エラーが発生した場合は、次の手順を試してください。

• ワークロードを別のタイミングで実行します。(AWS Control Tower が監査スキャンを実行するタイミン
グを確認するには、リージョン別の AWS Control Tower SCP 不変スキャンのスケジュールを参照して
ください。)

• API を HTTP 経由で直接呼び出す場合: AWS SDK を使用して、失敗したアクションを自動的に再試行し
ます。

• Service Quotas と AWS Support を通じて制限の引き上げをリクエストします。

Elastic Beanstalk での API スロットリングのトラブルシューティング手順の例については、https://
aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/elastic-beanstalk-api-
throttling-errors/ を参照してください。

ある AWS Control Tower ランディングゾーンから
別の AWS Control Tower ランディングゾーンに 
Account Factory アカウントを直接移動できない

Warning

このプラクティスは、対象となるアカウント登録の前提条件を満たしていません。なぜなら、対
象となるアカウントは同じ AWS 組織全体に属していなければならず、各組織にはランディング
ゾーンが 1 つしかない可能性があるためです。このアクションを実行しようとして、複数のエ
ラーメッセージが表示された場合には、次の情報が参考になる可能性があります。

Account Factory を使用してプロビジョニングしたアカウントを、別の管理アカウントの下にある AWS 
Control Tower が管理する別のランディングゾーンに移動するには、すべての IAM ロールとそのアカウン
トに関連付けられているスタックを元の OU から削除する必要があります。これらのリソースを、アカウ
ントがデプロイされているすべてのリージョンから削除します。

Note

リソースを削除する最善の方法は、元の OU でアカウントのプロビジョニングを解除してから、
リソースを移動させることです。

リソースを削除しないと、新しい OU への登録は失敗します。1 つ以上のエラーメッセージが表示される
ことがあり、アカウントがデプロイされたすべてのリージョンから残りのロールとスタックが削除される
まで、同様のエラーメッセージが表示され続けます。
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エラーメッセージが表示されるたびに、新しい OU からアカウントを削除し、エラーメッセージの対象と
なる古いリソースを削除してから、アカウントを新しい OU に戻す必要があります。削除と削除のこのプ
ロセスは、残りのすべてのリソース、アカウントがデプロイされたすべてのリージョンについて、10 回ま
たは 20 回繰り返す必要があります。このようなエラーが繰り返し発生するのは、IAM ロールの削除を防
止する SCP を使用して OU にアカウントがプロビジョニングされたためです。再試行する前に、アカウ
ントのリソースをすべて削除することで、回復プロセスを短縮できます。

以下の例は、削除されていないロールとスタックが残っている場合に表示される可能性のある失敗に関す
るメッセージの種類を示しています。ほとんどの場合、古いリソースが残っている限り、アカウントを登
録しようとするたびに、これらのメッセージのいずれかが表示されます。

この例では、リソース ID 文字列の値が変更されています。これらの値は、表示されるエラーメッセージで
は同じにはなりません。次の例に示すようなメッセージが表示されます。

• AWS Control Tower cannot create the IAM role aws-controltower-
AdministratorExecutionRole because the role already exists. To continue, 
delete the existing IAM role and try again.

• AWS Control Tower cannot create the IAM role aws-controltower-
ConfigRecorderRole because the role already exists. To continue, delete the 
existing IAM role and try again.

• AWS Control Tower cannot create the IAM role aws-controltower-
ForwardSnsNotificationRole because the role already exists. To continue, 
delete the existing IAM role and try again.

または、次のようなスタックセットの失敗に関するエラーメッセージが表示されることがあります。

 
"Error\":\"StackSetFailState\",
\"Cause\":\"StackSetOperation on AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH  
with id 8aXXXXf5-e0XX-4XXa-bc4XX-dXXXXXee31 
has reached SUCCEEDED state but has 1 NON-CURRENT stack instances;  
here is the summary :{ StackSet Id:  
AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH:40XXXbf2-Xead-46a1-XXXa-eXXXXecb2ee2,  
Stack instance Id:  
arn:aws:cloudformation:eu-west-1:1X23456789XX: 
            stack/StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-4feXXXXXX-ecXX-XXc6-
bXXX-4ae678/4feXXXXXX-ecX-4ae123458,  
Status: OUTDATED,  
Status Reason: ResourceLogicalId:ForwardSnsNotification,  
ResourceType:AWS::Lambda::Function,  
ResourceStatusReason:aws-controltower-NotificationForwarder already exists in stack  
arn:aws:cloudformation:eu-west-1:1X23456789XX: 
            stack/StackSet-AWSControlTowerBP-BASELINE-CLOUDWATCH-4feXXXXXX-ecXX-XXc6-
bXXX-4ae678/4feXXXXXX-ecX-4ae123458.  
         

残りのリソースをすべて最初の OU から削除すると、アカウントを新しい OU に招待したり、プロビジョ
ニングしたり、登録したりできるようになります。

AWS サポート
既存のメンバーアカウントを別のサポートプランに移動する場合は、ルートアカウントの認証情報を使用
して各アカウントにサインインし、プランを比較して、希望するサポートレベルを設定できます。

サポートプランを変更するときは、MFA とアカウントのセキュリティの連絡先を更新することをお勧めし
ます。
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関連情報
このトピックでは、AWS Control Tower の機能と追加の拡張機能に関してよく使用されるユースケースと
ベストプラクティスを示します。また、関連するブログ記事、技術ドキュメント、リソースへのリンクも
含めています。AWS Control Tower を使用する場合にお役立てください。

チュートリアルとラボ
• AWS Control Tower ラボ - これらのラボでは、AWS Control Tower に関してよく使用されるタスクの大

まかな概要を示します。
• ユースケースは念頭にあってもどこから始めるべきかわからない場合は、AWS Control Tower ダッシュ

ボードで [Get personalized guidance] (パーソナライズされたガイダンスを取得する) を選択してくださ
い。

• AWS Control Tower の機能を使用する方法の詳細については、YouTube 動画のキュレーションリストに
アクセスしてみてください。

ネットワーク
AWS のネットワークに対して繰り返し可能で管理可能なパターンをセットアップします。お客様によく使
用される設計、オートメーション、およびアプライアンスの詳細について確認します。

• VPC アーキテクチャの AWS クイックスタート - このクイックスタートガイドでは、AWS クラウドイン
フラストラクチャの AWS ベストプラクティスに基づいてネットワークの基礎を解説しています。AWS 
サービスとその他のリソースを起動できるパブリックサブネットとプライベートサブネットを備えた 
AWS Virtual Private Network 環境を構築します。

• AWS Service Catalog を使用した AWS Control Tower のセルフサービス VPC - このブログ記事で
は、Account Factory をセットアップして、カスタマイズした VPC でアカウントをプロビジョニングで
きるようにする方法について説明しています。

• AWS Control Tower での Serverless Transit Network Orchestrator (STNO) の実装 - このブログ記事で
は、アカウント間でのネットワーク接続アクセスを自動化する方法について説明しています。このブロ
グは、AWS Control Tower 管理者または AWS 環境内のネットワークを管理する担当者を対象としてい
ます。

セキュリティ、アイデンティティ、ログ記録
セキュリティ体制を拡張し、外部または既存のアイデンティティプロバイダーと統合して、ログ記録シス
テムを一元管理します。

セキュリティ

• AWS Control Tower のライフサイクルイベントを使用した AWS Security Hub アラートの自動化 - この
ブログ記事では、既存のアカウントと新規のアカウントを対象に AWS Control Tower マルチアカウント
環境で Security Hub の有効化と設定を自動化する方法について説明しています。

• AWS Identity and Access Management の有効化 - このブログ記事では、IAM アクセスアナライザーの分
析情報を有効にして一元管理することで、組織のセキュリティの可視性を強化する方法について説明し
ています。
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• AWS Systems Manager Parameter Store は､設定データ管理とシークレット管理のための安全な階層
型ストレージを提供します。これにより、安全な場所で設定情報を共有して、AWS Systems Manager 
と AWS CloudFormation で設定情報を使用できるようになります。例えば、適合パックをデプロイする
リージョンのリストを保存できます。

アイデンティティ

• AWS のアカウントとアプリケーションへの Azure AD ユーザーアイデンティティのリンクによるシング
ルサインオン - このブログ記事では、IAM Identity Center と AWS Control Tower で Azure AD を使用す
る方法について説明しています。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) による Okta ユーザーの AWS へのアクセ
スの一元管理 - このブログ記事では、IAM Identity Center と AWS Control Tower で Okta を使用する方
法について説明しています。

ログ記録

• AWS ログの一元管理ソリューション - この投稿記事では、ログの一元管理ソリューションについて説
明しています。ログを一元管理すると、組織は AWS で複数のアカウントおよび AWS リージョンにわ
たってログの収集、分析、および表示を行うことができます。

リソースのデプロイとワークロードの管理
リソースとワークロードをデプロイして管理します。

• 入門ライブラリ統合 - このブログ記事では、使用できる入門ポートフォリオについて説明しています。
• AWS Control Tower への Cloud Custodian の継続的なデプロイ

既存の組織とアカウントの操作
既存の AWS の組織とアカウントを使用します。

• アカウントの登録 - このユーザーガイドのトピックでは、AWS Control Tower で既存の AWS アカウン
トを登録する方法について説明しています。

• AWS Control Tower でのアカウントの取り込み - このブログ記事では、AWS Control Tower を既存の 
AWS 組織にデプロイする方法について説明しています。

• AWS Config 適合パックを使用した AWS Control Tower 管理の拡大 - このブログ記事では、既存のアカ
ウントと組織を AWS Control Tower の管理対象にする際に役立つ AWS Config 適合パックをデプロイす
る方法について説明しています。

• AWS Control Tower でガードレール違反を検出して軽減する方法 - このブログ記事では、コントロール
のコンプライアンス違反について E メールで通知できるように、コントロールを追加する方法と SNS 
通知をサブスクライブする方法について説明しています。

オートメーションと統合
AWS Control Tower でアカウント作成を自動化し、ライフサイクルイベントを統合します。

• ライフサイクルイベント - このブログ記事では、AWS Control Tower でライフサイクルイベントを使用
する方法について説明しています。

• アカウント作成の自動化 - このブログ記事では、AWS Control Tower で自動アカウント作成をセット
アップする方法について説明しています。
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• Amazon VPC フローログのオートメーション - このブログ記事では、マルチアカウント環境で Amazon 
VPC フローログのオートメーションおよび一元管理を行う方法について説明しています。

• AWS Control Tower ライフサイクルイベントを使用した VPC タグ付けの自動化 - このブログ記事で
は、AWS Control Tower のライフサイクルイベントを使用して、VPC 用にリソースをタグ付けする作業
を自動化する方法について説明しています。

• 自動アカウント管理 - このブログ記事では、AWS Control Tower 環境のセットアップ後にアカウント管
理タスクを自動化する方法について説明しています。

ワークロードの移行
AWS Control Tower でワークロードの移行に役立つその他の AWS サービスを使用します。

• CloudEndure の移行 - このブログ記事では、ワークロードの移行に役立つ CloudEndure とその他の 
AWS サービスを AWS Control Tower で組み合わせて使用する方法について説明しています。

AWS の関連サービス
AWS Control Tower は、AWS Organizations のオーケストレーションレイヤーとして機能します。これに
より、AWS Organizations コンソールと API を使用して、AWS Control Tower で動作する 20 以上の他の 
AWS のサービスにアクセスできます。このような他のサービスに、AWS Control Tower コンソールから
直接アクセスすることはできません。

• AWS Organizations によって AWS Control Tower で利用できるようになるサービスの詳細なリストにつ
いては、「AWS services that you can use with AWS Organizations」 (AWS Organizations で使用できる 
AWS のサービス) を参照してください。

• これらの関連する AWS のサービスでマルチアカウント機能を有効にするには、信頼されたアクセスを
有効にする必要があります。詳細については、「Using AWS Organizations with other AWS services」 
(他の AWS のサービスでの AWS Organizations の使用) を参照してください。

Note

AWS IAM Identity Center、AWS Config、および AWS CloudTrail が AWS Control Tower にセッ
トアップされ、完全に統合されます。これらのサービスのために信頼されたアクセスや委任管
理設定を変更する必要はありません。

• AWS Organizations から利用できる一部の AWS のサービスは、AWS Systems Manager や AWS 
Firewall Manager など、委任管理を使用できます。詳細については、「Configuring a Delegated 
Administrator」 (委任管理の設定) および「Enabling a delegated administrator account for Firewall 
Manager」 (Firewall Manager 用の委任管理者アカウントの有効化) を参照してください。「Set up 
security groups with AWS Firewall Manager」 (AWS Firewall Manager を使用したセキュリティグループ
のセットアップ) という動画もご覧ください。

AWS Marketplace ソリューション
AWS Marketplace からソリューションを見つけます。

• AWS Control Tower Marketplace - AWS Marketplace には、サードパーティー製ソフトウェアの統合を
支援する幅広い AWS Control Tower ソリューションが用意されています。これらのソリューションは、
アイデンティティ管理、マルチアカウント環境のセキュリティ、ネットワークの一元管理、運用インテ
リジェンス、セキュリティ情報およびイベント管理 (SIEM) など、インフラストラクチャと運用の主要
なユースケースを解決する場合に役立ちます。
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AWS Control Tower リリースノート
AWS Control Tower ランディングゾーンの更新が必要な AWS Control Tower のリリースと、このサービス
に自動的に組み込まれているリリースの詳細を以下に示します。

機能およびリリースは、公式に発表された日付を基準として新しい順 (最新が最初) に記載されています。
機能またはリリースが文書化されたときの日付と公式に発表されたときの日付の間にタイムラグが生じ
ている可能性があるため、ここで機能またはリリースに対して記載されている日付は、「ドキュメント履
歴 (p. 1123)」の日付と多少異なっている場合があります。

2023 年にリリースされた機能 (p. 1096)

2022 年にリリースされた機能 (p. 1098)

2021 年にリリースされた機能 (p. 1107)

2020 年にリリースされた機能 (p. 1115)

2019 年にリリースされた機能 (p. 1120)

2023 年 1 月～現在
2023 年 1 月以降、AWS Control Tower は次の更新をリリースしました。

• 7 つの AWS リージョン が利用可能 (p. 1096)
• Account Factory for Terraform (AFT) アカウントのカスタマイズリクエストの追跡  (p. 1097)
• AWS Control Tower ランディングゾーンバージョン 3.1 (p. 1097)
• プロアクティブコントロールの一般公開 (p. 1098)

7 つの AWS リージョン が利用可能
2023 年 4 月 19 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Control Tower がさらに 7 つのリージョンで利用可能になりましたAWS リージョン: 北カリフォルニ
ア (サンフランシスコ)、アジアパシフィック (香港、ジャカルタ、大阪)、欧州 (ミラノ)、中東 (バーレー
ン)、アフリカ (ケープタウン)。AWS Control Tower 用のこれらの追加リージョンは、オプトインリージョ
ンと呼ばれ、デフォルトで有効になっている米国西部 (北カリフォルニア) リージョンを除き、デフォルト
ではアクティブになっていません。

AWS Control Tower のコントロールの中には、AWS Control Tower が利用できるこれらの追加 AWS リー
ジョン で動作しないものがあります。これは、これらのリージョンが必要な基本機能をサポートしていな
いためです。詳細については、「コントロールの制限事項 (p. 29)」を参照してください。

これらの新しいリージョンの中で、CfCT は米国西部 (北カリフォルニア) リージョンで利用できますが、
アジアパシフィック (香港、ジャカルタ、欧州)、欧州 (ミラノ)、中東 (バーレーン)、アフリカ (ケープタウ
ン)、アフリカ (ケープタウン) では利用できません。他の AWS リージョンでの可用性は変わりません。

AWS Control Tower がリージョンとコントロールの制限を管理する方法の詳細については、「AWS オプ
トインリージョンをアクティブ化する際の注意事項 (p. 120)」を参照してください。
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AFT で必要な vPCE エンドポイントは、中東 (バーレーン) リージョンでは利用できません。このリージョ
ンに AFT を導入するお客様は、パラメータ aft_vpc_endpoints=false を指定して導入する必要があ
ります。詳細については、README ファイルのパラメータを参照してください。

Amazon EC2 の制限により、AWS Control Tower VPC には 米国西部 (北カリフォルニア) と us-west-1
という 2 つのアベイラビリティーゾーンがあります。米国西部 (北カリフォルニア) では、6 つのサブネッ
トが 2 つのアベイラビリティーゾーンで分割されます。詳細については、「AWS Control Tower と VPC 
の概要 (p. 90)」を参照してください。

AWS Control Tower は、ランディングゾーンの共有アカウント (管理アカウント、ログアーカ
イブアカウント、監査アカウント、OU メンバーアカウント) がこれら追加の AWS リージョン 
を利用できるように、AWS Control Tower が AWS アカウント管理サービスにより実装された
EnableRegion、ListRegions、および GetRegionOptStatus API を呼び出すための新しい権限を
AWSControlTowerServiceRolePolicy に追加しました。詳細については、「AWS Control Tower のマ
ネージドポリシー (p. 1044)」を参照してください。

Account Factory for Terraform (AFT) アカウントのカ
スタマイズリクエストの追跡
AFT はアカウントのカスタマイズリクエストの追跡をサポートしています。アカウントのカスタマイズリ
クエストを送信するたびに、AFT は固有の追跡トークンを生成します。このトークンは AFT のカスタマイ
ズを行う AWS Step Functions ステートマシンを通過し、実行時にトークンがログ記録されます。Amazon 
CloudWatch Logs Insights のクエリを使用して、タイムスタンプの範囲を検索し、リクエストトークン
を取得できます。その結果、トークンに関連付けられたペイロードを確認し、AFT ワークフロー全体を
通じてアカウントカスタマイズリクエストを追跡することができます。AFT の詳細については、「AWS 
Control Tower Account Factory for Terraform の概要」を参照してください。CloudWatch Logs と Step 
Functions の詳細については、以下を参照してください。

• Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch Logs とは」
• 「AWS Step Functions デベロッパーガイド」の 「AWS Step Functions とは?」

AWS Control Tower ランディングゾーンバージョン 
3.1
2023 年 2 月 9 日

(AWS Control Tower のランディングゾーンをバージョン 3.1 に更新する必要があります。詳細について
は、「ランディングゾーンを更新する (p. 46)」を参照してください)

AWS Control Tower ランディングゾーンバージョン 3.1 には、次の更新が含まれています。

• 今回のリリースでは、AWS Control Tower はアクセスログバケット (アクセスログが Log Archive アカ
ウントに保存される Amazon S3 バケット) の不要なアクセスログを無効化し、S3 バケットのサーバー
アクセスログを引き続き有効にします。このリリースには、リージョン拒否コントロールの更新も含ま
れています。これにより、AWS Support プランや AWS Artifact などのグローバルサービスへの追加アク
ションが可能になります。

• AWS Control Tower アクセスログバケットのサーバーアクセスログを無効にすると、Security Hub 
は Log Archive アカウントのアクセスログバケットの結果を作成します。これは、[S3.9] S3 バケッ
トのサーバーアクセスログを有効にする必要があるという AWS Security Hub ルールによるもので
す。Security Hub に従い、このルールの Security Hub の説明に記載されているように、この特定の結果
を非表示にすることをお勧めします。追加情報については、「非表示の結果に関する情報」を参照して
ください。

• Log Archive アカウントの (通常の) ログバケットのアクセスログは、バージョン 3.1 でも変更されてい
ません。ベストプラクティスに従い、そのバケットのアクセスイベントは、アクセスログバケットにロ
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グエントリとして記録されます。アクセスログの詳細については、Amazon S3 ドキュメントの「サー
バーアクセスログを使用したリクエストのログ記録」を参照してください。

• リージョン拒否コントロールを更新しました。この更新により、より多くのグローバルサービスによる
アクションが可能になります。この SCP の詳細については、「リクエストされた AWS リージョンに
基づいて AWS へのアクセスを拒否する (p. 982)」と「データレジデンシー保護を強化するコントロー
ル (p. 981)」を参照してください。

追加されたグローバルサービス:
• AWS Account Management (account:*)
• AWS Activate (activate:*)
• AWS Artifact (artifact:*)
• AWS Billing Conductor (billingconductor:*)
• AWS Compute Optimizer (compute-optimizer:*)
• AWS Data Pipeline (datapipeline:GetAccountLimits)
• AWS Device Farm(devicefarm:*)
• AWS Marketplace (discovery-marketplace:*)
• Amazon ECR (ecr-public:*)
• AWS License Manager (license-manager:ListReceivedLicenses)
• AWS Lightsail (lightsail:Get*)
• AWS Resource Explorer (resource-explorer-2:*)
• Amazon S3 

(s3:CreateMultiRegionAccessPoint、s3:GetBucketPolicyStatus、s3:PutMultiRegionAccessPointPolicy)
• AWS Savings Plans (savingsplans:*)
• IAM Identity Center (sso:*)
• AWS Support App (supportapp:*)
• AWS Support Plans (supportplans:*)
• AWS Sustainability (sustainability:*)
• AWS Resource Groups Tagging API (tag:GetResources)
• AWS Marketplace Vendor Insights (vendor-insights:ListEntitledSecurityProfiles)

プロアクティブコントロールの一般公開
2023 年 1 月 24 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

以前はプレビュー版として発表されていた、オプションのプロアクティブコントロールが一般公開されま
した。これらのコントロールは、リソースをデプロイする前にリソースをチェックして、新しいリソース
が環境内で有効になっているコントロールに準拠しているかどうかを判断するため、プロアクティブと呼
ばれます。詳細については、「包括的なコントロールによる AWS リソースのプロビジョニングと管理の
サポート (p. 1100)」を参照してください。

2022 年 1 月～12 月
2022 年、AWS Control Tower は次の更新をリリースしました。

• 同時アカウント操作 (p. 1099)
• Account Factory Customization (AFC) (p. 1099)
• 包括的なコントロールによる AWS リソースのプロビジョニングと管理のサポート (p. 1100)
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• すべての AWS Config ルールで表示可能なコンプライアンスステータス (p. 1100)
• コントロールの API と新しい AWS CloudFormation リソース (p. 1100)
• CfCT がスタックセットの削除をサポート (p. 1101)
• カスタマイズされたログの保持 (p. 1101)
• ロールドリフト修復可能 (p. 1102)
• AWS Control Tower ランディングゾーンバージョン 3.0 (p. 1102)
• OU とアカウントのビューが組み合わされた組織ページ (p. 1104)
• 個々のメンバーアカウントの登録と更新が容易に (p. 1104)
• AFT は、AWS Control Tower の共有アカウントの自動カスタマイズをサポートします (p. 1105)
• すべてのオプションのコントロールの同時操作 (p. 1105)
• 既存のセキュリティアカウントとログアカウント (p. 1106)
• AWS Control Tower ランディングゾーンバージョン 2.9 (p. 1106)
• AWS Control Tower ランディングゾーンバージョン 2.8 (p. 1107)

同時アカウント操作
2022 年 12 月 16 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Control Tower で、Account Factory の同時実行アクションがサポートされるようになりました。一度
に最大 5 つのアカウントを作成、更新、または登録できるようになります。最大 5 つのアクションを連続
して送信し、各リクエストの完了状況を確認できます。その間、アカウントの作成はバックグラウンドで
完了します。たとえば、別のアカウントを更新したり、組織単位 (OU) 全体を再登録したりする前に、各
プロセスが完了するのを待つ必要がなくなります。

Account Factory Customization (AFC)
2022 年 11 月 28 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

Account Factory Customization を使用すると、AWS Control Tower コンソール内から新しいアカウントと
既存のアカウントをカスタマイズできます。このような新しいカスタマイズ機能により、特殊な Service 
Catalog 製品に含まれる AWS CloudFormation テンプレートであるアカウントブループリントを柔軟に定
義できます。ブループリントにより、完全にカスタマイズされたリソースと構成がプロビジョニングされ
ます。また、特定のユースケースに合わせてアカウントをカスタマイズするのに役立つ、AWS パートナー
によって作成および管理される定義済みのブループリントを使用することもできます。

これまで、AWS Control Tower の Account Factory では、コンソールでのアカウントのカスタマイズをサ
ポートしていませんでした。Account Factory の今回の更新により、アカウント要件を事前に定義して、明
確に定義されたワークフローの一部として実装できます。ブループリントを適用することで、新しいアカ
ウントの作成、他の AWS アカウントの AWS Control Tower への登録、既存の AWS Control Tower アカウ
ントの更新を実行できるようになります。

Account Factory でアカウントをプロビジョニング、登録、または更新するとき、デプロイするブループリ
ントを選択します。ブループリントで指定されているリソースは、アカウントでプロビジョニングされま
す。アカウントの作成が完了すると、すべてのカスタム構成をすぐに使用できます。

アカウントのカスタマイズを開始するには、Service Catalog 製品で目的のユースケースに合わせてリソー
スを定義します。AWS 入門ライブラリからパートナーが管理するソリューションを選択することもで
きます。詳細については、「Account Factory Customization (AFC) を使用したアカウントのカスタマイ
ズ (p. 150)」を参照してください。
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包括的なコントロールによる AWS リソースのプロビ
ジョニングと管理のサポート
2022 年 11 月 28 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Control Tower が、AWS CloudFormation フックを介して実装される新しいオプションのプロアク
ティブコントロールを含む、包括的なコントロール管理をサポートするようになりました。これらのコ
ントロールは、リソースをデプロイする前にリソースをチェックして、新しいリソースが環境内で有効に
なっているコントロールに準拠しているかどうかを判断するため、プロアクティブと呼ばれます。

130 を超える新しいプロアクティブコントロールにより、ご利用の AWS Control Tower 環境の特定のポリ
シーの目的の達成、業界標準のコンプライアンスフレームワークの要件への対応、その他の 20 を超える 
AWS サービス間の AWS Control Tower とのやりとりの管理を支援します。

AWS Control Tower コントロールライブラリでは、関連する AWS サービスとリソースに従ってこれらの
コントロールが分類されています。詳細については、「プロアクティブコントロール (p. 246)」を参照し
てください。

今回のリリースで、AWS Control Tower は、新しい Security Hub の Service-Managed Standard: AWS 
Control Tower により AWS Security Hub と統合されました。この標準は、AWS 基礎セキュリティのベ
ストプラクティス (FSBP) 標準をサポートしています。160 を超える Security Hub コントロールと AWS 
Control Tower コントロールをコンソールで表示し、AWS Control Tower 環境の Security Hub セキュリ
ティスコアを取得できます。詳細については、「Security Hub 標準 (p. 979)」を参照してください。

すべての AWS Config ルールで表示可能なコンプライ
アンスステータス
2022 年 11 月 18 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Control Tower には、AWS Control Tower に登録している組織単位にデプロイされたすべての AWS 
Config ルールのコンプライアンスステータスが表示されるようになりました。AWS Control Tower コ
ンソールの外部に移動しなくても、登録済みか未登録かにかかわらず、AWS Control Tower のアカウン
トに影響を与えるすべての AWS Config ルールのコンプライアンスステータスを表示できます。お客様
は、AWS Control Tower で検出コントロールと呼ばれる Config ルールを設定するか、AWS Configサービ
スを通じて直接設定するかを選択できます。AWS Config によってデプロイされたルールは、AWS Control 
Tower によってデプロイされたルールと一緒に表示されます。

以前は、AWS Config サービスを通じてデプロイされた AWS Config ルールは AWS Control Tower コン
ソールに表示されませんでした。このため、お客様が AWS Config サービスに移動して、準拠していない 
AWS Config ルールを特定する必要がありました。今回の更新で、AWS Control Tower コンソール内で準
拠していない AWS Config ルールを特定できるようになりました。すべての設定ルールのコンプライアン
スステータスを確認するには、AWS Control Tower コンソールの [Account details] (アカウントの詳細) の
ページに移動します。AWS Control Tower によって管理されるコントロールと AWS Control Tower の外部
でデプロイされた設定ルールのコンプライアンスステータスを示すリストが表示されます。

コントロールの API と新しい AWS CloudFormation 
リソース
2022 年 9 月 1 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)
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AWS Control Tower は、一連の API コールによるコントロール (ガードレールとも呼ばれる) の、プロ
グラムによる管理をサポートするようになりました。新しい AWS CloudFormation リソースは、コント
ロールの API 機能をサポートしています。詳細については、「 AWS Control Tower でのタスクの自動化
 (p. 48)」および「AWS CloudFormation での AWS Control Tower リソースの作成 (p. 52)」を参照してく
ださい。

これらの API により、AWS Control Tower ライブラリでコントロールの有効化、無効化、およびアプリ
ケーションステータスの表示を行うことができます。API には AWS CloudFormation のサポートが含まれ
ているため、AWS リソースを Infrastructure as Code (IaC) として管理できます。AWS Control Tower が提
供するオプションの予防および検出コントロールは、組織単位 (OU) 全体と OU 内の各 AWS アカウントに
関するポリシー意図を反映します。これらのルールは、新しいアカウントを作成したり、既存のアカウン
トを変更したりしても、有効に存続します。

このリリースに含まれる API

• EnableControl — この API コールはコントロールをアクティブにします。非同期オペレーションを開始
して、指定した組織単位とその組織単位内のアカウントの AWS リソースを作成します。

• DisableControl — この API コールは、コントロールをオフにします。非同期オペレーションを開始し
て、指定した組織単位とその組織単位内のアカウントの AWS リソースを削除します。

• GetControlOperation — 特定の EnableControl オペレーションまたは DisableControl オペレーションの
ステータスを返します。

• ListEnabledControls — 指定した組織単位とその組織単位内のアカウントで、AWS Control Tower によっ
て有効化されたコントロールを一覧表示します。

オプションのコントロールのコントロール名のリストを表示するには、AWS Control Tower ユーザーガイ
ドの「API とコントロールのリソース識別子 (p. 53)」を参照してください。

CfCT がスタックセットの削除をサポート
2022 年 8 月 26 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Control Tower のカスタマイズ (CfCT) は、manifest.yaml ファイルのパラメータを設定する
ことで、スタックセットの削除をサポートするようになりました。詳細については、「スタックの削
除 (p. 72)」を参照してください。

Important

最初に enable_stack_set_deletion の値を true に設定すると、次回 CfCT を呼び出した
ときに、プレフィックス CustomControlTower- で始まるすべてのリソースのうち、キータグ
Key:AWS_Solutions, Value: CustomControlTowerStackSet が関連付けられているリ
ソースと、マニフェストファイルに宣言されていないリソースは、削除対象としてステージング
されます。

カスタマイズされたログの保持
2022 年 8 月 15 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンの更新が必要です。詳細については、「ランディングゾーンを更
新する (p. 46)」を参照してください。)

AWS Control Tower は、AWS Control Tower CloudTrail ログを保存する Amazon S3 バケットの保持ポリ
シーをカスタマイズする機能を提供するようになりました。日単位または年単位で最大 15 年まで保存す
るという Amazon S3 ログ保持ポリシーをカスタマイズできます。

ログの保持をカスタマイズしない場合、デフォルト設定は、標準アカウントのログ記録で 1 年、アクセス
ログで 10 年です。
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ロールドリフト修復可能

この機能は、ランディングゾーンを更新または修復する際は AWS Control Tower を介して既存のお客様
が、AWS Control Tower のセットアッププロセスを通じて新規のお客様が利用できます。

ロールドリフト修復可能
2022 年 8 月 11 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Control Tower では、ロールドリフトの修復がサポートされるようになりました。ランディングゾー
ンを完全に修復しなくても、必要なロールを復元できます。このタイプのドリフト修復が必要な場合、コ
ンソールのエラーページにロールを復元する手順が示され、ランディングゾーンが再び使用可能になりま
す。

AWS Control Tower ランディングゾーンバージョン 
3.0
2022 年 7 月 29 日

(AWS Control Tower のランディングゾーンをバージョン 3.0 に更新する必要があります。詳細について
は、「ランディングゾーンを更新する (p. 46)」を参照してください)

AWS Control Tower ランディングゾーンバージョン 3.0 には、次の更新が含まれています。

• 組織レベルの AWS CloudTrail 証跡を選択するか、または AWS Control Tower が管理する CloudTrail 証
跡をオプトアウトするオプション。

• AWS CloudTrail がアカウントにアクティビティを記録するかどうかを決定する 2 つの新しい検出コント
ロール。

• グローバルリソースに関する AWS Config 情報をホームリージョンのみで集約するオプション。
• リージョン拒否コントロールの更新。
• 管理ポリシー AWSControlTowerServiceRolePolicy の更新。
• 各登録アカウントで、IAM ロール aws-controltower-CloudWatchLogsRole と CloudWatch ロググ

ループ aws-controltower/CloudTrailLogs を作成しなくなりました。以前は、アカウント証跡用
に各アカウントでこれらを作成していました。組織証跡では、管理アカウントに 1 つだけ作成します。

次のセクションでは、各能力タイプの詳細を示します。

AWS Control Tower の組織レベルの CloudTrail 証跡

ランディングゾーンバージョン 3.0 では、AWS Control Tower が組織レベルの AWS CloudTrail 証跡をサ
ポートするようになりました。

AWS Control Tower ランディングゾーンバージョン 3.0 に更新する場合、組織レベル AWS CloudTrail 証
跡をログ設定として使用するか、AWS Control Tower によって管理される CloudTrail 証跡をオプトアウト
するオプションがあります。バージョン 3.0 に更新すると、AWS Control Tower は 24 時間の待機期間後
に登録済みアカウントの既存のアカウントレベルの証跡を削除します。AWS Control Tower は、未登録ア
カウントのアカウントレベルの証跡は削除しません。ランディングゾーン 3.0 以降、AWS Control Tower 
は AWS が管理するアカウントレベルの証跡をサポートしなくなります。代わりに、AWS Control Tower 
は、お客様の選択に応じて、アクティブまたは非アクティブの組織レベルの証跡を作成します。

Note

バージョン 3.0 以降に更新後、AWS Control Tower によって管理されるアカウントレベルの 
CloudTrail 証跡作成を続行するオプションはありません。

ログは保存されている既存の Amazon S3 バケットに残っているため、集約されたアカウントログからロ
グデータが失われることはありません。証跡のみが削除され、既存のログは削除されません。組織レベル
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の証跡を追加するオプションを選択すると、AWS Control Tower は Amazon S3 バケット内の新しいフォ
ルダへの新しいパスを開き、その場所にログ情報を送信し続けます。AWS Control Tower によって管理さ
れる証跡をオプトアウトすることを選択した場合、既存のログは変更されずにバケットに残ります。

ログストレージのパス命名規則

• アカウント証跡ログは、次の形式のパスで保存されます。/org id/AWSLogs/…
• アカウント証跡ログは、次の形式のパスで保存されます。/org id/AWSLogs/org id/…

AWS Control Tower が組織レベルの CloudTrail 証跡用に作成するパスは、手動で作成する組織レベルの証
跡のデフォルトパス (以下の形式) とは異なります。

• /AWSLogs/org id/…

CloudTrail のパス命名の詳細については、「CloudTrail ログファイルの検索」を参照してください。
Tip

独自のアカウントレベルの証跡を作成して管理する場合は、AWS Control Tower のランディング
ゾーンバージョン 3.0 への更新を完了する前に新しい証跡を作成して、すぐにログ記録を開始す
ることをお勧めします。

新しいアカウントレベルまたは組織レベルの CloudTrail 証跡を随時作成し、自分で管理することを選択で
きます。AWS Control Tower によって管理される組織レベルの CloudTrail 証跡を選択するオプションは、
バージョン 3.0 以降へのランディングゾーン更新中に利用できます。ランディングゾーンを更新するたび
に、組織レベルの証跡をオプトイン/オプトアウトできます。

ログがサードパーティサービスによって管理されている場合は、必ずそのサービスに新しいパス名を提供
してください。

Note

ランディングゾーンバージョン 3.0 以降、AWS Control Tower ではアカウントレベルの AWS 
CloudTrail 証跡はサポートされません。アカウントレベルの証跡は随時作成して維持する
か、AWS Control Tower によって管理される組織レベルの証跡情報にオプトインすることができ
ます。

AWS Config リソースをホームリージョンでのみ記録する

ランディングゾーンバージョン 3.0 では、AWS Control Tower で AWS Config のベースライン設定が更新
され、ホームリージョンのみでグローバルリソースが記録されるようになります。バージョン 3.0 にアッ
プデートした後、グローバルリソースのリソース記録がホームリージョンでのみ有効化されます。

この設定はベストプラクティスであるとみなされています。これは AWS Security Hub と AWS Config で
推奨されており、グローバルリソースが作成、変更、または削除されたときに作成される設定項目の数を
減らすことで、コストを削減できます。以前は、グローバルリソースがお客様または AWS サービスによ
り作成、更新、または削除されるたびに、設定項目が管理対象の各リージョンの各項目に対して作成され
ていました。

AWS CloudTrail ログのための 2 つの新しい検出コントロール

組織レベルの AWS CloudTrail 証跡の変更の一環として、AWS Control Tower は、CloudTrail が有効になっ
ているかどうかを確認する 2 つの新しい検出コントロールを導入しています。最初のコントロールには必
須ガイダンスがあり、3.0 以降のセットアップまたはランディングゾーン更新中にセキュリティ OU で有
効になります。2 番目のコントロールは強く推奨されるガイダンスがあり、必須のコントロール保護が既
に実装されているセキュリティ OU 以外の任意の OU にオプションで適用されます。

必須コントロール: セキュリティ組織単位の共有アカウントで AWS CloudTrail または CloudTrail Lake が
有効になっているかどうかを検出する (p. 245)
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強く推奨されるコントロール: アカウントで AWS CloudTrail または CloudTrail Lake が有効になっている
かどうかを検出する (p. 1010)

新しいコントロールの詳細については、「AWS Control Tower コントロールライブラリ (p. 230)」を参照
してください。

リージョン拒否コントロールの更新

リージョン拒否コントロールの NotAction リストを更新して、以下にリストされているいくつかの追加
サービスによるアクションを含めました。

            “chatbot:*”, 
            "s3:GetAccountPublic", 
            "s3:DeleteMultiRegionAccessPoint",  
            "s3:DescribeMultiRegionAccessPointOperation",  
            "s3:GetMultiRegionAccessPoint",  
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicy",  
            "s3:GetMultiRegionAccessPointPolicyStatus", 
            "s3:ListMultiRegionAccessPoints", 
            "s3:GetStorageLensConfiguration",  
            “s3:GetStorageLensDashboard",  
            “s3:ListStorageLensConfigurations” 
            “s3:GetAccountPublicAccessBlock“,, 
            “s3:PutAccountPublic",  
            “s3:PutAccountPublicAccessBlock“, 

動画チュートリアル
このビデオ (3:07) では、既存の AWS Control Tower ランディングゾーンをバージョン 3 に更新する方法
について説明しています。動画の右下にあるアイコンを選択すると、全画面表示にできます。字幕を利用
できます。

既存の AWS Control Tower のランディングゾーンをランディングゾーン 3 に更新するビデオウォークス
ルー。

OU とアカウントのビューが組み合わされた組織ペー
ジ
2022 年 7 月 18 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンの更新は不要です)

AWS Control Tower の新しい [Organization] (組織) ページには、すべての組織単位 (OU) とアカウントの階
層的なビューが表示されます。ここでは、以前の [OU] ページと [Accounts] ページに表示されていた情報
が表示されます。

新しいページでは、親 OU と、そのネストされた OU およびアカウントとの関係を確認することができ、
リソースのグループに対してアクションを実行できます。ページビューを構成できます。例えば、階層
ビューを展開することや折りたたむことに加えて、ビューをフィルターしてアカウントまたは OU のみを
表示すること、登録済みアカウントと登録済みの OU のみを表示すること、関連リソースのグループを表
示することができます。組織全体が適切に更新されていることを簡単に確認できます。

個々のメンバーアカウントの登録と更新が容易に
2022 年 5 月 31 日
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(AWS Control Tower ランディングゾーンの更新は不要です)

AWS Control Tower は、メンバーアカウントを個別に更新および登録するための改善された機能を提供す
るようになりました。各アカウントには更新可能な日時が表示されるため、メンバーアカウントに最新の
設定が含まれていることをより簡単に確認できます。わずか数ステップの効率的な方法で、ランディング
ゾーンを更新したり、アカウントドリフトを修正したり、アカウントを登録済み OU に登録したりできま
す。

アカウントを更新するとき、各更新アクションにアカウントの組織単位 (OU) 全体を含める必要はありま
せん。その結果、個々のアカウントの更新に必要な時間が大幅に短縮されます。

AWS Control Tower コンソールのより充実したヘルプを使用して、AWS Control Tower OU にアカウント
を登録できます。AWS Control Tower に登録する既存のアカウントは、アカウントの前提条件を引き続き
満たしている必要があり、AWSControlTowerExecution ロールを追加する必要があります。次に、任
意の登録済みの OU を選択し、[Enroll] (登録) ボタンを選択してその OU にアカウントを登録できます。

Account Factory の [Create] (作成) アカウントのワークフローから [Enroll account] (アカウントの登録) 機
能を分離して、これらの類似したプロセスをより区別し、アカウント情報を入力するときの設定エラーを
回避できるようにしました。

AFT は、AWS Control Tower の共有アカウントの自動
カスタマイズをサポートします
2022 年 5 月 27 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンの更新は不要です)

Account Factory for Terraform (AFT) では、AWS Control Tower で管理されているアカウント (管理アカウ
ント、監査アカウント、ログアーカイブアカウントなど) を登録済みアカウントとともに、プログラムで
カスタマイズおよび更新できるようになりました。アカウントのカスタマイズと更新の管理を一元化する
とともに、アカウント設定のセキュリティを保護できます (この作業を実行するロールの適用範囲はユー
ザーが決めます)。

既存の AWSAFTExecution ロールが、すべてのアカウントにカスタマイズをデプロイするようになりまし
た。IAM の許可をセットアップするには、ビジネス要件とセキュリティ要件に応じて、AWSAFTExecution
ロールのアクセス権を制限する境界を使用できます。また、そのロールに承認されたカスタマイズの許可
を、信頼されたユーザーにプログラムで委任することもできます。ベストプラクティスとして、必要なカ
スタマイズをデプロイする必要があるユーザーだけに許可を制限することをお勧めします。

AFT は、新しい AWSAFTService ロールを作成して、共有アカウントと管理アカウントを含むすべ
てのマネージドアカウントに AFT リソースをデプロイするようになりました。リソースは、以前
は、AWSAFTExecution ロールによってデプロイされていました。

AWS Control Tower の共有アカウントと管理アカウントは、Account Factory を通じてプロビジョニング
されないため、AWS Service Catalog には対応するプロビジョニング済み製品がありません。したがっ
て、Service Catalog では共有アカウントと管理アカウントを更新できません。

すべてのオプションのコントロールの同時操作
2022 年 5 月 18 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンの更新は不要です)

AWS Control Tower は、予防コントロールと検出コントロールの同時操作をサポートするようになりまし
た。

この新しい機能により、すべてのオプションのコントロールを同時に適用または削除できるため、これ
らのコントロールの使いやすさとパフォーマンスが向上します。個々のコントロールの操作が完了する
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まで待たずに、複数のオプションのコントロールを有効にできます。同時操作が制限されるのは、AWS 
Control Tower がランディングゾーンのセットアップ中であるか、新しい組織にガバナンスを拡張中である
場合だけです。

予防コントロールでサポートされる機能は以下のとおりです。

• 同じ OU に対して複数の異なる予防コントロールを適用または削除する。
• 複数の異なる予防コントロールを複数の異なる OU に対して同時に適用または削除します。
• 同じ予防コントロールを複数の異なる OU に対して同時に適用または削除します。
• 任意の数の予防コントロールと検出コントロールを同時に適用または削除できます。

AWS Control Tower のすべてのリリース済みバージョンで、これらのコントロールの同時実行の機能強化
を体験できます。

予防コントロールは、ネストされた OU に適用すると、ターゲット OU の下にネストされたすべてのアカ
ウントと OU に影響します。これらのアカウントや OU が AWS Control Tower に登録されていない場合で
も影響を受けます。予防コントロールを実装するには、AWS Organizations の一部であるサービスコント
ロールポリシー (SCP) を使用します。検出コントロールを実装するには、AWS Config ルールを使用しま
す。ガードレールは、新しいアカウントを作成したり、既存のアカウントを変更したりしても有効に存続
します。AWS Control Tower は、各アカウントが有効なポリシーにどのように準拠しているかを示すサマ
リーレポートを提供します。使用可能なコントロールの詳細なリストについては、「AWS Control Tower 
コントロールライブラリ (p. 230)」を参照してください。

既存のセキュリティアカウントとログアカウント
2022 年 5 月 16 日

(初期セットアップ時に使用可能)

AWS Control Tower は、ランディングゾーンの最初のセットアッププロセス中に、既存の AWS アカウン
トを AWS Control Tower のセキュリティアカウントまたはログアカウントとして指定するオプションを提
供するようになりました。このオプションを使用すると、AWS Control Tower は新しい共有アカウントを
作成する必要がなくなります。セキュリティアカウント (デフォルトでは、監査アカウントと呼ばれます) 
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ランディングゾーンのすべてのアカウントへ
のアクセスを許可する制限付きアカウントです。ログアカウント (デフォルトでは、ログアーカイブアカ
ウントと呼ばれます) は、リポジトリとして機能します。このアカウントには、ランディングゾーンのす
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が保存されます。

既存のセキュリティアカウントとログアカウントを使用することで、AWS Control Tower のガバナンスを
既存の組織に拡張したり、別のランディングゾーンから AWS Control Tower に移動したりすることが容
易になります。既存のアカウントを使用するオプションは、ランディングゾーンの最初のセットアップ時
に表示されます。これには、セットアッププロセス中のチェックも含まれ、デプロイが正常に完了したこ
とが確認されます。AWS Control Tower は、既存のアカウントに必要なロールとコントロールを実装しま
す。これらのアカウントにある既存のリソースやデータは削除またはマージされません。

制限: 既存の AWS アカウントを監査およびログアーカイブアカウントとして AWS Control Tower に登録
する予定で、それらのアカウントに既存の AWS Config リソースがある場合は、AWS Control Tower にア
カウントを登録する前に、既存の AWS Config リソースを削除する必要があります。

AWS Control Tower ランディングゾーンバージョン 
2.9
2020 年 4 月 22 日

(AWS Control Tower のランディングゾーンをバージョン 2.9 に更新する必要があります。詳細について
は、「ランディングゾーンを更新する (p. 46)」を参照してください)
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AWS Control Tower のランディングゾーンバージョン 2.9 は、Python バージョン 3.9 ランタイムを使用
するように通知フォワーダー Lambda を更新します。この更新プログラムは、2022 年 7 月に予定されて
いる Python バージョン 3.6 の非推奨化に対処します。最新情報については、Python の非推奨化に関する
ページを参照してください。

AWS Control Tower ランディングゾーンバージョン 
2.8
2022 年 2 月 10 日

(AWS Control Tower のランディングゾーンをバージョン 2.8 に更新する必要があります。詳細について
は、「ランディングゾーンを更新する (p. 46)」を参照してください。)

AWS Control Tower ランディングゾーンバージョン 2.8 は、「AWS の基本的なセキュリティのベストプラ
クティス」の最新の更新に合わせて機能が追加されています。

このリリースでは:

• 既存の S3 アクセスログバケットへのアクセスを追跡するために、ログアーカイブアカウントのアクセ
スログバケットに対してアクセスログが設定されました。

• ライフサイクルポリシーのサポートが追加されました。既存の S3 アクセスログバケットのアクセスロ
グは、デフォルトの保持期間の 10 年に設定されます。

• さらに、このリリースでは、すべての管理されたアカウント (管理アカウントは含まない) で、AWS 
Config によって提供される AWS サービスにリンクされたロール (SLR、Service Linked Role) を使用す
るように AWS Control Tower が更新されました。これにより、AWS Config ベストプラクティスに一致
するように Config ルールを設定して管理することができます。アップグレードを行わないお客様は、引
き続き既存のロールを使用することになります。

• このリリースでは、Config データを暗号化するための AWS Control Tower KMS 設定プロセスが合理化
され、CloudTrail の関連するステータスメッセージングが改善されました。

• このリリースには、リージョン拒否コントロールの更新が含まれており、us-west-2 で route53-
application-recovery 機能を使用できるようになりました。

• 更新: 2022 年 2 月 15 日に、AWS Lambda 関数のデッドレターキューを削除しました。

その他の詳細:

• ランディングゾーンを廃止しても、AWS Control Tower は、AWS Config サービスにリンクされたロー
ルを削除しません。

• Account Factory アカウントのプロビジョニングを解除しても、AWS Control Tower は、AWS Config 
サービスにリンクされたロールを削除しません。

ランディングゾーンを 2.8 に更新するには、[Landing zone settings] (ランディングゾーンの設定) ページに
移動し、2.8 バージョンを選択して、[Update] (更新) を選択します。ランディングゾーンを更新したら、
「AWS Control Tower での設定更新管理 (p. 44)」に示すように、AWS Control Tower によって管理されて
いるすべてのアカウントを更新する必要があります。

2021 年 1 月～ 12 月
2021 年、AWS Control Tower は次の更新をリリースしました。

• リージョン拒否機能 (p. 1108)
• データ所在地機能 (p. 1108)
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• AWS Control Tower で、Terraform アカウントのプロビジョニングとカスタマイズが導入されまし
た (p. 1109)

• 新しいライフサイクルイベントが利用可能に (p. 1109)
• AWS Control Tower でネストされた OU が有効になりました (p. 1109)
• 検出コントロールの同時実行性 (p. 1110)
• 2 つの新しいリージョンが利用可能に (p. 1110)
• リージョンの選択解除 (p. 1111)
• AWS Control Tower が AWS キー管理システムに対応するようになりました (p. 1111)
• コントロールの名前が変更され、機能は変更されません (p. 1112)
• AWS Control Tower は SCP を毎日スキャンしてドリフトをチェックするようになりました (p. 1112)
• OU とアカウントのカスタマイズされた名前 (p. 1112)
• AWS Control Tower ランディングゾーンバージョン 2.7 (p. 1113)
• 3 つの新しい AWS リージョンが利用可能に (p. 1114)
• 選択したリージョンのみを管理 (p. 1114)
• AWS Control Tower は AWS 組織の既存の OU にガバナンスを拡張するようになりました (p. 1114)
• AWS Control Tower でアカウントの一括更新が可能になりました (p. 1115)

リージョン拒否機能
2021 年 11 月 30 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Control Tower は、AWS Control Tower 環境で登録済みアカウントの AWS のサービスおよびオペ
レーションへのアクセスを制限するのに役立つリージョン拒否機能を提供するようになりました。リー
ジョン拒否機能は、AWS Control Tower の既存のリージョン選択およびリージョン選択解除機能を補完し
ます。これらの機能を組み合わせて、追加のリージョンへの拡大に伴うコストのバランスをとり、コンプ
ライアンスや規制上の懸念に対処するのに役立ちます。

たとえば、ドイツの AWS のお客様は、フランクフルトリージョン外のリージョンの AWS サービスへ
のアクセスを拒否できます。制限付きリージョンは、AWS Control Tower の設定プロセス中に、または
[Landing zone settings] (ランディングゾーンの設定) ページで選択することができます。リージョン拒否
機能は、AWS Control Tower ランディングゾーンのバージョンを更新するときに使用できます。選択した 
AWS のサービスは、リージョン拒否機能から除外されます。詳細については、「リージョン拒否コント
ロールの設定 (p. 122)」を参照してください。

データ所在地機能
2021 年 11 月 30 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンの更新は不要です)

AWS Control Tower では、AWS のサービスにアップロードする顧客データが、指定した AWS リージョン
にのみ配置されるように、特定用途向けのコントロールが提供されるようになりました。顧客データが保
存および処理される AWS リージョンを選択できます。AWS Control Tower を使用できる AWS リージョ
ンの全リストについては、「AWS リージョン別のサービス表」を参照してください。

きめ細かく制御するには、[Disallow Amazon Virtual Private Network (VPN) connections] (Amazon Virtual 
Private Network (VPN) 接続を許可しない) や [Disallow internet access for an Amazon VPC instance]
(Amazon VPC インスタンスのインターネットアクセスを許可しない) などの追加のコントロールを適用
できます。AWS Control Tower コンソールでコントロールのコンプライアンスステータスを表示できま
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AWS Control Tower ユーザーガイド
AWS Control Tower で、Terraform アカウントの

プロビジョニングとカスタマイズが導入されました

す。使用可能なコントロールの完全なリストについては、「AWS Control Tower コントロールライブラ
リ (p. 230)」を参照してください。

AWS Control Tower で、Terraform アカウントのプロ
ビジョニングとカスタマイズが導入されました
2021 年 11 月 29 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンのオプションの更新)

AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) により、AWS Control Tower を通じ
て、Terraform を使用し、カスタマイズされたアカウントをプロビジョニングおよび更新できるようにな
りました。

AFT は、単一の Terraform Infrastructure as Code (IaC) パイプラインを提供し、AWS Control Tower が管
理するアカウントをプロビジョニングします。プロビジョニング中のカスタマイズは、アカウントをエン
ドユーザーに提供する前に、ビジネスポリシーとセキュリティポリシーを満たすのに役立ちます。

AFT 自動アカウント作成パイプラインは、アカウントのプロビジョニングが完了するまで監視し、引き続
き、必要なカスタマイズでアカウントを強化する追加の Terraform モジュールをトリガーします。カスタ
マイズプロセスの追加部分として、独自のカスタム Terraform モジュールをインストールするようにパイ
プラインを設定したり、AWS によって一般的なカスタマイズ用に提供される AFT 機能オプションを追加
したりするように選択することもできます。

AWS Control Tower Account Factory for Terraform の使用を開始するには、「AWS Control Tower ユー
ザーガイド」の「AWS Control Tower Account Factory for Terraform (AFT) のデプロイ (p. 162)」に記載
されているステップに従い、Terraform インスタンスの AFT をダウンロードします。AFT は、Terraform 
Cloud、Terraform Enterprise、および Terraform Open Source のディストリビューションをサポートして
います。

新しいライフサイクルイベントが利用可能に
2021 年 11 月 18 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

PrecheckOrganizationalUnit イベントは、ネストされた OU のリソースを含め、[Extend 
governance] (ガバナンスを拡張) タスクが成功しないようリソースがブロックしているかどうかを記録し
ます。詳細については、「PrecheckOrganizationalUnit (p. 1066)」を参照してください。

AWS Control Tower でネストされた OU が有効になり
ました
2021 年 11 月 16 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Control Tower では、ランディングゾーンの一部として、ネストされた OU を含めることができるよ
うになりました。

AWS Control Tower は、ネストされた組織単位 (OU、Organizational Unit) のサポートを提供して、アカ
ウントを複数の階層レベルに編成し、予防コントロールを階層的に実施できるようにします。深さに関係
なく、ネストされた OU を含む OU を登録し、親 OU の下に OU を作成して登録し、登録された OU でコ
ントロールを有効にすることができます。この機能をサポートするために、管理されているアカウントと 
OU の数がコンソールに表示されます。
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検出コントロールの同時実行性

ネストされた OU を使用すると、AWS Control Tower の OU を AWS マルチアカウント戦略に合わせるこ
とができます。また、親 OU レベルでコントロールを適用することで、複数の OU でコントロールを有効
にするために必要な時間を短縮できます。

主な考慮事項

1. AWS Control Tower に既存のマルチレベル OU を登録するときは、OU を 1 つずつ登録します。最上位
の OU から開始し、ツリーの下の方へと進めます。詳細については、「フラットな OU 構造からネスト
された OU 構造への拡張 (p. 207)」を参照してください。

2. 登録された OU の直下のアカウントは自動的に登録されます。ツリーの下の方にあるアカウントは、直
接の親 OU を登録することで登録できます。

3. 予防コントロール (SCP) は自動的に階層の下の方に継承されます。親に適用された SCP は、すべての
ネストされた OU に継承されます。

4. 検出コントロール (AWS Config ルール) は自動的に継承されません。
5. 検出コントロールのコンプライアンスは、各 OU によって報告されます。
6. OU の SCP ドリフトは、その下にあるすべてのアカウントと OU に影響します。
7. セキュリティ OU (コア OU) の下に新しいネストされた OU を作成することはできません。

検出コントロールの同時実行性
2021 年 11 月 5 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンのオプションの更新)

AWS Control Tower 検出コントロールは、検出コントロールの同時オペレーションをサポートするように
なり、使いやすさとパフォーマンスが向上しました。個々のコントロールオペレーションが完了するのを
待たずに、複数の検出コントロールを有効にできます。

サポートされている機能:

• 同じ OU で異なる検出コントロールを有効にします (例えば、[Detect Whether MFA for the Root User is 
Enabled] (ルートユーザーに対して MFA が有効になっているかどうかを検出する) と [Detect Whether 
Public Write Access to Amazon S3 Buckets is Allowed] (Simple Storage Service (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を検出する))。

• 異なる OU で異なる検出コントロールを同時に有効にします。
• ガードレールのエラーメッセージングが改善され、サポートされているコントロールの同時実行オペ

レーションに関する追加のガイダンスが提供されるようになりました。

このリリースではサポートされない機能:

• 同じ検出コントロールを複数の OU で同時に有効にすることはサポートされていません。
• 予防的コントロールの同時実行はサポートされていません。

AWS Control Tower のすべてのバージョンで、検出コントロールの同時実行性の改善を体験できます。現
在バージョン 2.7 を使用していないお客様は、最新バージョンで利用できるリージョンの選択や選択解除
などの機能を利用できるように、ランディングゾーンの更新を実行することをお勧めします。

2 つの新しいリージョンが利用可能に
2021 年 7 月 29 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンは更新が必要です。)
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リージョンの選択解除

AWS Control Tower が 2 つの追加 AWS リージョン、すなわち南米 (サンパウロ) と欧州 (パリ) で利用可能
になりました。この更新により、AWS Control Tower の可用性が 15 の AWS リージョンに拡張されます。

AWS Control Tower を初めて使用する場合も、サポートされている任意のリージョンですぐに起動できま
す。起動時に、AWS Control Tower でマルチアカウント環境を構築および管理するリージョンを選択でき
ます。

AWS Control Tower 環境が既にあり、サポートされている 1 つ以上のリージョンの AWS Control Tower 
ガバナンス機能を拡張または削除する場合は、AWS Control Tower ダッシュボードの [Landing Zone 
Settings] (ランディングゾーンの設定) ページに移動し、[Regions] (リージョン) を選択します。ランディン
グゾーンを更新したら、AWS Control Tower によって管理されているすべてのアカウントを更新する必要
があります。

リージョンの選択解除
2021 年 7 月 29 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンのオプションの更新)

AWS Control Tower リージョンの選択解除により、AWS Control Tower リソースの地理的フットプリン
トを管理する機能が強化されます。AWS Control Tower の管理を望まないリージョンの選択を解除できま
す。この機能により、追加のリージョンへの拡大に伴うコストのバランスをとりながら、コンプライアン
スや規制に関する懸念に対処できます。

リージョンの選択解除は、AWS Control Tower ランディングゾーンのバージョンを更新するときに使用で
きます。

Account Factory を使用して新しいアカウントを作成するか、既存のメンバーアカウントを登録する場合、
または [Extend Governance] (ガバナンスを拡張) を選択して既存の組織単位にアカウントを登録する場
合、AWS Control Tower は、アカウントの選択したリージョンにガバナンス機能 (一元化されたロギン
グ、モニタリング、コントロールなど) をデプロイします。リージョンの選択を解除し、そのリージョン
から AWS Control Tower ガバナンスを削除すると、そのガバナンス機能は削除されますが、それらのリー
ジョンに AWS リソースまたはワークロードをデプロイするユーザーの機能が阻止されることはありませ
ん。

AWS Control Tower が AWS キー管理システムに対応
するようになりました
2021 年 7 月 28 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンのオプションの更新)

AWS Control Tower では、AWS キー管理サービス (AWS KMS) キーを使用するオプションが提供される
ようになりました。AWS Control Tower がデプロイするサービス (AWS CloudTrail、AWS Config、関連す
る Amazon S3 データなど) をセキュリティで保護するために、お客様によるキーの提供と管理が行われま
す。AWSKMS 暗号化は、AWS Control Tower がデフォルトで使用する SSE-S3 暗号化に対する強化され
た暗号化レベルです。

AWS Control Tower への AWS KMS サポートの統合は、機密ログファイルにセキュリティレイヤーを追加
することを推奨する、AWS 基礎セキュリティのベストプラクティスに合致しています。保管時の暗号化に
は AWS KMS マネージドキー (SSE-KMS) を使用する必要があります。AWSKMS 暗号化のサポートは、
新しいランディングゾーンを設定するとき、または既存の AWS Control Tower ランディングゾーンを更新
するときに使用できます。

この機能を設定するには、ランディングゾーンの初期設定時に [KMS Key Configuration] (KMS キー設定) 
を選択します。既存の KMS キーを選択できます。新しいキーを作成する場合は、AWS KMS コンソール
に移動するボタンを選択します。また、デフォルトの暗号化から SSE-KMS、または別の SSE-KMS キー
に変更できる柔軟性があります。
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コントロールの名前が変更され、機能は変更されません

既存の AWS Control Tower ランディングゾーンでは、更新を実行して AWS KMS キーの使用を開始でき
ます。

コントロールの名前が変更され、機能は変更されませ
ん
2021 年 7 月 26 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンの更新は不要です)

AWS Control Tower は、コントロールのポリシー意図をよりよく反映するように、特定のコントロールの
名前と説明を改訂しています。改訂された名前と説明は、コントロールがアカウントのポリシーを具現化
する方法をより直感的に理解するのに役立ちます。例えば、検出コントロール自体が特定のアクションを
停止せず、ポリシー違反を検出し、ダッシュボードを介してアラートを提供するだけであるため、検出コ
ントロールの名前の一部を「許可しない」から「検出」に変更しました。

コントロールの機能、ガイダンス、および実装は変更ありません。コントロールの名前と説明のみ改訂さ
れています。

AWS Control Tower は SCP を毎日スキャンしてドリ
フトをチェックするようになりました
2021 年 5 月 11 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンの更新は不要です)

AWS Control Tower は、管理対象の SCP を毎日自動スキャンして、対応するコントロールが正しく適用
され、ドリフトが発生していないことを確認するようになりました。スキャンでドリフトが検出される
と、通知が届きます。AWS Control Tower は、ドリフトの問題ごとに通知を 1 つだけ送信するため、ラン
ディングゾーンが既にドリフト状態にある場合、新しいドリフトアイテムが見つからない限り、追加の通
知が送信されることはありません。

OU とアカウントのカスタマイズされた名前
2021 年 4 月 16 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Control Tower で、ランディングゾーンの名前付けをカスタマイズできるようになりました。AWS 
Control Tower が組織単位 (OU、Organizational Unit) およびコアアカウントに推奨する名前を保持する
か、ランディングゾーン初期設定プロセス中にこれらの名前を変更することができます。

AWS Control Tower が OU およびコアアカウントに提供するデフォルトの名前は、AWS マルチアカウン
トのベストプラクティスのガイダンスに合致しています。ただし、会社に特定の命名ポリシーがある場
合、あるいは同じ推奨名を持つ既存の OU またはアカウントが既に存在する場合は、この新しい OU およ
びアカウント命名機能によって、これらの制約に柔軟に対応できます。

設定時のこのワークフローの変更とは別に、以前はコア OU と呼ばれていた OU はセキュリティ OU と呼
ばれ、以前はカスタム OU と呼ばれていた OU はサンドボックス OU と呼ばれるようになりました。命名
に関する全体的な AWS ベストプラクティスのガイダンスとの連携を改善するために、この変更を加えま
した。

新しいお客様には、これらの新しい OU 名が表示されます。既存のお客様には、これらの OU の元の名前
が引き続き表示されます。ドキュメントを新しい名前に更新している間、OU の命名に不一致が生じるこ
とがあります。
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AWS Control Tower ランディングゾーンバージョン 2.7

AWS マネジメントコンソールから AWS Control Tower の使用を開始するには、AWS Control Tower コン
ソールに移動し、右上の [Set up landing zone] (ランディングゾーンの設定) を選択します。詳細について
は、「AWS Control Tower ランディングゾーンの計画」を参照してください。

AWS Control Tower ランディングゾーンバージョン 
2.7
2021 年 4 月 8 日

(AWS Control Tower のランディングゾーンをバージョン 2.7 に更新する必要があります。詳細について
は、「ランディングゾーンを更新する (p. 46)」を参照してください。)

AWS Control Tower バージョン 2.7 では、AWS Control Tower のリソースにのみポリシーを実装する 4 つ
の新しい必須予防的ログアーカイブコントロールが導入されました。AWS Control Tower の外にあるリ
ソースのポリシーを設定するため、4 つの既存のログアーカイブコントロールのガイダンスを必須から選
択的に調整しました。このコントロールの変更と拡張により、AWS Control Tower 内のリソースのログ
アーカイブガバナンスと AWS Control Tower 外のリソースのガバナンスを分離できます。

4 つの変更されたコントロールは、新しい必須コントロールと組み合わせて使用して、より広範な AWS 
ログアーカイブセットにガバナンスを提供できます。既存の AWS Control Tower 環境では、環境の一貫性
を保つため、これらの 4 つの変更されたコントロールが自動的に有効になります。ただし、これらの選択
的コントロールは無効にできるようになりました。新しい AWS Control Tower 環境では、すべての選択的
コントロールを有効にする必要があります。既存の環境では、AWS Control Tower によってデプロイされ
ていない Amazon S3 バケットに暗号化を追加する前に、以前は必須のコントロールを無効にする必要が
あります。

新しい必須コントロール:

• Disallow Changes to Encryption Configuration for AWS Control Tower Created Amazon S3 Buckets in 
Log Archive (AWS Control Tower がログアーカイブに作成した Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケットの暗号化設定の変更を許可しない)

• Disallow Changes to Logging Configuration for AWS Control Tower Created Amazon S3 Buckets in Log 
Archive (AWS Control Tower がログアーカイブに作成した Simple Storage Service (Amazon S3) バケッ
トのログ設定の変更を許可しない)

• Disallow Changes to Bucket Policy for AWS Control Tower Created Amazon S3 Buckets in Log Archive 
(AWS Control Tower がログアーカイブに作成した Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのバ
ケットポリシーの変更を許可しない)

• Disallow Changes to Lifecycle Configuration for AWS Control Tower Created Amazon S3 Buckets in Log 
Archive (AWS Control Tower がログアーカイブに作成した Simple Storage Service (Amazon S3) バケッ
トのライフサイクル設定の変更を許可しない)

必須から選択的に変更されたガイダンス:

• Disallow Changes to Encryption Configuration for all Amazon S3 Buckets (すべての Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットの暗号化設定の変更を許可しない) [Previously: Enable Encryption at Rest 
for Log Archive (以前: ログアーカイブの保管時に暗号化を有効にする)]

• Disallow Changes to Logging Configuration for all Amazon S3 Buckets (すべての Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのログ設定の変更を許可しない) [Previously: Enable Access Logging for Log 
Archive (以前: ログアーカイブのアクセスログを有効にする)]

• Disallow Changes to Bucket Policy for all Amazon S3 Buckets (すべての Amazon S3 バケットのバケッ
トポリシーの変更を不許可にする) [Previously: Disallow Policy Changes to Log Archive (以前: ログアー
カイブのポリシー変更を禁止する)]

• Disallow Changes to Lifecycle Configuration for all Amazon S3 Buckets (すべての Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットのライフサイクル設定の変更を許可しない) [Previously: Set a Retention 
Policy for Log Archive (以前: ログアーカイブの保持ポリシーを設定する)]
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3 つの新しい AWS リージョンが利用可能に

AWS Control Tower バージョン 2.7 には、2.7 にアップグレードした後に以前のバージョンとの互換性が
なくなる可能性がある AWS Control Tower ランディングゾーンのブループリントに対する変更が含まれて
います。

• 特に、AWS Control Tower バージョン 2.7 では、AWS Control Tower によってデプロイされた S3 バ
ケットで自動的に BlockPublicAccess が有効になります。ワークロードでアカウント全体のアクセ
スが必要な場合は、このデフォルトをオフにすることができます。BlockPublicaccess を有効にした
場合の動作については、「Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスのブロック」を参照してくだ
さい。

• AWS Control Tower バージョン 2.7 には HTTPS の要件が含まれています。AWS Control Tower によっ
てデプロイされた S3 バケットに送信されるすべてのリクエストは、Secure Sockets Layer (SSL) を使
用する必要があります。HTTPS リクエストのみ渡すことができます。HTTP (SSL なし) をエンドポイン
トとして使用してリクエストを送信すると、この変更によってアクセス拒否エラーが発生し、ワークフ
ローが中断する可能性があります。ランディングゾーンを 2.7 に更新した後で、この変更を元に戻すこ
とはできません。

HTTP の代わりに TLS を使用するようにリクエストを変更することをお勧めします。

3 つの新しい AWS リージョンが利用可能に
2021 年 4 月 8 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンは更新が必要です。)

AWS Control Tower が、アジアパシフィック (東京) リージョン、アジアパシフィック (ソウル) リージョ
ン、アジアパシフィック (ムンバイ) リージョンの 3 つの追加 AWS リージョンで利用可能になりました。
これらのリージョンにガバナンスを拡大するには、ランディングゾーンをバージョン 2.7 に更新する必要
があります。

バージョン 2.7 への更新を実行しても、ランディングゾーンがこれらのリージョンに自動的に展開される
ことはありません。含まれるようにするには、リージョン表でそれらを表示して選択する必要がありま
す。

選択したリージョンのみを管理
2021 年 2 月 19 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Control Tower リージョンを選択すると、AWS Control Tower リソースの地理的フットプリントをよ
り適切に管理できます。コンプライアンス、規制、コスト、その他の理由から、AWS リソースまたはワー
クロードをホストするリージョンの数を増やすために、管理するリージョンを追加で選択できるようにな
りました。

リージョン選択は、新しいランディングゾーンを設定するか、AWS Control Tower ランディングゾーンの
バージョンを更新するときに利用できます。Account Factory を使用して新しいアカウントを作成するか、
既存のメンバーアカウントを登録する場合、または [Extend Governance] (ガバナンスを拡張) を使用して
既存の組織単位にアカウントを登録する場合、AWS Control Tower は、アカウントの選択したリージョン
にガバナンス機能 (一元化されたロギング、モニタリング、コントロール) をデプロイします。リージョン
の選択の詳細については、「AWS Control Tower リージョンの設定 (p. 119)」を参照してください。

AWS Control Tower は AWS 組織の既存の OU にガバ
ナンスを拡張するようになりました
2021 年 1 月 28 日
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AWS Control Tower でアカウン

トの一括更新が可能になりました

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Control Tower コンソール内から既存の組織単位 (OU、Organizational Unit) (AWS Control Tower 
にない OU) にガバナンスを拡張します。この機能を使用すると、最上位の OU と含まれるアカウントを 
AWS Control Tower ガバナンス下に置くことができます。OU 全体へのガバナンスの拡張については、
「AWS Control Tower への既存の組織単位の登録 (p. 211)」を参照してください。

OU を登録すると、AWS Control Tower は一連のチェックを実行して、ガバナンスの拡張と OU 内のアカ
ウントの登録が正常に行われていることを確認します。OU の初期登録に関連する一般的な問題の詳細に
ついては、「登録時または再登録時に発生する障害のよくある原因 (p. 214)」を参照してください。

また、AWS Control Tower 製品ウェブページにアクセスしたり、YouTube にアクセスして AWS 
Organizations 向け AWS Control Tower の開始方法に関する動画を視聴することもできます。

AWS Control Tower でアカウントの一括更新が可能に
なりました
2021 年 1 月 28 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

一括更新機能により、最大 300 個のアカウントを含む登録済みの AWS Organizations 組織単位 
(OU、Organizational Unit) のすべてのアカウントを、AWS Control Tower ダッシュボードから、1 回のク
リックで更新できるようになりました。これは、AWS Control Tower ランディングゾーンを更新し、現行
のランディングゾーンのバージョンに合うように登録済みアカウントも更新する必要がある場合に特に便
利です。

また、この機能は、AWS Control Tower ランディングゾーンを更新して新しいリージョンに拡張する場合
や、OU を再登録して OU のすべてのアカウントに最新のコントロールが適用されるようにする場合に、
アカウントを最新状態に保つのに役立ちます。アカウントの一括更新により、アカウントを 1 つずつ更
新したり、外部スクリプトを使用して複数のアカウントに対して更新を実行したりする必要がなくなりま
す。

ランディングゾーンの更新の詳細については、「ランディングゾーンを更新する (p. 46)」を参照してくだ
さい。

OU の登録または再登録の詳細については、「AWS Control Tower への既存の組織単位の登録 (p. 211)」を
参照してください。

2020 年 1 月～ 12 月
2020 年、AWS Control Tower は次の更新をリリースしました。

• AWS Control Tower コンソールが外部 AWS Config ルールにリンクするようになりました (p. 1116)
• AWS Control Tower が追加のリージョンで利用可能になりました (p. 1116)
• ガードレールの更新 (p. 1116)
• AWS Control Tower コンソールに OU とアカウントの詳細が表示されます (p. 1117)
• AWS Control Tower を使用して AWS Organizations に新しいマルチアカウント AWS 環境を設定しま

す (p. 1117)
• AWS Control Tower ソリューションのカスタマイズ (p. 1118)
• AWS Control Tower バージョン 2.3 の一般提供  (p. 1118)
• AWS Control Tower でのシングルステップのアカウントプロビジョニング  (p. 1118)
• AWS Control Tower の廃止ツール (p. 1119)
• AWS Control Tower のライフサイクルイベント通知 (p. 1119)
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AWS Control Tower コンソールが外部 AWS 
Config ルールにリンクするようになりました

AWS Control Tower コンソールが外部 AWS Config 
ルールにリンクするようになりました
2020 年 12 月 29 日

(AWS Control Tower のランディングゾーンをバージョン 2.6 に更新する必要があります。詳細について
は、「ランディングゾーンを更新する (p. 46)」を参照してください。)

AWS Control Tower に、外部 AWS Config ルールの検出に役立つ、組織レベルのアグリゲータが含まれる
ようになりました。これにより、AWS Control Tower コンソールで可視化され、AWS Control Tower に
よって作成された AWS Config ルールに加えて、外部で作成された AWS Config ルールの存在を確認する
ことができます。アグリゲータにより、AWS Control Tower は、管理対象外のアカウントにアクセスする
ことなく、外部ルールを検出し、AWS Config コンソールへのリンクを提供することができます。

この機能により、アカウントに適用される検出コントロールの統合ビューが作成され、コンプライアン
スを追跡し、アカウントに追加のコントロールが必要かどうかを判断できるようになりました。詳細に
ついては、AWS Control Tower が管理対象外の OU とアカウントで AWS Config ルールを集約する方
法 (p. 112)を参照してください。

AWS Control Tower が追加のリージョンで利用可能に
なりました
2020 年 11 月 18 日

(AWS Control Tower のランディングゾーンをバージョン 2.5 に更新する必要があります。詳細について
は、「ランディングゾーンを更新する (p. 46)」を参照してください。)

AWS Control Tower が以下の 5 つの追加 AWS リージョンで利用可能になりました。

• アジアパシフィック (シンガポール) リージョン
• 欧州 (フランクフルト) リージョン
• 欧州 (ロンドン) リージョン
• 欧州 (ストックホルム) リージョン
• カナダ (中部) リージョン

この 5 つの AWS リージョンの追加は、AWS Control Tower のバージョン 2.5 で導入された唯一の変更点
です。

AWS Control Tower は、米国東部 (バージニア北部) リージョン、米国東部 (オハイオ) リージョン、米国西
部 (オレゴン) リージョン、欧州 (アイルランド) リージョン、アジアパシフィック (シドニー) リージョン
でも利用できます。このローンチにより、AWS Control Tower が 10 か所の AWS リージョンで利用可能に
なりました。

このランディングゾーンの更新には、リストされているすべてのリージョンが含まれており、元に戻すこ
とはできません。ランディングゾーンをバージョン 2.5 に更新した後、AWS Control Tower の登録済みア
カウントをすべて手動で更新し、サポートされている 10 か所の AWS リージョンで管理されるようにする
必要があります。詳細については、「AWS Control Tower リージョンの設定 (p. 119)」を参照してくださ
い。

ガードレールの更新
2020 年 10 月 8 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンの更新は不要です)
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AWS Control Tower コンソールに OU 
とアカウントの詳細が表示されます

必須コントロール AWS-GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED の更新バージョンがリリースされました。

AWS Control Tower に自動的に登録されるアカウントは AWSControlTowerExecution ロールを有効
にする必要があるため、コントロールのこの変更が必要になります。コントロールの以前のバージョンで
は、このロールは作成されません。

詳細については、「AWS Control Tower ユーザーガイド」の「コントロールリファレンス」の「コント
ロールの更新 (p. 241)」を参照してください。

AWS Control Tower コンソールに OU とアカウントの
詳細が表示されます
2020 年 7 月 22 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンの更新は不要です)

AWS Control Tower に登録されていない組織およびアカウントを、登録されている組織およびアカウント
と共に表示できます。

AWS Control Tower コンソールでは、AWS アカウントと組織単位 (OU) に関する詳細を表示できま
す。[Accounts] (アカウント) ページには、AWS Control Tower での OU や 登録のステータスに関係なく、
組織内のすべてのアカウントが一覧表示されるようになりました。すべてのテーブルで検索、並べ替え、
フィルタリングを実行できるようになりました。

AWS Control Tower を使用して AWS Organizations 
に新しいマルチアカウント AWS 環境を設定します
2020 年 4 月 22 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Organizations のお客様は、AWS Control Tower を使用し、次の新機能を活用して、新しく作成され
た組織単位 (OU、Organizational Unit) とアカウントを管理できるようになりました。

• 既存の AWS Organizations のお客様は、既存の管理アカウントに新しい組織単位 (OU、Organizational 
Unit) の新しいランディングゾーンを設定できるようになりました。AWS Control Tower で新しい OU を
作成し、AWS Control Tower ガバナンスを使用して OU に新しいアカウントを作成できます。

• AWS Organizations のお客様は、アカウント登録プロセスまたはスクリプティングを使用して、既存の
アカウントを登録できます。

AWS Control Tower は、他の AWS サービスを使用するオーケストレーションサービスを提供します。こ
れは、新規または既存のマルチアカウント AWS 環境を設定し、大規模に管理する最も簡単な方法を求め
ている、複数のアカウントとチームを持つ組織向けに設計されています。AWS Control Tower によって管
理されている組織では、クラウド管理者は、組織内のアカウントが確立されたポリシーに準拠しているこ
とを知っています。ビルダーは、コンプライアンスに関して過度に懸念することなく、新しい AWS アカ
ウントを迅速にプロビジョニングできるので、メリットがあります。

ランディングゾーンの設定の詳細については、「AWS Control Tower ランディングゾーンの計画 (p. 32)」
を参照してください。また、AWS Control Tower 製品ウェブページにアクセスしたり、YouTube にアク
セスして AWS Organizations 向け AWS Control Tower の開始方法に関する動画を視聴することもできま
す。

この変更に加えて、AWS Control Tower のクイックアカウントプロビジョニング機能の名前がアカウン
トの登録に変更されました。これにより、既存の AWS アカウントの登録と新規アカウントの作成が許可
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AWS Control Tower ソリューションのカスタマイズ

されるようになりました。詳細については、「既存のアカウントを登録する (p. 130)」を参照してくださ
い。

AWS Control Tower ソリューションのカスタマイズ
2020 年 3 月 17 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Control Tower には、カスタムテンプレートおよびポリシーを AWS Control Tower ランディングゾー
ンに簡単に適用できる新しいリファレンス実装が追加されました。

AWS Control Tower のカスタマイズにより、AWS CloudFormation テンプレートを使用して、組織内
の既存アカウントと新規アカウントに新しいリソースをデプロイすることができます。また、これら
のアカウントには、AWS Control Tower によって既に提供されているサービスコントロールポリシー 
(SCP、Service Control Policies) に加えて、カスタム SCP を適用することもできます。AWS Control 
Tower パイプラインのカスタマイズは、リソースのデプロイとランディングゾーンの同期が保たれるよう
に、AWS Control Tower のライフサイクルイベントおよび通知 (「AWS Control Tower でのライフサイク
ルイベント (p. 1056)」) と統合されます。

この AWS Control Tower ソリューションアーキテクチャのデプロイドキュメントは、AWS Solutions ウェ
ブページから入手できます。

AWS Control Tower バージョン 2.3 の一般提供
2020 年 3 月 5 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンの更新が必要です。詳細については、「ランディングゾーンを更
新する (p. 46)」を参照してください。)

AWS Control Tower が、米国東部 (オハイオ)、米国東部 (バージニア北部)、米国西部 (オレゴン)、欧州 (ア
イルランド) の各リージョンに加えて、アジアパシフィック (シドニー) AWS リージョンで利用可能になり
ました。アジアパシフィック (シドニー) リージョンの追加は、AWS Control Tower のバージョン 2.3 で導
入された唯一の変更点です。

これまで AWS Control Tower を使用していなかった場合は、サポートされている任意のリージョンで今
すぐ AWS Control Tower を起動できます。既に AWS Control Tower を使用していて、アカウントのアジ
アパシフィック (シドニー) リージョンにガバナンス機能を拡張する場合は、AWS Control Tower ダッシュ
ボードの [Settings] (設定) ページに移動します。そこから、ランディングゾーンを最新リリースに更新し
ます。そして、アカウントを個別に更新します。

Note

ランディングゾーンを更新しても、アカウントは自動的に更新されません。アカウントが数個以
上ある場合は、必要な更新を行うのに時間がかかることがあります。そのため、ワークロードの
実行を必要としないリージョンに AWS Control Tower ランディングゾーンを拡張することは避け
てください。

新しいリージョンへのデプロイの結果としての検出コントロールの予想される動作の詳細については、
「AWS Control Tower リージョンの設定 (p. 119)」を参照してください。

AWS Control Tower でのシングルステップのアカウン
トプロビジョニング
2020 年 3 月 2 日
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AWS Control Tower の廃止ツール

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Control Tower は、AWS Control Tower コンソールを使用したシングルステップのアカウントプロビ
ジョニングをサポートするようになりました。この機能を使用すると、AWS Control Tower コンソール内
から新しいアカウントをプロビジョニングできます。

簡略化された形式を使用するには、AWS Control Tower コンソールの [Account Factory] に移動し、[Quick 
account provisioning] (クイックアカウントプロビジョニング) を選択します。AWS Control Tower は、
プロビジョニングされたアカウントとそのアカウントに作成された Single Sign-On (IAM Identity Center) 
ユーザーに同じ E メールアドレスを割り当てます。これら 2 つの E メールアドレスを異なるものにする必
要がある場合は、Service Catalog を通じてアカウントをプロビジョニングする必要があります。

他のアカウントの更新と同様に、Service Catalog および AWS Control Tower Account Factory を使用し
て、クイックアカウントプロビジョニングで作成したアカウントを更新します。

Note

2020 年 4 月、クイックアカウントプロビジョニング機能の名前がアカウントの登録に変更され
ました。2022 年 6 月、AWS Control Tower コンソールでアカウントを作成および更新する機能
は、AWS アカウントを登録する機能から分離されました。詳細については、「既存のアカウント
を登録する (p. 130)」を参照してください。

AWS Control Tower の廃止ツール
2020 年 2 月 28 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Control Tower は、AWS Control Tower によって割り当てられたリソースのクリーンアップを支援
する自動廃止ツールをサポートするようになりました。AWS Control Tower を企業で使用しなくなった場
合、または組織のリソースに大幅な再デプロイが必要な場合は、ランディングゾーンを最初にセットアッ
プしたときに作成されたリソースをクリーンアップすることができます。

大部分が自動化されたプロセスを使用してランディングゾーンを廃止するには、AWS Support に連絡し
て、必要な追加手順について支援を受けることができます。廃止の詳細については、「チュートリアル: 
AWS Control Tower のランディングゾーンを廃止する (p. 1074)」を参照してください。

AWS Control Tower のライフサイクルイベント通知
2020 年 1 月 22 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Control Tower で、ライフサイクルイベント通知が利用可能になりました。ライフサイクルイベン
ト (p. 1056)は、AWS Control Tower で作成および管理する組織単位 (OU)、アカウント、コントロールな
どのリソースの状態を変更できる AWS Control Tower アクションの完了をマークします。ライフサイクル
イベントは、AWS CloudTrail イベントとして記録され、Amazon EventBridge にイベントとして配信され
ます。

AWS Control Tower は、サービスを使用して実行できる次のアクションの完了時にライフサイクルイベン
トを記録します: ランディングゾーンの作成または更新、OU の作成または削除、OU でのコントロールの
有効化または無効化、Account Factory を使用した新規アカウントの作成または別の OU へのアカウントの
移動。

AWS Control Tower は、複数の AWS サービスを使用して、ベストプラクティスのマルチアカウント 
AWS 環境を構築し管理します。AWS Control Tower アクションが完了するまで数分かかることがありま
す。CloudTrail ログでライフサイクルイベントを追跡して、元の AWS Control Tower アクションが正常に
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2019 年 1 月～ 12 月

完了したかどうかを確認できます。EventBridge ルールを作成して、CloudTrail がライフサイクルイベント
を記録したときに通知したり、オートメーションワークフローで次のステップを自動的にトリガーしたり
することができます。

2019 年 1 月～ 12 月
2019 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までに、AWS Control Tower は次の更新をリリースしました。

• AWS Control Tower バージョン 2.2 の一般提供 (p. 1120)
• AWS Control Tower の新しい選択的コントロール  (p. 1120)
• AWS Control Tower の新しい検出コントロール  (p. 1121)
• AWS Control Tower は、管理アカウントとは異なるドメインを持つ共有アカウントの E メールアドレス

を受け付けます (p. 1121)
• AWS Control Tower バージョン 2.1 の一般提供 (p. 1122)

AWS Control Tower バージョン 2.2 の一般提供
2019 年 11 月 13 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンの更新が必要です。詳細については、「ランディングゾーンを更
新する (p. 46)」を参照してください。)

AWS Control Tower バージョン 2.2 では、アカウントのドリフトを防止する 3 つの新しい予防コントロー
ルが用意されています。

• Disallow Changes to Amazon CloudWatch Logs Log Groups set up by AWS Control Tower (AWS Control 
Tower によって設定された Amazon CloudWatch Logs ロググループへの変更を不許可にする) (p. 234)

• Disallow Deletion of AWS Config Aggregation Authorizations Created by AWS Control Tower (AWS 
Control Tower が作成した AWS Config 集約認証の削除を許可しない) (p. 234)

• Disallow Deletion of Log Archive (ログアーカイブの削除を禁止する) (p. 235)

コントロールは、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。AWS Control 
Tower ランディングゾーンを作成するとき、ランディングゾーンとすべての組織単位 (OU、Organizational 
Unit)、アカウント、リソースは、選択したコントロールによって適用されるガバナンスルールに準拠しま
す。ユーザーおよび組織のメンバーがランディングゾーンを使用する際、コンプライアンスステータスが 
(偶発的または意図的に) 変更されることがあります。ドリフト検出は、ドリフトを解決するために変更や
設定更新が必要になるリソースを識別するのに役立ちます。詳細については、「AWS Control Tower でド
リフトを検出および解決する (p. 191)」を参照してください。

AWS Control Tower の新しい選択的コントロール
2019 年 9 月 5 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンの更新は不要です)

AWS Control Tower には、次の 4 つの新しい選択的コントロールが含まれるようになりました。

• Disallow Delete Actions on Amazon S3 Buckets Without MFA (MFA を使用しない Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットでの削除アクションを許可しない) (p. 1014)

• Disallow Changes to Replication Configuration for Amazon S3 Buckets (Simple Storage Service (Amazon 
S3) バケットのレプリケーション設定の変更を許可しない) (p. 1013)
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AWS Control Tower の新しい検出コントロール 

• Disallow Actions as a Root User (ルートユーザーとしてのアクションを許可しない) (p. 1002)
• Disallow Creation of Access Keys for the Root User (ルートユーザーのアクセスキーの作成を許可しな

い) (p. 1001)

コントロールは、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。ガードレールを
使用すると、ポリシーの意図を表現できます。詳細については、「AWS Control Tower のコントロールに
ついて (p. 218)」を参照してください。

AWS Control Tower の新しい検出コントロール
2019 年 8 月 25 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンの更新は不要です)

AWS Control Tower には、次の 8 つの新しい検出コントロールが含まれるようになりました。

• Detect Whether Versioning for Amazon S3 Buckets is Enabled (Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケットのバージョニングが有効になっているかどうかを検出する) (p. 1016)

• Detect Whether MFA is Enabled for AWS IAM Users of the AWS Console ( コンソールの IAM ユーザー
に対して MFA が有効になっているかどうかを検出する) (p. 1015)

• Detect Whether MFA is Enabled for AWS IAM Users ( IAM ユーザーに対して MFA が有効になっている
かどうかを検出する) (p. 1014)

• Detect Whether Amazon EBS Optimization is Enabled for Amazon EC2 Instances (Amazon EC2 インス
タンスに対して Amazon EBS 最適化が有効になっているかどうかを検出する) (p. 1008)

• Detect Whether Amazon EBS Volumes are Attached to Amazon EC2 Instances (Amazon EBS ボリュー
ムが Amazon EC2 インスタンスにアタッチされているかどうかを検出する) (p. 1007)

• Detect Whether Public Access to Amazon RDS Database Instances is Enabled (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が有効になっているかどうかを検出する) (p. 1008)

• Detect Whether Public Access to Amazon RDS Database Snapshots is Enabled (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を検出する) (p. 1009)

• Detect Whether Storage Encryption is Enabled for Amazon RDS Database Instances (Amazon RDS デー
タベースインスタンスに対してストレージ暗号化が有効になっているかどうかを検出する) (p. 1009)

コントロールは、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。検出コントロー
ルは、ポリシー違反など、アカウント内のリソースの非準拠を検出し、ダッシュボードを通じてアラート
を提供します。詳細については、「AWS Control Tower のコントロールについて (p. 218)」を参照してく
ださい。

AWS Control Tower は、管理アカウントとは異なるド
メインを持つ共有アカウントの E メールアドレスを受
け付けます
2019 年 8 月 1 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンに更新は必要ありません。)

AWS Control Tower で、ドメインが管理アカウントの E メールアドレスと異なる共有アカウント (ログ
アーカイブと監査メンバー) および子アカウント (Account Factory を使用して提供) の E メールアドレスを
送信できるようになりました。この機能は、新しいランディングゾーンを作成する場合、および新しい子
アカウントをプロビジョニングする場合にのみ使用できます。
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AWS Control Tower バージョン 2.1 の一般提供

AWS Control Tower バージョン 2.1 の一般提供
2019 年 6 月 24 日

(AWS Control Tower ランディングゾーンの更新が必要です。詳細については、「ランディングゾーンを更
新する (p. 46)」を参照してください。)

AWS Control Tower は、本番稼働用に一般提供され、サポートされるようになりました。AWS Control 
Tower は、新規マルチアカウント AWS 環境を設定し、大規模に管理する最も簡単な方法を求めている、
複数のアカウントとチームを持つ組織を対象としています。AWS Control Tower を使用すると、組織の
アカウントが確立されたポリシーに確実に準拠するようにすることができます。分散したチームのエンド
ユーザーは、新しい AWS アカウントをすばやくプロビジョニングできます。

AWS Control Tower を使用すると、ベストプラクティスが採用されたランディングゾーンを設定 (p. 17)で
きます。これらのベストプラクティスは、AWS Organizations を使用してマルチアカウント構造を設定す
る、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) でユーザー ID とフェデレーションアク
セスを管理する、Service Catalog によるアカウントプロビジョニングを有効にする、AWS CloudTrail と 
AWS Config を使用して一元化されたログアーカイブを作成するなどです。

継続的なガバナンスのために、セキュリティ、運用、コンプライアンスに関する明確に定義されたルール
である事前構成済みのコントロールを有効にできます。ガードレールは、ポリシーに準拠しないリソー
スのデプロイを防止し、デプロイされたリソースの不適合を継続的に監視するのに役立ちます。AWS 
Control Tower ダッシュボードでは、プロビジョニングされたアカウント、有効化されたコントロール、ア
カウントのコンプライアンスステータスなど、AWS 環境について一元的に可視化することができます。

AWS Control Tower コンソールで 1 回クリックするだけで、新しいマルチアカウント環境を設定できま
す。AWS Control Tower を使用するのに追加料金や前払いの義務はありません。ランディングゾーンを
設定し、選択したコントロールを実装するために有効にした AWS サービスに対してのみ料金が発生しま
す。
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ドキュメント履歴
• ドキュメント最終更新日: 2022 年 4 月 19 日

次の表は、「AWS Control Tower ユーザーガイド」に対する重要な変更点の一覧です。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。

変更 説明 日付

リージョンがさらに 7 つ利用可
能になりました (p. 1123)

AWS Control Tower がさらに 7 
つのリージョンで利用可能にな
りましたAWS リージョン: 北カ
リフォルニア (サンフランシス
コ)、アジアパシフィック (香港、
ジャカルタ、大阪)、欧州 (ミラ
ノ)、中東 (バーレーン)、アフリ
カ (ケープタウン)。

2023 年 4 月 19 日

マネージドポリシーへの変
更 (p. 1123)

AWS Control Tower が 
AWS アカウント管理サー
ビスによって実装されてい
るEnableRegion、ListRegions、GetRegionOptStatus
API を呼び出せるよう
に、AWSControlTowerServiceRolePolicy
を変更しました。

2023 年 4 月 6 日

アカウントのカスタマイズリク
エストの追跡が一般公開されま
した  (p. 1123)

AWS Control Tower で
は、Account Factory for 
Terraform (AFT) のワークフロー
を使用して、アカウントのカスタ
マイズリクエストを追跡できるよ
うになりました

2023 年 2 月 16 日

IAM ベストプラクティスの更
新 (p. 1123)

IAM ベストプラクティスの推奨
事項に合わせてガイドを更新し
ました。詳細については、「IAM 
のセキュリティのベストプラク
ティス」 を参照してください。

2023 年 2 月 15 日

AWS Control Tower ランディン
グゾーンバージョン 3.1 が利用可
能に (p. 1123)

AWS Control Tower ランディン
グゾーンバージョン 3.1 が利用可
能になりました。

2023 年 2 月 9 日

プロアクティブコントロールの
一般公開 (p. 1123)

プロアクティブコントロールはプ
レビュー版から一般公開に変わり
ました。

2023 年 1 月 24 日

同時アカウント操作 (p. 1123) AWS Control Tower で、最大 5 
つの Account Factory の同時実行
アクションがサポートされるよう
になりました。一度に最大 5 つ
のアカウントを作成、更新、また
は登録できるようになります。

2022 年 12 月 16 日
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プロアクティブコントロールに
よるリソースのプロビジョニン
グのサポート (p. 1123)

AWS Control Tower で、AWS 
CloudFormation フックを使用し
て実装されたプロアクティブコン
トロールがサポートされるように
なりました。

2022 年 11 月 28 日

Account Factory Customization 
が利用可能に (p. 1123)

AWS Control Tower で、ブルー
プリントと呼ばれるカスタマイズ
可能なアカウントテンプレートを
使用するアカウントのプロビジョ
ニングが AWS Control Tower コ
ンソールから直接実行できるよう
になりました。

2022 年 11 月 28 日

すべての AWS Config ルールで
表示可能なコンプライアンスス
テータス (p. 1123)

AWS Control Tower には、AWS 
Control Tower に登録している組
織単位にデプロイされたすべての 
AWS Config ルールのコンプライ
アンスステータスが表示されるよ
うになりました。

2022 年 11 月 18 日

マネージドポリシーへの変
更 (p. 1123)

Account Factory 
Customization に必要な
AWSControlTowerBlueprintAccess
ロールを AWS Control Tower 
が引き継ぐことができるよう
に、AWSControlTowerServiceRolePolicy
が変更されました。

2022 年 10 月 28 日

コントロールの API、AWS 
CloudFormation リソー
ス (p. 1123)

AWS Control Tower は、一連
の API コールを介したコント
ロールのアクティブ化と非アク
ティブ化、さらに新しい AWS 
CloudFormation リソースをサ
ポートするようになりました。

2022 年 9 月 1 日

CfCT がスタックセットの削除を
サポート (p. 1123)

CfCT は、マニフェストファイル
にパラメータを設定することに
より、スタックセットの削除をサ
ポートします。

2022 年 8 月 26 日

カスタマイズされたログの保
持 (p. 1123)

AWS Control Tower CloudTrail 
ログを日単位または年単位で
最大 15 年まで保存するという 
Amazon S3 バケットの保持ポリ
シーをカスタマイズできます。

2022 年 8 月 15 日

ロールドリフト修理可
能 (p. 1123)

AWS Control Tower は、ラン
ディングゾーンを完全に修理しな
い状態のロールドリフトの修理を
サポートします。

2022 年 8 月 11 日
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バージョン 3.0 が利用可
能 (p. 1123)

AWS Control Tower ランディ
ングゾーンのバージョン 3.0 で
は、アカウントベースの AWS 
CloudTrail 証跡から組織ベースの
証跡に変換し、管理ポリシーを更
新して組織レベルの証跡を有効に
します。これにより、ホームリー
ジョンでのみ AWS Config 情報の
集約が可能になります。バージョ
ン 3.0 には、リージョン拒否コン
トロールと 2 つの新しい検出コ
ントロールも含まれています。

2022 年 7 月 29 日

OU とアカウントのビューが組み
合わされた組織ページ (p. 1123)

AWS Control Tower の新しい
[Organization] (組織) ページに
は、すべての組織単位 (OU) とア
カウントの階層的なビューが表示
されます。

2022 年 7 月 18 日

マネージドポリシーへの変
更 (p. 1123)

お客様が AWS CloudTrail ロ
グを集約するために、組織
レベルの AWS CloudTrail 
追跡ができるように
AWSControlTowerServiceRolePolicy
を変更しました。

2022 年 6 月 20 日

メンバーアカウントの登録と更
新が容易に (p. 1123)

AWS Control Tower では、ラン
ディングゾーン内から、メンバー
アカウントを個別に登録および
更新することができるようにな
りました。各アカウントには更
新がいつ利用可能かが表示されま
す。Account Factory の [Create]
(作成) アカウントワークフローか
ら [Enroll account] (アカウントの
登録) ボタンを分離しました。

2022 年 5 月 31 日

AFT は共有アカウントのカス
タマイズをサポートしていま
す (p. 1123)

AWS Control Tower Account 
Factory for Terraform は、AWS 
Control Tower の管理アカウン
ト、ログアーカイブ、監査アカウ
ントのカスタマイズをサポートす
るようになりました。

2022 年 5 月 27 日

すべてのオプションのコント
ロールの同時操作 (p. 1123)

AWS Control Tower では、オプ
ションの予防ガードレールと検出
コントロールを同時に適用または
削除できるようになりました。

2022 年 5 月 18 日

既存のセキュリティアカウント
とログアカウント (p. 1123)

AWS Control Tower は、ラン
ディングゾーンのセットアップ中
に新しいアカウントを作成するの
ではなく、既存のセキュリティア
カウントとログアカウントを持ち
込む機能をサポートするようにな
りました。

2022 年 5 月 16 日
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バージョン 2.9 が利用可能
に (p. 1123)

AWS Control Tower のラン
ディングゾーンバージョン 2.9 
は、Python バージョン 3.9 ラ
ンタイムを使用するように通知
フォワーダー Lambda を更新し
ます。

2020 年 4 月 22 日

AWS のベストプラクティス、
バージョン 2.8 の最新のサポート
が利用可能に (p. 1123)

AWS Control Tower のランディ
ングゾーンバージョン 2.8 では、
ワークロードと AWS アカウント
が AWS のベストプラクティスと
一致するように、追加のサポート
を提供します。

2022 年 2 月 10 日

リージョン拒否コントロー
ル (p. 1123)

コンプライアンスおよび規制上
の懸念に対処するため、AWS 
Control Tower に、AWS リー
ジョンへのアクセスを制限するの
に役立つコントロールが追加され
ました。

2021 年 11 月 30 日

データレジデンシーコントロー
ル (p. 1123)

AWS Control Tower で、きめ細
かな制御によるデータの所在場
所管理に役立つコントロールがサ
ポートされるようになりました。

2021 年 11 月 30 日

AWS Control Tower Account 
Factory for Terraform (p. 1123)

AWS Control Tower では、自動
化されたアカウントのプロビジョ
ニングと更新のために Terraform 
がサポートされるようになりまし
た。

2021 年 11 月 29 日

新しいライフサイクルイベント
が利用可能に (p. 1123)

PrecheckOrganizationalUnit
イベントは、ネストされた OU 
のリソースを含め、[Extend 
governance] (ガバナンスを拡張) 
タスクが成功しないようリソース
がブロックしているかどうかを記
録します。

2021 年 11 月 18 日

ネストされた OU が利用可能
に (p. 1123)

AWS Control Tower では、ラン
ディングゾーンにネストされた 
OU 構造を含めることができるよ
うになりました。

2021 年 11 月 16 日

検出コントロールの同時実行
性 (p. 1123)

AWS Control Tower の検出コン
トロールで、同時有効化および無
効化操作がサポートされるように
なりました。

2021 年 11 月 5 日

2 つの新しいリージョンが利用可
能に (p. 1123)

欧州 (パリ) リージョンと南米 (サ
ンパウロ) リージョンの 2 つの
新規 AWS リージョンで AWS 
Control Tower が利用可能になり
ました。

2021 年 7 月 29 日
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リージョンの選択解除 (p. 1123) AWS Control Tower を介したガ
バナンスが不要になった AWS 
リージョンの選択を解除できま
す。

2021 年 7 月 29 日

KMS キーが利用可能
に (p. 1123)

必要に応じて、管理する KMS 
キーを作成または選択して、デー
タとリソースを暗号化できます。

2021 年 7 月 28 日

マネージドポリシーへの変
更 (p. 1123)

お客様が AWS CloudTrail 
ログ用に独自の KMS 暗号
化キーを使用できるように
AWSControlTowerServiceRolePolicy
を変更しました。

2021 年 7 月 28 日

コントロールの名前を変更、機
能は変更なし (p. 1123)

コントロールのポリシーの意図を
より適切に反映するように、一部
のコントロールの名前と説明が更
新されました。機能に変更はあり
ません。

2021 年 7 月 26 日

マネージド SCP の自動スキャ
ン (p. 1123)

AWS Control Tower は、マネー
ジド SCP を毎日自動スキャンし
てドリフトをチェックします。

2021 年 5 月 11 日

OU とアカウントのカスタマイズ
された名前 (p. 1123)

AWS Control Tower では、ラン
ディングゾーンのセットアッププ
ロセス中に、重要な OU とアカ
ウントに対して、ドリフトを生成
せずに、カスタマイズした名前を
指定できます。

2021 年 4 月 16 日

ランディングゾーンの廃止がセ
ルフサービスに (p. 1123)

AWS Control Tower では、AWS 
Support に連絡することなく、ラ
ンディングゾーンを廃止できる
ようになりました。廃止は半自
動プロセスであり、元に戻すこ
とはできません。すべての AWS 
Control Tower リソースを手動で
削除することとは異なります。

2021 年 4 月 9 日

3 つの追加リージョン (p. 1123) AWS Control Tower が、アジア
パシフィック (東京) リージョ
ン、アジアパシフィック (ソウル) 
リージョン、アジアパシフィック 
(ムンバイ) リージョンの 3 つの
追加 AWS リージョンで利用可能
になりました。

2021 年 4 月 8 日
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新しいログアーカイブコン
トロール、ランディングゾー
ンバージョン 2.7 が利用可能
に (p. 1123)

4 つの新しいログアーカイブコン
トロールは、AWS Control Tower 
の外部リソースのガバナンスと
は別に、AWS Control Tower リ
ソースに対するログアーカイブの
ガバナンスを提供します。既存の 
4 つのコントロールに関するガイ
ダンスが、必須から選択式に変更
されました。AWS Control Tower 
のランディングゾーンバージョン 
2.7 には HTTPS の要件が含まれ
ており、更新後に元に戻すことは
できません。

2021 年 4 月 8 日

リージョンの選択 (p. 1123) AWS Control Tower リージョ
ンを選択すると、AWS Control 
Tower リソースの地理的フット
プリントをより適切に管理できま
す。コンプライアンス、規制、コ
スト、その他の理由から、AWS 
リソースまたはワークロードを
ホストするリージョンの数を増や
すために、管理するリージョンを
追加で選択できるようになりまし
た。

2021 年 2 月 19 日

OU を登録し、AWS Control 
Tower ですべてのアカウントを
一度に管理する (p. 1123)

AWS Control Tower では、OU を
登録する機能が追加されていま
す。この方法により、複数のアカ
ウントを同時にガバナンスの対象
とすることができます。

2021 年 1 月 28 日

登録された OU での複数のアカ
ウントの更新 (p. 1123)

最大 300 アカウントを含む登録
済みの AWS Organizations 組織
単位 (OU) のすべてのアカウン
トを、AWS Control Tower ダッ
シュボードから、1 回のクリック
で更新できるようになりました。
複数アカウントの更新機能は一括
更新とも呼ばれ、一度に 1 つの
アカウントを更新したり、外部ス
クリプトを使用して複数のアカウ
ントに対して更新を実行したりす
る必要がなくなります。

2021 年 1 月 28 日

管理対象外の OU とアカウン
トを集約するための新しいロー
ル (p. 1123)

新しいロールは外部 AWS Config 
ルールの検出を支援するた
め、AWS Control Tower が管理
対象外のアカウントにアクセスす
る必要がなくなります。

2020 年 12 月 29 日
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AWS Control Tower を利用
できる AWS リージョンが増
加 (p. 1123)

AWS Control Tower は、アジ
アパシフィック (シンガポール) 
リージョン、欧州 (フランクフ
ルト) リージョン、欧州 (ロンド
ン) リージョン、欧州 (ストック
ホルム) リージョン、カナダ (中
部) リージョンでデプロイできる
ようになりました。このローンチ
により、AWS Control Tower が 
10 か所の AWS リージョンで利
用可能になりました。このラン
ディングゾーンの更新には、リ
ストされているすべてのリージョ
ンが含まれており、元に戻すこと
はできません。ランディングゾー
ンをバージョン 2.5 に更新した
後、AWS Control Tower の登録
済みアカウントをすべて手動で更
新し、サポートされている 10 か
所の AWS リージョンで管理され
るようにする必要があります。

2020 年 11 月 18 日

コントロールの更新 (p. 1123) 必須コントロール AWS-
GR_IAM_ROLE_CHANGE_PROHIBITED
の更新バージョンがリリースされ
ました。更新されたコントロール
では、アカウントの自動登録が簡
単になりました。

2020 年 10 月 8 日

AWS Control Tower の関連情報
ページが利用可能に (p. 1123)

関連情報ページでは、AWS 
Control Tower のランディング
ゾーンを設定した後に役立つ一般
的なタスクを簡単に探すことがで
きます。

2020 年 9 月 18 日

AWS Control Tower コンソール
に OU とアカウントの詳細が表
示される (p. 1123)

AWS Control Tower コンソール
では、AWS アカウントと組織単
位 (OU) に関する詳細を表示で
きます。[Accounts] (アカウント) 
ページに、OU や AWS Control 
Tower の登録ステータスに関係
なく、組織内のすべてのアカウン
トが一覧表示されるようになりま
した。すべてのテーブルで検索、
並べ替え、フィルタリングを実行
できるようになりました。

2020 年 7 月 22 日
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AWS Control Tower により、既
存の組織でランディングゾーン
をセットアップ可能に (p. 1123)

既存の組織で AWS Control 
Tower のランディングゾーンを
起動して、組織をガバナンスに
組み込むことができるようにな
りました。AWS Control Tower 
の[Quick account provisioning]
(クイックアカウントプロビジョ
ニング) 機能は、[Enroll account]
(アカウントの登録) に名称が変更
され、既存の AWS アカウントの
登録と新規アカウントの作成が可
能になりました。

2020 年 4 月 16 日

AWS Control Tower がアジ
アパシフィックで利用可能
に (p. 1123)

AWS Control Tower をアジアパ
シフィック (シドニー) AWS リー
ジョンにデプロイできるようにな
りました。このリリースでは、提
供アカウントを手動で更新する必
要があります。更新は、アジアパ
シフィック (シドニー) でワーク
ロードを実行する場合にのみ行い
ます。

2020 年 3 月 3 日

AWS Control Tower のラン
ディングゾーンの廃止が可能
に (p. 1123)

AWS Support を利用すると、ほ
とんど自動化されたプロセスに
よって、ランディングゾーンを完
全に停止できます。このプロセス
では、組織はそのまま維持されま
す。ただし、手動によるクリーン
アップが必要です。

2020 年 2 月 27 日

クイックアカウントプロビジョ
ニングが AWS Control Tower で
利用可能に (p. 1123)

クイックアカウントプロビジョニ
ングでは、[Enroll account] (アカ
ウントの登録) 機能を使用して、
ランディングゾーンが最新の状態
になったときに新しいメンバーア
カウントをさらに簡単に起動でき
るようになりました。

2020 年 2 月 20 日

ライフサイクルイベントが 
AWS Control Tower で追跡対象
に (p. 1123)

ライフサイクルイベントは、一
部のワークフローのオートメー
ションを容易にするため、特定の 
AWS Control Tower イベントに
関する詳細を提供します。

2019 年 12 月 12 日

AWS Control Tower で設定ペー
ジとアクティビティページが利
用可能に (p. 1123)

設定ページとアクティビティペー
ジを使用すると、ランディング
ゾーンの更新や、ログに記録され
たイベントの表示が容易になりま
す。

2019 年 11 月 30 日

追加の予防コントロールが 
AWS Control Tower で使用可能
に (p. 1123)

AWS Control Tower の予防コン
トロールは、組織およびリソー
スと、環境との整合性を維持しま
す。

2019 年 9 月 6 日
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追加の検出コントロールが 
AWS Control Tower で使用可能
に (p. 1123)

AWS Control Tower の検出コン
トロールは、組織の状態とリソー
スに関する情報を提供します。

2019 年 8 月 27 日

AWS Control Tower が一般公
開 (p. 1123)

AWS Control Tower は、マルチ
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。

2019 年 6 月 24 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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