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DevOpsGuru の仕組み

DevOpsアマゾンの達人とは?
Amazon DevOps Guru ユーザーガイドへようこそ。

DevOpsGuru フルマネージド運用サービスGuru は、開発者およびオペレーターがアプリケーションのパ
フォーマンスと可用性を向上させるためのフルマネージド型オペレーションサービスです。 DevOpsGuru 
は、運用上の問題の特定に関連する管理タスクをオフロードし、アプリケーションを改善するための推奨
事項を迅速に実装できるようにします。 DevOpsGuru は、アプリケーションを今すぐ改善するために使用
できる事後対応型のインサイトを作成します。また、将来アプリケーションに影響を与える可能性のある
運用上の問題を回避するために事前対応型のインサイトを作成します。

DevOpsGuru は、機械学習を適用して、運用データとアプリケーションのメトリクスおよびイベントを分
析し、通常の運用パターンから逸脱する動作を特定します。 DevOpsGuru が運用上の問題またはリスクを
検出すると通知が届きます。 DevOpsGuru は、各問題について、現在および予測されるfuture 運用上の問
題に対処するためのインテリジェントなレコメンデーションを提示します。

開始するには、「 DevOpsGuru ののの開始方法 (p. 4)」を参照してください。

DevOpsGuru の仕組み
DevOpsGuru ワークフローは、カバレッジと通知を設定すると開始されます。 DevOpsGuru を設定する
と、運用データの分析が開始されます。異常な動作が検出されると、問題に関連するレコメンデーション
とメトリクス、ロググループ、イベントのリストを含むインサイトが作成されます。 DevOpsGuru は各イ
ンサイトに関する通知を行います。有効にするとAWS Systems Manager OpsCenter、 OpsItem が作成さ
れ、Systems Manager OpsCenter を使用してインサイトへの対処を追跡および管理できます。各インサ
イトには、異常な動作に関連するレコメンデーション、メトリクス、ロググループ、イベントが含まれま
す。インサイト内の情報を使用して、異常な動作を理解して対処することができます。

3 つの高レベルのワークフローステップの詳細については、「 DevOps高レベルGuru ワークフ
ロー (p. 1)」を参照してください。GuruAWS ワークフローが他のサービスと連携する方法な
ど、 DevOps Guru ワークフローの詳細については、「」を参照してください DevOpsGuru ワークフ
ロー (p. 3)。

トピック
• DevOps高レベルGuru ワークフロー (p. 1)
• DevOpsGuru ワークフロー (p. 3)

DevOps高レベルGuru ワークフロー
Amazon DevOps Guru ワークフローは、3 つの高レベルステップに分けることができます。

1. 分析するAWSアカウントのAWSリソースを定義して DevOps Guru カバレッジを指定します。
2. DevOpsGuru は Amazon CloudWatch メトリクスAWS CloudTrail、およびその他の運用データの分析を

開始し、運用を改善するために修正できる問題を特定します。
3. DevOpsGuru は、重要な DevOps Guru イベントごとに通知を送信することで、インサイトと重要な情

報について確実に把握できるようにします。

OpsItem AWS Systems Manager OpsCenter インサイトの追跡に役立つインを作成するよう DevOps Guru 
を設定することもできます。以下の図表に、この高レベルのワークフローを示します。
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DevOps高レベルGuru ワークフロー

1. 最初のステップでは、AWSアカウント内の分析対象のAWSリソースを指定してカバレッジを選択しま
す。 DevOpsGuru は、AWSアカウント内のすべてのリソースをカバーまたは分析できますが、AWS 
CloudFormationスタックまたはAWSタグを使用して、アカウント内の分析対象のリソースのサブセッ
トを指定することもできます。指定したリソースがビジネスクリティカルなアプリケーション、ワーク
ロード、およびマイクロサービスを構成していることを確認します。サポートされているサービスとリ
ソースの詳細については、「Amazon DevOps Guru の料金」を参照してください。

2. 2 番目のステップでは、 DevOps Guru がリソースを分析してインサイトを生成します。これは進行中
のプロセスです。 DevOpsGuru コンソールでは、インサイトを表示し、それらに含まれる推奨事項と
関連情報を表示できます。DevOpsGuru は次のデータを分析して課題を見つけ、インサイトを作成しま
す。
• AWSリソースから発行される個々の Amazon CloudWatch メトリクス。問題が特定されると、 

DevOps Guru はこれらのメトリクスを収集します。
• Amazon CloudWatch ロググループから異常を記録します。ログ異常検出を有効にすると、問題が発

生したときにDevOps Guru は関連するログ異常を表示します。
• DevOpsGuru はエンリッチメントデータをAWS CloudTrail管理ログからプルして、収集されたメトリ

クスに関連するイベントを検索します。イベントは、リソースデプロイイベントと構成の変更です。
• を使用する場合AWS CodeDeploy、 DevOps Guru はデプロイイベントを分析して、インサイトを

生成します。 CodeDeploy すべてのタイプのデプロイ (オンプレミスサーバー、Amazon EC2 サー
バー、Lambda、または Amazon EC2）のイベントが分析されます。

• DevOpsGuru が特定のパターンを見つけたら、特定された問題の軽減または修正に役立つレコメン
デーションが生成されます。レコメンデーションは 1 つのインサイトに収集されます。インサイト
には、問題に関連するメトリクスとイベントのリストも含まれています。インサイトデータを使用し
て、特定された問題を理解して対処します。

3. 3 番目のステップでは、 DevOps Guru はインサイト通知をワークフローに統合して、問題を管理し、
迅速に解決できるようにします。
• AWSアカウントに生成されたインサイトは DevOps Guru の設定時に選択された Amazon Simple 

Notification Service (Amazon SNS) トピックに発行されます。これにより、インサイトが作成される
とすぐに通知されます。詳細については、「 DevOpsGuru の通知を更新する (p. 43)」を参照して
ください。

• DevOpsGuruAWS Systems Manager のセットアップ時にを有効にした場合、各インサイトは、 
OpsItem 検出された問題を追跡および管理するのに役立つ、対応するものを作成します。詳細につい
ては、「DevOpsGuruAWS Systems Manager でのインテグレーションの更新 (p. 48)」を参照して
ください。

2

http://aws.amazon.com/devops-guru/pricing/


Amazon DevOps Guru ユーザーガイド
DevOpsGuru ワークフロー

DevOpsGuru ワークフロー
DevOpsGuru ワークフローは、Amazon、Amazon Simple Notification Service CloudWatchAWS 
CloudTrail、など、AWSAWS Systems Managerいくつかのサービスと統合されています。次の図表は、他
の AWS のサービスとの連携方法を含む詳細なワークフローを示します。

次の図表は、AWS CloudFormationスタックまたはAWSタグで定義されたAWSリソースによって DevOps 
Guru が指定されたシナリオを示します。スタックやタグが選択されていない場合、 DevOps Guru カ
バレッジは、アカウント内のすべてのAWSリソースを分析します。詳細については、「を使用して
アプリケーションを定義するAWSリソース (p. 36)」および「DevOpsGuru のカバレッジを決定す
る (p. 7)」を参照してください。

1. セットアップ時に、重要な DevOps Guru イベント (インサイトの作成など) に関して通知するために
使用する 1 つまたは 2 つの Amazon SNS トピックを指定します。次に、分析するリソースを定義する 
AWS CloudFormation スタックを指定できます。Systems Manager を有効にして、 OpsItem インサイ
トの管理に役立つインサイトごとにを生成することもできます。

2. DevOpsGuru を設定すると、 CloudWatch リソースから発行されるメトリクス、ロググループ、イベン
トの分析が開始されます。Guru は、AWS CloudTrail CloudWatchメトリクスに関連するデータも分析
します。 CodeDeploy 運用にデプロイが含まれる場合、 DevOps Guru はデプロイイベントも分析しま
す。

DevOpsGuru は、分析されたデータで通常とは異なる異常な動作を識別したときにインサイトを作成し
ます。各インサイトには、1 つ以上のレコメンデーション、インサイトの生成に使用されるメトリクス
のリスト、関連するロググループのリスト、およびインサイトの生成に使用されるイベントのリストが
含まれます。この情報を使用して、特定された問題に対処します。

3. 各インサイトが作成された後、 DevOps Guru は、 DevOps Guru セットアップ中に指定された Amazon 
SNS トピックまたはトピックを使用して通知を送信します。 DevOpsGuru がSystems Manager 
OpsItem でを生成できるようにした場合 OpsCenter、各インサイトは新しいSystems ManagerOpsItem 
もトリガーします。Systems Manager を使用してインサイトを管理できます OpsItems。
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使用を開始するには

DevOpsGuru ののの開始方法
次の手順を実行することをお勧めします。

1. の情報を読んで、 DevOpsGuruについて詳しく学んでください DevOpsGuru の概念 (p. 4)。
2. の手順に従ってAWS CLI、AWSアカウント、、および管理ユーザーを設定しますAmazon DevOps 

Guru のセットアップ (p. 6)。
3. の指示に従って、 DevOpsGuruを使用してください DevOpsGuru のスタート方法 (p. 12)。

DevOpsGuru の料金が発生するのを回避する方法
Amazon DevOps Guru を無効にして、AWSアカウントとリージョンのリソース分析から料金が発生し
ないようにするには、リソースを分析しないようにカバレッジ設定を更新します。その場合、「AWS 
DevOpsGuruでの分析範囲の更新 (p. 43)」のステップに従って、ステップ 4 で [None] (なし) を選択し
ます。このステップを DevOps Guru がリソースを分析する各AWSアカウントとリージョンに対して行い
ます。

Note

カバレッジを更新してリソースの分析を停止した場合、過去に DevOps Guru によって生成された
既存のインサイトを確認すると、若干の料金が発生することがあります。この料金は、インサイ
ト情報を取得および表示するために使用される API コールに関連付けられたものです。詳細につ
いては、「Amazon DevOps Guru の料金」を参照してください。

DevOpsGuru の概念
以下の概念は、Amazon DevOps Guru の仕組みを理解する際に重要です。

トピック
• アノマリー (p. 4)
• インサイト (p. 4)
• メトリクスと運用イベント (p. 5)
• ロググループとログ異常 (p. 5)
• レコメンデーション (p. 5)

アノマリー
異常とは、 DevOps Guru によって検出された予期しない関連メトリクスまたは通常とは異なる関連メト
リックを表します。 DevOpsGuru は、AWSリソースに関連するメトリクスと運用データを分析する機械
学習を使用して異常を生成します。Amazon DevOps Guru をセットアップするとき、分析するAWSリソー
スを指定します。詳細については、「Amazon DevOps Guru のセットアップ (p. 6)」を参照してくだ
さい。

インサイト
インサイトは、 DevOps Guru をセットアップするときに指定したAWSリソースの分析時に作成される異
常のコレクションです。各インサイトには、運用パフォーマンスを改善するために使用できる観測値、レ
コメンデーション、および分析データが含まれます。インサイトには 2 つのタイプがあります。

4
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メトリクスと運用イベント

• 事後対応型: 事後対応型インサイトは、異常が発生したときに異常を識別します。これには、現在の問題
を理解して対処するのに役立つレコメンデーション、関連するメトリクス、およびイベントを含む異常
が含まれています。

• 事前対応型: 事前対応型インサイトでは、異常な動作が発生する前に異常を知ることができます。これに
は、問題の発生が予測される前に問題に対処するのに役立つレコメンデーションを含む異常が含まれて
います。

メトリクスと運用イベント
インサイトを構成する異常は、Amazon CloudWatch によって返されるメトリクスおよびAWSリソースに
よって発行される運用イベントによって生成されます。アプリケーションの問題をよりよく理解するのに
役立つインサイトを作成するメトリクスと運用イベントを表示できます。

ロググループとログ異常
ログ異常検出を有効にすると、関連するロググループが Guru コンソールの DevOps Guru インサイトペー
ジに表示されます。 DevOpsロググループを使用すると、リソースのパフォーマンスとアクセス状況に関
する重要な診断情報を知ることができます。

ログ異常は、ロググループ内で見つかった類似の異常なログイベントのクラスターを表します。 
DevOpsGuru に表示される可能性のある異常なログイベントの例としては、キーワードの異常、フォー
マットの異常、HTTP コードの異常などがあります。

ログの異常値を使用して、運用上の問題の根本原因を診断できます。 DevOpsまた、Guru はインサイトレ
コメンデーションのログラインを参照して、推奨ソリューションのコンテキストを詳しく提供します。

Note

DevOpsGuru は Amazon CloudWatch と連携して、ログの異常を検出できるようにしています。
ログ異常検出を有効にすると、 DevOps Guru CloudWatch はロググループにタグを追加します。
ログ異常検出を無効にすると、 DevOps Guru CloudWatch はロググループからタグを削除しま
す。
さらに、管理者は、 CloudWatch CloudWatch ログを表示する権限を持つユーザーのみ
が異常ログを表示する権限を持つようにする必要があります。IAM ポリシーを使用し
て、ListAnomalousLogsオペレーションへのアクセスを許可または拒否することをお勧めしま
す。詳細については、Guru のIdentity and Access Management for DevOps Guru を参照してくだ
さい。

レコメンデーション
各インサイトは、アプリケーションのパフォーマンス向上に役立つレコメンデーションを提供します。レ
コメンデーションには、以下が含まれます。

• インサイトを構成する異常に対処するためのレコメンデーションアクションの説明。
• DevOpsGuru が異常な動作を検出した分析済みメトリクスのリスト。各メトリクスには、メトリクスに

関連付けられたリソースを生成した AWS CloudFormation スタック、りそーすの名前、およびリソース
に関連付けられている AWS のサービスの名前が含まれます。

• インサイトに関連付けられている異常メトリクスに関連するイベントのリスト。関連する各イベントに
は、イベントに関連付けられたリソースを生成した AWS CloudFormation スタック、イベントを生成し
たリソースの名前、およびイベントに関連付けられた AWS サービスの名前が含まれます。

• インサイトに関連付けられている異常な動作に関連するロググループのリスト。各ロググループには、
サンプルログメッセージ、報告されたログ異常の種類に関する情報、ログ異常が発生した時間、および
ログ行を表示するためのリンクが含まれます CloudWatch。
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AWS にサインアップする

Amazon DevOps Guru のセットアッ
プ

Amazon DevOps Guru を初めて設定するには、このセクションのタスクを実行します。AWS アカウ
ントがあり、分析する AWS アカウントがわかっていて、インサイト通知に使用する Amazon Simple 
Notification Serviceのトピックがある場合は、「 DevOpsGuru のスタート方法 (p. 12)」にスキップでき
ます。

の機能である Quick Setup を使用して DevOps Guru をセットアップしAWS Systems Manager、そのオプ
ションをすばやく構成できます (オプション)。Systems Manager で Quick Setup を使用するには、次の前
提条件を満たす必要があります。

• AWS Organizations がある組織。詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「AWS 
Organizations Organizations の用語と概念」を参照してください。

• 2 つ以上の組織単位 (OU)。
• 各 OU 内の 1 つ以上のターゲット AWS アカウント。
• ターゲットアカウントを管理する権限を持つ 1 つの管理者アカウント。

Quick Setup を使用して DevOps Guru を設定する方法については、AWS Systems Managerユーザーガイ
ドの「Quick Setup で DevOps Guru を設定する」を参照してください。

Quick Setup を使用せずに DevOps Guru をセットアップするには、次のステップを使用します。

• ステップ 1: AWS へのサインアップ (p. 6)
• ステップ 2 —DevOps Guru のカバレッジを決定する (p. 7)
• ステップ 3 — Amazon SNS 通知トピックを特定する (p. 8)

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

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

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

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。

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。

ステップ 2 —DevOps Guru のカバレッジを決定す
る

境界カバレッジは、異常な動作を Amazon DevOps Guru で分析するAWSリソースを決定します。リソー
スを運用アプリケーションにグループ化することをお勧めします。リソース境界内のすべてのリソース
は、1 つ以上のアプリケーションで構成する必要があります。運用ソリューションが 1 つの場合、カバ
レッジ境界にすべてのリソースを含める必要があります。複数のアプリケーションがある場合は、各ソ
リューションを構成するリソースを選択し、AWS CloudFormation スタックまたは AWS タグを指標して
グループ化します。1 つ以上のアプリケーションを定義しているかどうかにかかわらず、指定したリソー
スはすべて DevOps Guru によって分析され、そのカバレッジ境界を構成します。

次のいずれかの方法を使用して、運用ソリューションのリソースを指定します。

• AWS リージョンとアカウントでカバレッジ境界を決定します。このオプションを使用すると、 DevOps 
Guru はアカウントとリージョン内のすべてのリソースを分析します。これは、アカウントを 1 つのアプ
リケーションにのみ使用する場合に最適なオプションです。
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通知トピックを特定する

• AWS CloudFormation スタックを使用して、運用アプリケーションのリソースを定義します。AWS 
CloudFormation テンプレートはリソースを定義して生成します。 DevOpsGuru を構成するとき、アプ
リケーションリソースを作成するスタックを指定します。スタックはいつでも更新できます。選択した
スタック内のすべてのリソースによって境界カバレッジが定義されます。詳細については、「を使用す
るAWS CloudFormationスタックしてリソースを識別する DevOpsGuru アプリケーション (p. 39)」を
参照してください。

• AWSAWSタグを使用してアプリケーションのソースを指定します。 DevOpsGuru は、選択したタグを
含むリソースのみを解析します。それらのリソースが境界を構成します。

1 つの AWS タグは、タグキーとタグ値で構成されます。1 つのタグキーを指定できます。そのキーで 1 
つまたは複数の値を指定できます。アプリケーションのすべてのリソースに対して 1 つの値を使用しま
す。複数のアプリケーションがある場合、すべてのアプリケーションに対して同じキーのタグを使用し
て、タグの値を使用してリソースをアプリケーションにグループ化します。選択したタグを持つすべて
のリソースが、 DevOps Guru のカバレッジ境界を構成します。詳細については、「タグを使用してリ
ソースを識別する DevOpsGuru アプリケーション (p. 36)」を参照してください。

境界カバレッジに複数のアプリケーションを構成するリソースが含まれている場合、タグを使用してイン
サイトをフィルターして、一度に 1 つのアプリケーションでインサイトを表示できます。詳細について
は、「 DevOpsGuru の表示 (p. 17)」のステップ 4 を参照してください。

詳細については、「を使用してアプリケーションを定義するAWSリソース (p. 36)」を参照してくださ
い。サポートされているサービスとリソースの詳細については、「Amazon DevOps Guru の料金」を参照
してください。

ステップ 3 — Amazon SNS 通知トピックを特定す
る

1 つまたは 2 つの Amazon SNS トピックを使用して、インサイトの作成など、重要な DevOps Guru イ
ベントを生成します。このようにして、DevOps Guru が発見した問題について、いち早く知ることがで
きます。トピックは、 DevOps Guru を設定するときに準備します。 DevOpsGuru コンソールを使用して 
DevOps Guru を設定するとき、名前または Amazon リソースネーム (ARN) を使用して通知トピックを指
定します。詳細については、「DevOpsGuru を有効にする」を参照してください。Amazon SNS コンソー
ルを使用して、各トピックの名前と ARN を表示できます。トピックがない場合は、Guru コンソールを使
用して DevOps Guru を有効にしたときにトピックを作成できます。 DevOps詳細については、Amazon 
Simple Notification Service デベロッパーガイドの「トピックを作成する」を参照してください。

Amazon SNS トピックに追加されたアクセス許可
Amazon SNS トピックは、AWS Identity and Access Management (IAM) リソースポリシーに含まれるリ
ソースです。ここでトピックを指定すると、 DevOps Guru はリソースポリシーに次のアクセス許可を追
加します。

{ 
    "Sid": "DevOpsGuru-added-SNS-topic-permissions", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "region-id.devops-guru.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sns:Publish", 
    "Resource": "arn:aws:sns:region-id:topic-owner-account-id:my-topic-name", 
    "Condition" : { 
      "StringEquals" : { 
        "AWS:SourceArn": "arn:aws:devops-guru:region-id:topic-owner-account-
id:channel/devops-guru-channel-id", 
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トピックに追加されたアクセス許可

        "AWS:SourceAccount": "topic-owner-account-id" 
    } 
  }
}

DevOpsGuru がトピックを使用して通知を公開するには、これらのアクセス許可が必要です。トピックに
対するこれらのアクセス許可を使用しない場合は、それらのアクセス許可を安全に削除できます。トピッ
クはアクセス許可を削除する前と同じように機能し続けます。ただし、これらのアクセス許可を削除する
と、 DevOps Guru はトピックを使用して通知を生成できなくなります。
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アマゾンの見積もり DevOpsGuru リ
ソース分析コスト

Amazon の月額コストを見積ることができます DevOpsGuru がお客様の AWS リソースを分析します。指
定したリソース範囲のアクティブな各 AWS リソースに対して実行された分析時間に対する料金が発生し
ます。リソースは、メトリクス、イベント、またはログが 1 時間以内に生成された場合にアクティブにな
ります。

DevOps Guru は、選択したリソースをスキャンして月額のコスト見積りを作成します。リソース、時間単
位の請求対象料金、および推定月額料金を表示できます。コスト見積りでは、デフォルトで、分析された
アクティブなリソースが時間の 100% 使用されていることを前提としています。推定使用量に基づいて分
析された各サービスのこのパーセンテージを変更して、更新された月間コスト見積りを作成できます。見
積りはリソースを分析するためのコストであり、関連するコストは含まれません DevOpsGuru API コール

コスト見積りは一度に 1 つずつ作成できます。コスト見積りの生成にかかる時間は、コスト見積を作成す
るときに指定するリソースの数によって異なります。大量のリソースを指定した場合、完了までに最大 4 
時間かかる場合があります。実際のコストは分析したアクティブなリソースの使用時間の割合によって異
なります。

Note

1 つのコストの見積りで指定できるのは 1 つの AWS CloudFormation スタックだけです。実際の
対象境界については、最大 1000 スタックを指定できます。

月次リソース分析のコスト見積りを作成するには

1. アマゾンを開く DevOpsGuru Console athttps://console.aws.amazon.com/devops-guru/。
2. ナビゲーションペインで、[コスト見積りツール] を選択します。
3. 有効にしていない場合 DevOpsGuru、IAM ロールを作成する必要があります。In (イン)用の IAM 

ロールを作成する DevOpsグル、選択してくださいIAM ロールの作成。すでに有効化している場合 
DevOpsGuru、ロールはすでに作成されているため、このオプションは表示されません。

4. 推定値の作成に使用するリソースを選択します。

• 費用を見積もりたい場合 DevOps一人が定義した資源を分析する達人AWS CloudFormationスタッ
ク、以下の操作を実行します。
1. 選択してくださいCloudFormation 現在のリージョン内のスタック。
2. In (イン)選んで CloudFormation スタック、の名前を選んでくださいAWS CloudFormation自分の

中に積み重ねてAWSアカウント。スタックの名前を入力してスタックをすばやく検索すること
もできます。スタックの操作と表示の詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの
「スタックの操作」を参照してください。

3. (オプション) を使用する場合AWS CloudFormation現在分析していないスタック、選択してくだ
さいリソース分析の有効化を有効にするには DevOpsGuruがリソースの分析を開始します。を
有効にしていない場合、このオプションは使用できません DevOpsGuru、またはスタック内のリ
ソースをすでに分析している場合は

• 費用を見積もりたい場合 DevOpsGuru タグを含むリソースを分析するには、以下のステップを実行
します。
1. [Tags on AWS resources in the current Region] (現在のリージョンの AWS リソースのタグ) を選

択します。
2. [Tag key] (タグキー) でタグのキーを選択します。
3. [Tag value] (タグ値) (すべての値) または 1 つの値を選択します。
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• 費用を見積もりたい場合 DevOpsあなたの中の資源を分析する達人AWSアカウントとリージョン、
選択AWS現在のリージョンのアカウント。

5. [月額コストの見積り] を選択します。
6. (オプション) [Active resource utilization %] (アクティブなリソース使用率 %) 列に AWS サービスの更

新パーセンテージ値を入力します。デフォルトのアクティブなリソース使用率 % は 100% です。つ
まり DevOps Guru は、リソース分析の 1 時間のコストを計算し、30 日以上を合計 720 時間にわたっ
て推定することで AWS のサービスの見積りを生成します。サービスのアクティブ時間が 100% 未満
の場合は、推定使用量に基づいてパーセンテージを更新して、より正確な見積りを行うことができま
す。例えば、サービスのアクティブなリソース使用率を 75% に更新すると、リソース分析の 1 時間
のコストが (720 x 0.75) 時間 (540 時間) にわたって外挿されます。

見積り金額がゼロの場合、選択したリソースにはサポート対象リソースが含まれていない可能性がありま
す DevOpsGuru。サポートされるサービスとリソースの詳細については、アマゾン DevOpsGuru 料金表。
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ステップ 1: セットアップを開始する

DevOpsGuru のスタート方法
このセクションでは、Amazon DevOps Guru を使い始める方法を学びます。これにより、アプリケーショ
ンの運用データやメトリックスを分析して洞察を得ることができます。

トピック
• ステップ 1: セットアップを開始する (p. 12)
• ステップ 2:DevOps Guru を有効にする (p. 12)
• ステップ 3: DevOps Guru リソースカバレッジを指定する (p. 14)

ステップ 1: セットアップを開始する
開始する前に、「Amazon DevOps Guru のセットアップ (p. 6)」の手順を実行して準備します。

ステップ 2:DevOps Guru を有効にする
Amazon DevOps Guru を初めて使用する際に設定するには、 DevOps Guru の設定方法を選択する必要が
あります。組織全体のアプリケーションをモニタリングするか、現在のアカウントでアプリケーションを
モニタリングすることができます。

組織全体でアプリケーションをモニタリングするか、現在のアカウントのみで DevOps Guru を有効にす
ることができます。次の手順では、ニーズに基づいて DevOps Guru をセットアップするさまざまな方法
を概説します。

組織全体のアカウントをモニタリングする
組織全体のアプリケーションをモニタリングする場合は、組織の管理アカウントにログインします。必要
に応じて、組織メンバーアカウントを委任管理者としてセットアップします。一度に設定できる委任管理
者は 1 人だけですが、後で管理者設定を変更できます。管理アカウントおよび設定した委任管理者アカウ
ントの両方は、組織内のすべてのアカウントのすべてのインサイトにアクセスできます。

コンソールを使用して組織にクロスアカウントサポートを追加することも、AWS CLIを使用して追加する
こともできます。

DevOpsGuru コンソールでオンボード
コンソールを使用して、組織全体のアカウントにサポートを追加できます。

コンソールを使用して DevOps Guru が集約されたインサイトを表示できるようにする

1. https://console.aws.amazon.com/devops-guru/ で Amazon DevOps Guru コンソールを開きます。
2. セットアップタイプとして [Monitor applications across your organizations] (組織全体のアプリケー

ションをモニタリングする) を選択します。
3. 委任管理者として使用するアカウントを選択します。[Register delegated administrator] (委任管理者

の登録) を選択します。これで DevOps Guru が有効になっているすべてのアカウントの統合ビュー
にアクセスできるようになります。委任管理者は、組織全体のすべての DevOps Guru のインサイト
とメトリクスの統合ビューを表示できます。SSM Quick Setup または AWS CloudFormation スタッ
クセットを使用して他のアカウントを有効にすることができます。Quick Setup の詳細については、
「Quick Setup で DevOps Guru を設定する」を参照してください。スタックセットでのセットアップ
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現在のアカウントを監視する

の詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「スタックの操作」 および「ステップ 2 
—DevOps Guru のカバレッジを決定する (p. 7)」と「を使用するAWS CloudFormationスタックして
リソースを識別する DevOpsGuru アプリケーション (p. 39)」を参照してください。

AWSCLI によるオンボード
AWSCLIを使用して、 DevOps Guruが集約されたインサイトを表示できるようにすることができます。以
下のコマンドを実行します.

aws iam create-service-linked-role --aws-service-name devops-guru.amazonaws.com --
description "My service-linked role to support DevOps Guru"

aws organizations enable-aws-service-access --service-principal devops-guru.amazonaws.com

aws organizations register-delegated-administrator --account-id >ACCOUNT_ID< --service-
principal devops-guru.amazonaws.com

次の表は、コマンドの説明です。

コマンド 説明

create-service-linked-role DevOpsGuruに組織に関する情報を収集する権限を
与えます。このステップが成功しない場合は先に
進まないでください。

enable-aws-service-access 組織を DevOps Guru にオンボーディングします。

register-delegated-administrator メンバーアカウントにアクセスしてインサイトを
表示できるようにします。

現在のアカウントを監視する
現在の AWS アカウントのアプリケーションをモニタリングする場合、アカウントとリージョンでカ
バーまたは分析する AWS リソースを選択し、インサイトが作成されたときに通知するために使用する 
Amazon Simple Notification Service トピックを指定します。これらの設定は、必要に応じて後で更新でき
ます。

DevOpsGuru が現在AWSアカウントのアプリケーションをモニタリングできるようにする

1. https://console.aws.amazon.com/devops-guru/ で Amazon DevOps Guru コンソールを開きます。
2. セットアップタイプとして [Monitor applications in the current AWS account] (現在の AWS アカウント

のアプリケーションをモニタリングする) を選択します。
3. [DevOpsGuru 分析カバレッジ] で、次のいずれかを選択します。

• [Analyze allAWS resources in the currentAWS account] (現在のアカウントのすべてのリソースを分
析する): DevOps Guru はアカウント内のすべてのAWSリソースを分析します。

• 後で分析する AWS リソースを選択:分析範囲は後で選択します。詳細については、「DevOpsGuru 
のカバレッジを決定する (p. 7)」および「AWS DevOpsGuruでの分析範囲の更新 (p. 43)」を参照
してください。

DevOpsGuru は、サポートされているAWSアカウントに関連付けられているリソースを分析できま
す。サポートされているサービスとリソースの詳細については、「Amazon DevOps Guru の料金」を
参照してください。
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4. 最大 2 つのトピックを追加できます。 DevOpsGuru トピックを使用して、新しいインサイトの作成な
ど、重要な DevOps Guru イベントを通知します。トピックを指定しない場合は、ナビゲーションペ
インで [設定] を選択して後で追加することができます。

a. [Specify an Amazon SNS topic] (Amazon SNS トピックを指定) で、使用するトピックを選択しま
す。

b. Amazon SNS トピックを作成するには、次のいずれかを実行します。

• [Chose an existing SNS topic in your AWS account] (AWS アカウントの既存の SNS トピックを
選択) を選択します。[Choose a topic in theAWS account] (アカウントのトピックを選択) で、
使用するトピックを選択します。

• [Create new SNS topic] (新しい SNS トピックを作成) を選択します。[Create a new topic] (新
しいトピックを選択) で新しいトピックの名前を入力します。

• [Use an SNS topic ARN to specify an existing account] (SNS トピック ARN を使用して既存の
アカウントを指定する) を選択します。[Enter an ARN for a topic] (トピックの ARN を入力) に
トピック ARN を入力します。ARN はトピックの Amazon リソースネームです。別のアカウ
ントのトピックを指定できます。別のアカウントのトピックを使用する場合は、トピックにリ
ソースポリシーを追加する必要があります。詳細については、「Amazon SNS トピックのアク
セス許可 (p. 86)」を参照してください。

c. 2 番目のトピックを追加するには、[Add SNS topic] (SNS トピックを追加) を選択します。
5. [Enable] (有効化) を選択します。

DevOpsAmazon Simple Notification Service トピックを指定します。AWSこれらの設定は、必要に応じて
後で更新できます。

ステップ 3: DevOps Guru リソースカバレッジを指
定する

DevOpsGuru を有効にした後でAWSを指定する場合、分析するリソースを作成するAWSアカウントの
AWS CloudFormationスタックを選択する必要があります。AWS CloudFormation 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。1 つ以上のスタックを使用して、運用アプ
リケーションの実行に必要なすべてのリソースを含め、 DevOps Guru によって分析されるように指定し
ます。スタックを指定しない場合、 DevOps Guru はアカウント内のすべてのAWSリソースを分析しま
す。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガイドの「スタックの操作」および「DevOpsGuru 
のカバレッジを決定する (p. 7)」と「を使用するAWS CloudFormationスタックしてリソースを識別する 
DevOpsGuru アプリケーション (p. 39)」を参照してください。

Note

サポートされているサービスとリソースの詳細については、「Amazon DevOps Guru の料金」を
参照してください。

DevOpsGuruAWS CloudFormation リソースカバレッジのスタックを指定してください

1. https://console.aws.amazon.com/devops-guru/ で Amazon DevOps Guru コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[設定] を展開します。
3. [Analyzed resources] (分析されたリソース) で [Edit] (編集) を選択します。
4. 以下のカバレッジオプションのいずれかを選択します。

• DevOpsGuru でアカウントとリージョンでカバーされているすべてのリソースを分析する場合、[All 
account resources] (AWSすべてのアカウントリソース) を選択します。このオプションを選択した
場合、AWS アカウントがリソース分析カバレッジ境界になります。アカウント内の各スタックのす
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ステップ 3: DevOps Guru リソースカバレッジを指定する

べてのリソースは、それぞれのアプリケーションにグループ化されます。スタックにない残りのリ
ソースは、そのアプリケーションにグループ化されます。

• CloudFormation 選択したスタック内のリソースを DevOps Guru で分析するには、[stacks] (スタッ
クを選択します) を選択して、次のいずれかのオプションを選択します。
• [すべてのリソース] — アカウント内のスタックにあるすべてのリソースが分析されます。各ス

タックのリソースは、そのアプリケーションにグループ化されます。スタックにないアカウント
内のリソースは分析されません。

• [Select stacks] (スタックを選択) — DevOps Guru が分析するスタックを選択します。選択した各
スタックのリソースは、そのアプリケーションにグループ化されます。スタックの名前を [Find 
stacks] (スタックの検索) を入力すると、特定のスタックをすばやく特定できます。最大 1000 個
のスタックを選択できます。

詳細については、「を使用するAWS CloudFormationスタックしてリソースを識別する 
DevOpsGuru アプリケーション (p. 39)」を参照してください。

• 選択したタグを含むすべてのリソースを DevOps Guru で分析する場合、[タグ] を選択します。
[キー] を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。
• All resources with this tag key (このタグキーを持つすべてのリソース) — タグの値に関係なく、

このキーがあるタグを持つすべてのリソースが分析され、アプリケーションにグループ化されま
す。

• 特定のタグ値を選択 — 選択したキーを含むタグと、選択した値のいずれかを含むすべてのリソー
スが分析されます。 DevOpsGuru は、タグの値によってリソースをアプリケーションにグループ
化します。

タグのキーは、プレフィックス devops-guru- で始まる必要があります。このプレフィックス
では大文字と小文字は区別されません。例えば、有効なキーは DevOps-Guru-Production-
Applications です。詳細については、「タグを使用してリソースを識別する DevOpsGuru アプ
リケーション (p. 36)」を参照してください。

• DevOpsGuru でいずれのリソースも分析しない場合は、[None] (なし) を選択します。このオプショ
ンを選択すると DevOps Guru が無効になり、リソース分析による料金の発生が停止します。

5. [Save] (保存) を選択します。
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有効化AWSのサービス DevOpsGuru 
Ansights

アマゾン DevOpsGuru は任意のパフォーマンスを分析できますAWSそれがサポートするリソース。異常
な動作が検出されると、その動作とその対処方法に関する詳細を含むインサイトが生成されます。サポー
トされるサービスとリソースの詳細については、アマゾン DevOpsGuru 料金表。

DevOpsGuru は Amazon CloudWatch メトリクスAWS CloudTrailリソースの分析に役立つイベントなど サ
ポートされているほとんどのリソースは、必要なメトリクスを生成します DevOpsGuruが自動的に分析し
ます。しかし、いくつかの AWS サービスでは、必要なメトリクスを生成するために追加のアクションが
必要です。一部のサービスでは、これらのメトリクスを有効にすると、既存のメトリクスを追加分析が提
供されます DevOpsGuru のカバレッジ。その他のサービスでは、これらのメトリクスを有効にするまで分
析を行うことができません。詳細については、DevOpsGuru のカバレッジを決定する (p. 7) および AWS 
DevOpsGuruでの分析範囲の更新 (p. 43) を参照してください。

対応が必要なサービス DevOpsGuru Ansights

• Amazon Elastic Container Service — 改善のための追加メトリックスを生成するため DevOpsそのリソー
スのGuruカバレッジ、の手順に従ってくださいAmazon ECS での Container Insights のセットアップ。
これを行うと、Amazon の料金表料金が発生する可能性があります。 CloudWatch料金。

• Amazon Elastic Kubernetes Service — のメトリクスを生成するには DevOps分析する達人、の手順に
従ってくださいと Kubernetes で Container Insights をセットアップする。 DevOpsGuru では、これ
らのメトリクスの生成が設定されるまで Amazon EKS リソースの分析が行われません。これを行う
と、Amazon の料金表料金が発生する可能性があります。 CloudWatch 料金。

詳細については、次を参照してください。アマゾン CloudWatch 価格。
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インサイトを表示する

DevOps Guru でのインサイトの使用
Amazon DevOps Guru は、運用アプリケーションで異常な動作を検出すると、インサイトを生成します。 
DevOpsGuru は、 DevOpsセットアップ時に指定したAWSリソース内のメトリクスやイベントなどを分
析します。各インサイトには、問題を軽減するためのレコメンデーションが含まれています。また、メト
リックのリスト、ロググループのリスト、および異常な動作を識別するために使用されたイベントのリス
トも含まれています。

インサイトには 2 つのタイプがあります。

• 事後対応型インサイトには、現在発生している問題に対処するためのレコメンデーションがあります。
• 事前対応型インサイトには、 DevOps Guru がfuture 発生すると予測する問題に対処するレコメンデー

ションがあります。

トピック
• DevOpsGuru の表示 (p. 17)
• DevOpsGuru コンソールに表示されるインサイト (p. 18)
• 異常行動がインサイトにグループ化される仕組み (p. 20)
• インサイトの重要度の概要 (p. 20)

DevOpsGuru の表示
インサイトは、AWS Management Console を使用して表示できます。

DevOpsGuru の表示

1. https://console.aws.amazon.com/devops-guru/ で Amazon DevOps Guru コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインを開き、[Insights] (インサイト) を選択します。
3. [Reactive] (事後対応型) タブには、事後対応型インサイトのリストが表示されます。[Proactive] (事前

対応型) タブには、事前対応型インサイトのリストが表示されます。
4. (オプション) 次のフィルターを使用して目的のインサイトを検索します。

• 目的のインサイトのタイプに応じて [Reactive] または [Proactive] タブを選択します。
• [Filter insights] (インサイトのフィルター) を選択して、フィルターを指定するオプションを選択し

ます。ステータス、重要度、リソース、およびタグフィルターの組み合わせを追加できます。特定
のタグを持つリソースによって生成されたインサイトだけを表示するには、AWS タグフィルター
を使用します。詳細については、タグを使用してリソースを識別する DevOpsGuru アプリケーショ
ン (p. 36) を参照してください。

Note

DevOpsGuru は次のリソースを分析できますが、タグを使用してインサイトをフィルターす
ることはできません。

• Amazon API Gateway のパスとルート
• Amazon DynamoDB Streams
• Amazon EC2 Auto Scaling グループインスタンス
• AWS Elastic Beanstalk 環境
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• Amazon Redshift ノード

• インサイトの作成時間でフィルターする時間範囲を選択または指定します。
• [12h] を選択すると、過去 12 時間に作成されたインサイトが表示されます。
• [1d] を選択すると、過去 1 日に作成されたインサイトが表示されます。
• [1w] を選択すると、過去 1 週間に作成されたインサイトが表示されます。
• [1m] を選択すると、過去 1 か月間に作成されたインサイトが表示されます。
• [Custom] (カスタム) を選択すると、別の時間範囲を指定できます。インサイトのフィルターに使

用できる最大時間範囲は 180 日です。
5. インサイトの詳細を表示するには、その名前を選択します。

DevOpsGuru コンソールに表示されるインサイト
Amazon DevOps Guru コンソールを使用すると、異常な動作の診断と対処に役立てることができま
す。 DevOpsGuru がリソースを分析し、異常な動作を示す Amazon CloudWatch メトリクス、AWS 
CloudTrailイベント、および異常な動作を示す運用データを検出すると、問題に対処するためのレコメ
ンデーションと関連するメトリクスおよびイベントに関する情報を含むインサイトが作成されます。 
DevOpsGuruDevOps Guru のベストプラクティス (p. 56) によって検出された運用上の問題に対処する
ためにインサイトの使用

インサイトを表示するには、「インサイトを表示する (p. 17)」のステップに従ってインサイトを見つけ
て、その名前を選択します。インサイトページには次の詳細が含まれています。

インサイトの概要

このセクションを使用して、インサイトの高レベルの概要を取得します。インサイトのステータス (継
続またはクローズ)、影響を受ける AWS CloudFormation スタックの数、インサイトの開始時刻、終了
時刻、および最終更新時刻、および関連する運用項目 (存在する場合) を表示できます。

インサイトがスタックレベルでグループ化されている場合、影響を受けるスタックの数を選択して、
その名前を表示できます。インサイトを作成した異常な動作は、影響を受けるスタックによって作成
されたリソースで発生しています。インサイトがアカウントレベルでグループ化されている場合、数
値は 0 であるか、表示されません。

詳細については、「異常行動がインサイトにグループ化される仕組み (p. 20)」を参照してくださ
い。

インサイト名

インサイトの名前は、インサイトがスタックレベルでグループされているか、アカウントレベルでグ
ループ化されているかに応じて異なります。
• スタックレベルのインサイト名には、異常な動作が検出されたリソースを含むスタックの名前が含

まれます。
• アカウントレベルのインサイト名にはスタック名は含まれません。

詳細については、「異常行動がインサイトにグループ化される仕組み (p. 20)」を参照してくださ
い。

集約されたメトリクス

[Aggregated metrics] (集約されたメトリクス) タブを選択して、インサイトに関連するメトリクスを表
示します。テーブルの各行は 1 つのメトリクスを表します。メトリクスを発行したリソースを作成し
た AWS CloudFormation スタック、リソースの名前とタイプを表示できます。すべてのメトリクスが 
AWS CloudFormation スタックに関連付けられているではありません。名前のないメトリクスもあり
ます。
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同時に複数のリソースが異常である場合、タイムラインビューはリソースを集約し、分析を簡単にす
る目的で、その異常なメトリクスを単一のタイムラインに表示します。タイムラインの赤い線は、メ
トリクスが異常な値を発行した時間範囲を示します。ズームインするには、マウスを使用して特定の
時間範囲を選択します。虫眼鏡アイコンを使用してズームイン/ズームアウトすることもできます。

タイムラインの赤い線を選択すると、詳細情報が表示されます。表示されるウィンドウで、次の操作
を実行できます。
• [View in CloudWatch] (View in) を選択すると、 CloudWatch コンソールでメトリクスが表示されま

す 詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「統計とディメンション」を参照して
ください。

• グラフにカーソルを合わせると、異常なメトリクスデータとその発生時間の詳細が表示されます。
• 下向き矢印の付いたボックスを選択すると、グラフの PNG 画像がダウンロードされます。

グラフに表示された異常

[Graphed anomalies] (グラフに表示された異常) タブを選択すると、各インサイトの異常に関する詳
細なグラフが表示されます。各異常に対して 1 つのタイルが表示され、関連する指標で検出された異
常な動作の詳細が表示されます。リソースレベルと統計ごとに異常を調査して確認できます。グラフ
はメトリクス名でグループ化されています。各タイルで、タイムラインの特定の時間範囲を選択して
ズームできます。虫眼鏡アイコンを使用してズームインとズームアウトすることや、定義済みの期間
を時間、日、週単位（[1H]、[3H]、[12H]、[1D]、[3D]、[1W]、または [2W]) で選択することもできま
す。

[View all statistics and dimensions] (すべての統計とディメンションを表示) を選択すると、異常に関す
る詳細が表示されます。表示されるウィンドウで、次の操作を実行できます。
• [View in CloudWatch] (View in) を選択すると、 CloudWatch コンソールでメトリクスが表示されま

す
• グラフにカーソルを合わせると、異常なメトリクスデータとその発生時間の詳細が表示されます。
• [Statistics] (統計) または [Dimension] (ディメンション) を選択すると、グラフの表示をカスタマイズ

できます。詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの「統計とディメンション」を
参照してください。

ロググループ

ログ異常検出を有効にすると、 DevOps Guru CloudWatch はロググループにタグを付けて、インサ
イトに関連するロググループを表示できるようにします。インサイト詳細ページの「ロググループ」
セクションでは、テーブルの各行が 1 つのロググループを表し、関連するリソースが一覧表示されま
す。

同時に複数のロググループがある場合、タイムラインビューはそれらを集約し、分析を簡単にする目
的で、それらを単一のタイムラインに表示します。タイムラインの紫色の線は、ロググループで異常
なログが発生した時間範囲を示します。

タイムラインの紫色の線を選択すると、キーワードの例外や数値の偏差などのログ異常情報のサンプ
ルが表示されます。ログの異常を表示するには、[ロググループの詳細を表示] を選択します。表示さ
れるウィンドウで、次の操作を実行できます。
• ログの異常と関連イベントのグラフを表示します。
• グラフにカーソルを合わせると、異常なログデータとその発生時間の詳細が表示されます。
• サンプルメッセージ、発生頻度、関連する推奨事項、および発生時刻とともに、ログの異常を詳細

に表示します。
• CloudWatchログ異常のログ行を表示するには、[詳細を表示] をクリックします。

関連イベント

[Related events] (関連イベント) で、インサイトに関連する AWS CloudTrail イベントを表意jします。
これらのイベントを使用して、異常動作の根本的な原因を理解および診断して異常動作に対処しま
す。
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レコメンデーション

[Recommendations] (レコメンデーション) で、根本的な問題の解決に役立つ可能性のある推奨事項を
表示できます。 DevOpsGuru が異常な動作を検出すると、レコメンデーションの作成が試みられま
す。インサイトにレコメンデーションが含まれないこともあります。

異常行動がインサイトにグループ化される仕組み
インサイトは、スタックレベルまたはアカウントレベルでグループ化されます。AWS CloudFormation ス
タックに含まれるリソースに対して生成されたインサイトはスタックレベルのインサイトです。それ以外
のインサイトはアカウントレベルのインサイトです。

スタックがグループ化される方法は、Amazon DevOps Guru でリソース分析カバレッジをどのように構成
したかに応じて異なります。

カバレッジが AWS CloudFormation スタックによって定義されている場合

選択したスタックに含まれるすべてのリソースが分析され、検出されたすべてのインサイトはスタッ
クレベルでグループ化されます。

カバレッジが現在の AWS アカウントとリージョンである場合

アカウントとリージョン内のすべてのリソースが分析され、検出されたインサイトには 3 つのグルー
プ化シナリオがあります。
• スタックの一部ではないリソースの生成されたインサイトは、アカウントレベルでグループ化され

ます。
• 最初の 10,000 個の解析されたスタックにあるリソースから生成されたインサイトは、スタックレベ

ルでグループ化されます。
• 最初の 10,000 個の解析されたスタックにないリソースから生成されたインサイトは、アカウントレ

ベルでグループ化されます。例えば、10,001 番目の分析スタック内のリソースに対して生成された
インサイトは、アカウントレベルでグループ化されます。

詳細については、「DevOpsGuru のカバレッジを決定する (p. 7)」を参照してください。

インサイトの重要度の概要
インサイトには、3 つの重大度 (高,中, または低) があります。Amazon DevOps Guru が関連する異常を検
出し、各異常に重要度を割り当てると、インサイトが作成されます。 DevOpsGuru は、ドメインの知識と
長年の集団体験を使用して、異常の重要度 (高、中、または低) を割り当てます。インサイトの重要度は、
インサイトの作成に寄与した最も重要な異常によって決定されます。

• インサイトを生成したすべての異常の重要度が低である場合、インサイトの重大度は低になります。
• インサイトを生成したすべての異常の最も高い重要度が中である場合、インサイトの重大度は中になり

ます。インサイトを生成した一部の異常の重要度は低である可能性があります。
• インサイトを生成したすべての異常の最も高い重要度が高である場合、インサイトの重大度は高になり

ます。インサイトを生成した一部の異常の重要度は低または中である可能性があります。
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DevOpsGuru for RDS での異常の操
作

DevOpsGuru は、Amazon RDSAWS エンジンを含むサポートされているリソースを検出し、分析し、助
言をします。Performance Insights が有効な Amazon Aurora および RDS for PostgreSQL データベースイ
ンスタンスの場合、 DevOps Guru for RDS は、パフォーマンスに関する詳細なデータベース固有の分析を
提供し、是正措置を推奨します。

トピック
• DevOpsGuru for RDS の概要 (p. 21)
• DevOpsGuru for RDS の有効化 (p. 27)
• Amazon RDS 異常を分析する (p. 28)

DevOpsGuru for RDS の概要
以下に、 DevOps Guru for RDS の主な利点と機能の概要について説明します。インサイトと異常に関する
背景情報については、「 DevOpsGuru の概念 (p. 4)」を参照してください。

トピック
• DevOpsGuru for RDS の利点 (p. 21)
• データベースのパフォーマンスチューニングの主な概念 (p. 22)
• DevOpsGuru for RDS の主要な概念 (p. 24)
• DevOpsGuru for RDSはどのように機能しますか (p. 26)
• サポートされているデータベースエンジン (p. 26)

DevOpsGuru for RDS の利点
Amazon RDS データベースを担当していて、そのデータベースに影響を与えるイベントやリグレッション
が発生していることを知らないことがあります。問題を知っても、なぜそれが発生しているのか、どう対
処すべきかわからないこともあります。データベース管理者 (DBA) に問い合わせたり、サードパーティー
ツールに頼ったりするのではなく、 DevOps Guru for RDS の推奨事項に従ってください。

DevOpsGuru for RDS の詳細な分析により、次の利点が得られます。

高速診断

DevOpsGuru for RDS は、データベースのテレメトリを継続的にモニタリングおよび分析しま
す。Performance Insights、拡張モニタリング、および Amazon は、 CloudWatch データベースイン
スタンスのテレメトリデータを収集します。 DevOpsGuru for RDS は、統計的な機械学習の技術を使
用してこのデータをマイニングし、異常を検出します。Amazon Aurora データベースのテレメトリ
データの詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Amazon Aurora Performance Insights 
DB 負荷のモニタリング」そして「拡張モニタリングを使用した OS のモニタリング」を参照してく
ださい。他の Amazon RDS データベースのテレメトリデータの詳細については、Amazon RDS ユー
ザーガイドの「Amazon Relational Database Service Performance Insights による DB 負荷のモニタリ
ング」と「拡張モニタリングによる OS メトリックスのモニタリング」を参照してください。
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高速解像度

各異常はパフォーマンスの問題を特定し、調査または修正措置の方法を提案します。例えば、 
DevOps Guru for RDS は、特定の待機イベントの調査をお勧めすることがあります。または、データ
ベース接続数を制限するよう、アプリケーションプールの設定のチューニングをお勧めすることもあ
ります。これらの推奨事項に基づいて、マニュアルでトラブルシューティングを実行するよりも迅速
にパフォーマンスの問題を解決できます。

先を見越した洞察

DevOpsGuru for RDS は、リソースからのメトリックスを使用して、問題となる可能性のある動作を
大きな問題になる前に検出します。たとえば、データベースに接続されているセッションがアクティ
ブな作業を行っておらず、データベースリソースがブロックされたままになっている可能性があるこ
とを検出できます。 DevOpsその後、Guruは、問題が大きくなる前に対処するのに役立つ推奨事項を
提供します。

Amazon エンジニアの深い知識と機械学習

パフォーマンスの問題を検出し、ボトルネックの解決を支援するために、 DevOps Guru for RDS は機
械学習 (ML) と高度な統計分析に依存しています。Amazon データベースエンジニアは、数十万のデー
タベース管理の長年の経験をカプセル化した DevOps Guru for RDS の知見の開発に貢献しました。こ
の集合的な知識を活かすことで、 DevOps Guru for RDS はベストプラクティスを伝えることができま
す。

データベースのパフォーマンスチューニングの主な概
念
DevOpsGuru for RDS では、ユーザーが主要なパフォーマンス概念に精通していることを前提としていま
す。これらの概念の詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Performance Insights 概要」ま
たは Amazon RDS ユーザーガイドの 「Performance Insights 概要」を参照してください。

トピック
• メトリクス (p. 22)
• 問題の検出 (p. 22)
• DB 負荷 (p. 23)
• 待機イベント (p. 24)

メトリクス
メトリクスは、時間順に並んだ一連のデータポイントを表します。メトリクスはモニターリング対象の変
数と考え、データポイントは時間の経過と共に変数の値を表します。Amazon RDS には、DB インスタン
スが実行されているデータベースとオペレーティングシステム (OS) のリアルタイムのメトリクスが用意
されています。Amazon RDS DB インスタンスのすべてのシステムメトリクスとプロセス情報を Amazon 
RDS コンソールに表示できます。 DevOpsGuru for RDS は、これらのメトリクスの一部を監視し、分析情
報を提供します。詳細については、「Amazon Aurora クラスターのメトリックスのモニタリング」または
「Amazon Relational Database Service インスタンスのメトリックスのモニタリング」を参照してくださ
い。

問題の検出
DevOpsGuru for RDS では、データベースとオペレーティングシステム (OS) のメトリクスを利用し
て、差し迫った問題か継続中かを問わず、データベースパフォーマンスの重要な問題を検出します。 
DevOpsGuru for RDS の問題検出には、主に 2 つの仕組みがあります。

• しきい値を使用する
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• 異常使用

しきい値に関する問題の検出

しきい値は、監視対象の指標が評価される基準となる境界値です。しきい値は、通常の動作と潜在的に問
題のある動作を区別するメトリックチャート上の水平線と考えることができます。 DevOpsGuru for RDS 
は特定のメトリクスを監視し、特定のリソースで潜在的に問題があると考えられるレベルを分析すること
でしきい値を作成します。 DevOpsその後、Guru for RDS は、新しい指標値が特定の期間にわたって指定
されたしきい値を一貫して超えると、 DevOps Guru コンソールにインサイトを作成します。インサイト
には、future データベースパフォーマンスへの影響を防ぐための推奨事項が含まれています。

たとえば、 DevOps Guru for RDS は 15 分間にわたってディスクを使用しているテンポラリテーブルの数
を監視し、テンポラリテーブルの 1 秒あたりのディスク使用率が異常に高い場合にインサイトを作成する
ことがあります。ディスク上のテンポラリテーブルの使用量が増加すると、データベースのパフォーマン
スに影響する可能性があります。 DevOpsGuru for RDS は、このような状況が深刻になる前に明らかにな
ることで、問題を防ぐための是正措置を講じるのに役立ちます。

異常を伴う問題の検知

しきい値はデータベースの問題を検出する簡単で効果的な方法ですが、状況によってはそれだけでは不十
分です。日次報告の仕事などの既知のプロセスが原因で、指標値が急上昇し、潜在的に問題のある行動に
定期的に移行している場合を考えてみましょう。このようなスパイクは予想されるため、それぞれについ
てインサイトや通知を作成すると逆効果になり、アラートが疲れてしまう可能性があります。

ただし、それでも異常なスパイクを検出する必要があります。他のメトリックよりもはるかに高いメト
リックや、はるかに長く続くメトリックは、実際のデータベースパフォーマンスの問題である可能性があ
るためです。この懸念に対処するため、 DevOps Guru for RDS は特定のメトリクスを監視して、メトリク
スの動作が非常に異常になったり異常になったりしたことを検出します。 DevOpsその後、Guruはこれら
の異常を洞察として報告します。

たとえば、 DevOps Guru for RDS は、DB の負荷が高いだけでなく、通常の動作から大幅に逸脱してい
る場合、つまりデータベース操作が予期せず大幅に遅くなっている場合に、洞察を得ることができます。 
DevOpsGuru for RDS では、DB 負荷の異常な増加のみを認識することで、本当に重要な問題に集中できま
す。

DB 負荷
データベースチューニングの主な概念は、データベース負荷 (DB 負荷) メトリクスです。DB 負荷は、特定
の時点でのデータベースのビジー状態を表します。DB 負荷の増加は、データベースアクティビティの増
加を意味します。

データベースセッションは、リレーショナルデータベースとのアプリケーションのダイアログを表し
ます。アクティブなセッションは、データベースリクエストの実行中のセッションです。セッション
は、CPU での動作中、またはリソースが使用可能になるのを待っているときにアクティブになります。例
えば、アクティブなセッションでは、ページがメモリに読み込まれるのを待機し、ページからデータを読
み取る間に CPU を消費することがあります。

Performance Insights の DBLoad メトリクスは、平均アクティブセッション (AAS) で測定されます。AAS 
を計算するために、Performance Insights は、毎秒アクティブセッションの数をサンプリングします。特
定の時間間隔において、AAS は、アクティブセッションの総数をサンプルの総数で割った値です。2 の 
AAS 値は、任意の時点で平均して 2 つのセッションがリクエストでアクティブであったことを意味しま
す。

DB ロードの類比は、倉庫内のアクティビティです。倉庫には100 人のワーカーがいるとします。注文が 
１ 件入ると、ワーカー １ 人がその注文を処理し、他の作業員はアイドル状態になります。100 件以上の
注文が入ると、100 人の作業者全員が同時に注文を履行します。ある特定の期間にアクティブになってい
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るワーカーの人数を定期的にサンプリングすれば、アクティブなワーカーの平均数を算出することができ
ます。計算では、平均してN人のワーカーが常に注文を処理していることになります。昨日の平均が 50 
人、今日の平均が 75 人だった場合、倉庫のアクティビティレベルが上がったことになります。同様に、
セッションアクティビティの増加につれて DB ロードが増加します。

詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「データベースのロード」または Amazon RDS ユー
ザーガイドの 「データベースのロード」を参照してください。

待機イベント
待機イベントは、データベースセッションが処理できるように待機しているリソースを示すデータベース
インストルメンテーションの一種です。Performance Insights がアクティブなセッションをカウントして
データベースの負荷を計算すると、アクティブなセッションが待機する原因となっている待機イベントも
記録されます。この手法により、Performance Insights は、DB 負荷に寄与している待機イベントを表示で
きます。

すべてのアクティブなセッションはCPU 上で実行されているか、待っています。例えば、セッションでの
メモリの検索、計算の実行、またはプロシージャコードの実行の際に CPU が消費されます。セッション
が CPU を消費していない場合、データファイルの読み取り、またはログの書き込みを待機している可能
性があります。セッションのリソース待機時間が長くなると、CPU 上で動作する時間は短くなります。

データベースを調整するとき、多くの場合、セッションが待機しているリソースを見つけようとします。
たとえば、2 つまたは 3 つの待機イベントが DB 負荷の 90% を占める場合があります。これは、平均し
て、アクティブなセッションが少数のリソースを待機するためにほとんどの時間を費やしていることを意
味します。これらの待機の原因を突き止めることができれば、問題を解決しようとすることができます。

倉庫ワーカーの例を考えてみましょう。本の注文が入ります。ワーカーは注文を処理するのが遅れる可能
性があります。例えば、別の作業者が現在棚の在庫を補充している場合や、トロリーが利用できない場合
があります。または、注文ステータスを入力するシステムが遅い可能性があります。作業者が待っている
時間が長くなればなるほど、注文の履行にかかる時間は長くなります。待機は倉庫ワークフローの自然な
部分ですが、待機時間が過大になると、生産性が低下します。同様に、セッションの待機が繰り返された
り長時間になると、データベースのパフォーマンスが低下する可能性があります。

Amazon Aurora での待機イベントについては、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Aurora PostgreSQLの
待機イベントでのチューニング」そして「AuroraMySQLの待機イベントでのチューニング」を参照してく
ださい。

他の Amazon RDS データベースの待機イベントの詳細については、Amazon RDS ユーザーガイド
の「PostgreSQL 用 RDS の待機イベントによるチューニング」を参照してください。

DevOpsGuru for RDS の主要な概念
DevOpsGuru が運用アプリケーションで異常な動作や問題のある動作を検出すると、インサイトが生成さ
れます。インサイトには、リソースの異常が含まれます。異常とは、 DevOps Guru によって検出された
予期しない関連メトリックまたは通常とは異なる関連メトリックを表します。

インサイトの重要度は、高、中, または低です。インサイトの重要度は、インサイトの作成に寄与した最も
重要な異常によって決定されます。例えば、インサイト AWS-ECS_MemoryUtilization _and_others に低重
要度の 1 つの異常と高重要度の 1 つの異常が含まれている場合、インサイトの全体的な重要度は高になり
ます。

Amazon RDS DB インスタンスでPerformance Insights が有効な場合、 DevOps Guru for RDS は、これ
らのインスタンスの異常に関する詳細な分析とレコメンデーションを提供します。異常を特定するため
に、 DevOps Guru for RDS はデータベースメトリクス値のベースラインを開発しています。 DevOps次
に、Guru for RDS は、現在のメトリック値を過去のベースラインと比較します。

トピック

24

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/USER_PerfInsights.Overview.ActiveSessions.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_PerfInsights.Overview.ActiveSessions.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraPostgreSQL.Tuning.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraPostgreSQL.Tuning.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraMySQL.Managing.Tuning.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/PostgreSQL.Tuning.html


Amazon DevOps Guru ユーザーガイド
DevOpsGuru for RDS の主要な概念

• プロアクティブインサイト (p. 25)
• リアクティブインサイト (p. 25)
• レコメンデーション (p. 25)

プロアクティブインサイト
プロアクティブインサイトでは、問題のある動作を発生前に知ることができます。これには、問題が大き
くなる前に問題に対処するのに役立つレコメンデーションと関連メトリックを含む異常が含まれていま
す。

各プロアクティブインサイトページには、1つの異常に関する詳細が表示されます。

リアクティブインサイト
リアクティブインサイトは、異常な動作を発生時に識別します。これには、現在の問題を理解して対処す
るのに役立つレコメンデーション、関連するメトリクス、およびイベントを含む異常が含まれています。

因果異常

因果異常は、リアクティブインサイト内のトップレベルの異常です。これは、 DevOps Guru コンソール
の異常詳細ページに主要指標として表示されます。 データベースロード (DB ロード) DevOps Guru for 
RDS の因果異常です。たとえば、インサイトAWS-ECS_MemoryUtilization _and_othersにはいくつかのメ
トリック異常がある可能性があります。その1つは、リソースAWS/RDSのデータベースロード (DBロード)
です。

インサイト内では、異常データベース負荷 (DB 負荷) は、複数の Amazon RDS DB インスタンスで発生す
ることがあります。異常の重要度は、DB インスタンスごとに異なる可能性があります。例えば、1 つの 
DB インスタンスの重要度が高で、他の DB インスタンスの重要度が低である場合があります。コンソール
は、最も高い重要度の異常にデフォルト設定されます。

コンテキスト異常

コンテキスト異常は、リアクティブインサイトに関連するデータベースロード (DB ロード)での所見です。 
DevOpsGuru コンソールの異常詳細ページの「関連メトリクス」セクションに表示されます。各コンテキ
スト異常は、調査が必要な特定の Amazon RDS パフォーマンス上の問題を記述しています。例えば、因果
異常には、次のようなコンテキスト異常が含まれることがあります。

• CPU 容量の超過 — CPU 実行キューまたは CPU 使用率が通常を上回っています。
• データベースメモリ不足 — プロセスに十分なメモリがありません。
• データベース接続のスパイク — データベース接続の数が通常を超えています。

レコメンデーション
各インサイトには、少なくとも 1 つの推奨アクションがあります。次の例は、 DevOps Guru for RDS に
よって生成されるレコメンデーションです。

• SQL ID list_of_ids をチューニングして CPU 使用量を減らすか、インスタンスタイプをアップグ
レードして CPU 容量を増やします。

• 現在のデータベース接続の関連スパイクを確認します。新しいデータベース接続の頻繁な動的割り当て
を回避するために、アプリケーションプールの設定を調整することを検討してください。

• メモリ内ソートや大きな結合など、過剰なメモリ操作を実行する SQL ステートメントを探します。
• SQL ID (list_of_ids) の高い I/O 使用量を調査します。
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• 大量の一時データを作成するステートメント (大規模なソートを実行するステートメントや大きな一時
テーブルを使用するステートメントなど) がないかどうかをチェックします。

• アプリケーションをチェックして、データベースワークロードの増加の原因を確認します。
• MySQL のパフォーマンススキーマを有効にすることを検討してください。
• 実行時間の長いトランザクションをチェックし、コミットまたはロールバックで終了します。
• idle_in_transaction_session_timeout パラメータを設定して、指定した時間を超えて「トランザクション

中のアイドル」状態が続いているセッションをすべて終了させます。

DevOpsGuru for RDSはどのように機能しますか
DevOpsGuru for RDS は、メトリクスデータを収集および分析し、ダッシュボードに異常を公開します。

トピック
• データ収集と分析 (p. 26)
• 異常の公開 (p. 26)

データ収集と分析
DevOpsGuru for RDS は、Amazon RDS Performance Insights から Amazon RDS データベースに関する
データを収集します。この機能は Amazon RDS DB インスタンスをモニタリングし、メトリクスを収集し
てチャート内のメトリクスを探索できるようにします。最も重要なパフォーマンス指標は、ですDBLoad。 
DevOpsGuru for RDS は、Performance Insights メトリクスを消費し、それらを分析して異常を検出しま
す。Amazon RDS Performance Insights については、Amazon Aurora Performance Insights DB 負荷のモ
ニタリングそして Amazon Aurora S ユーザーガイドの「Amazon RDS Performance Insights DB 負荷のモ
ニタリング」を参照してください。

DevOpsGuru for RDS は、機械学習と高度な統計分析を使用して、Performance Insights から収集した
データを分析します。 DevOpsGuru for RDS でパフォーマンスの問題が発生した場合は、次のステップに
進みます。

異常の公開
DB 負荷が高いなどのデータベースのパフォーマンス上の問題により、データベースのサービス品質が低
下する可能性があります。 DevOpsGuru は RDS データベースで問題を検出すると、ダッシュボードにイ
ンサイトを公開します。インサイトには、リソース AWS/RDS の異常値が含まれています。

インスタンスで Performance Insights が有効な場合、異常には問題の詳細な分析が含まれます。 
DevOpsGuru for RDS では、調査または特定の是正措置を実行することをお勧めします。例えば、レコメ
ンデーションは、特定の高負荷 SQL ステートメントを調査するか、CPU 容量の増加を検討するか、 idle-
in-transaction セッションを終了することである場合があります。

サポートされているデータベースエンジン
DevOpsGuru for RDS は、次のデータベースエンジンでサポートされています。

MySQL 対応 Amazon Aurora

このエンジンの詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Amazon Aurora MySQL の操
作」を参照してください。

PostgreSQL 対応 Amazon Aurora

このエンジンの詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Amazon Aurora PostgreSQL の
操作」を参照してください。
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Amazon RDS for PostgreSQL との互換性

このエンジンの詳細については、Amazon RDS Amazon RDS for PostgreSQLユーザーガイドのを参照
してください。

DevOpsGuru は、異常を報告し、基本的な分析を行います。 DevOpsGuru for RDS は、Amazon Aurora お
よび PostgreSQL インスタンスに関する詳細な分析とレコメンデーションを提供します。

DevOpsGuru for RDS の有効化
DevOpsGuru で Amazon RDS データベースのインサイトを公開できるようにするには、以下のセクショ
ンのタスクを完了します。

トピック
• Amazon RDS DB インスタンスの Performance Insights をオンにする (p. 27)
• DevOpsGuru for RDS のアクセスポリシーの設定 (p. 27)
• DevOpsGuru カバレッジに Amazon RDS DB インスタンスを追加する (p. 28)

Amazon RDS DB インスタンスの Performance 
Insights をオンにする
DevOpsGuru for RDS で DB インスタンスの異常を分析するには、Performance Insights がオンになって
いることを確認します。DB インスタンスのPerformance Insights がオンになっていない場合は、 DevOps 
Guru for RDS は次の場所で通知を行います。

ダッシュボード

リソースタイプ別にインサイトを表示すると、 Performance Insights がオンになっていないことが
RDS タイルで通知されます。リンクを選択して、Amazon RDS コンソールで Performance Insights 
を有効にします。

インサイト

ページ下部の [レコメンデーション] セクションで [Enable Amazon RDS Performance Insights] 
(Amazon RDS Performance Insights の有効化) を選択します。

設定

[Service: Amazon RDS] (サービス: Amazon RDS) セクションで、Amazon RDS コンソールで 
Performance Insights をオンにするためのリンクを選択します。

詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Performance Insights 有効化と無効化」または 
Amazon RDS ユーザーガイドの 「Performance Insights 有効化と無効化」を参照してください。

DevOpsGuru for RDS のアクセスポリシーの設定
ユーザーが DevOps Guru for RDS にアクセスするには、次のいずれかのポリシーの権限が必要です。

• AWS管理ポリシーAmazonRDSFullAccess
• 以下のアクションを許可するカスタマーマネージドポリシーです。

• pi:GetResourceMetrics
• pi:DescribeDimensionKeys
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• pi:GetDimensionKeyDetails

詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Performance Insights アクセスポリシーの設定」ま
たは Amazon RDS ユーザーガイドの 「Performance Insights アクセスポリシーの設定」を参照してくださ
い。

DevOpsGuru カバレッジに Amazon RDS DB インス
タンスを追加する
DevOpsGuru コンソールまたは Amazon RDS コンソールのいずれかで Amazon RDS データベースを監視
するように DevOps Guru を設定できます。

DevOpsGuru コンソールには、次のオプションがあります。

• アカウントレベルで DevOps Guru を有効にします。これがデフォルトです。このオプションを選択す
ると、 DevOps Guru は Amazon RDS データベースを含むAWS アカウント、AWSAWS リージョンお
よび内のサポートされているすべてのリソースを分析します。

• DevOpsGuru for RDS のAWS CloudFormationスタックを指定します。

詳細については、「を使用するAWS CloudFormationスタックしてリソースを識別する DevOpsGuru ア
プリケーション (p. 39)」を参照してください。

• Amazon RDS リソースのタグ付け

タグは、ユーザーが AWS リソースに割り当てるカスタム属性ラベルです。タグを使用して、アプリ
ケーションを構成する AWS リソースを識別します。その後、タグでインサイトをフィルターして、ア
プリケーションによって作成されたインサイトのみを表示できます。アプリケーション内の Amazon 
RDS リソースによって生成されたインサイトのみを表示するには、Devops-guru-rds のような値
を Amazon RDS リソースタグに追加します。詳細については、「タグを使用してリソースを識別する 
DevOpsGuru アプリケーション (p. 36)」を参照してください。

Amazon RDS コンソールから DevOps Guru モニタリングを有効にするには、「RDS コンソールで 
DevOps Guru を有効にする」を参照してください。Amazon RDS コンソールから DevOps Guru を有効
にするには、タグを使用する必要があることに注意してください。タグの詳細については、「the section 
called “タグを使用してアプリケーションのリソースを特定する” (p. 36)」を参照してください。

Amazon RDS 異常を分析する
DevOpsGuru for RDS がダッシュボードでパフォーマンスの異常を公開するときは、一般的に、以下のス
テップを実行します。

1. DevOpsGuru ダッシュボードでインサイトを表示します。 DevOpsRDS の Guru は、事後対応型と事前
対応型の両方のインサイトを報告します。

詳細については、「インサイトを表示する (p. 29)」を参照してください。
2. AWS/RDS リソースの異常を表示します。

詳細については、事後対応型異常を表示する (p. 29)および異常を表示する (p. 32)を参照してくだ
さい。

3. DevOpsGuru for RDS のレコメンデーションに対応します。

詳細については、「 推奨事項への対応 (p. 33)」を参照してください。
4. DB インスタンスのヘルスをモニタリングして、解決されたパフォーマンスの問題が再発しないように

します。
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詳細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Amazon Aurora DB クラスターのメトリックスの
モニタリング」と、Amazon RDS ユーザーガイドの「Amazon RDS インスタンスのメトリックスのモ
ニタリング」を参照してください。

インサイトを表示する
DevOpsGuru コンソールのインサイトページにアクセスして、事後対応型と事前対応型のインサイトを見
つけてください。そこから、リストからインサイトを選択すると、指標、推奨事項、およびインサイトに
関する詳細情報の詳細ページを表示できます。

インサイトを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/devops-guru/ で Amazon DevOps Guru コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインを開き、[Insights] (インサイト) を選択します。
3. 「リアクティブ」タブを選択してリアクティブなインサイトを表示するか、「プロアクティブ」を選

択してプロアクティブなインサイトを表示します。
4. インサイトの名前を選択し、ステータスと重要度で優先順位を付けます。

詳細なインサイトページが表示されます。

事後対応型異常を表示する
インサイト内で Amazon RDS リソースの異常を表示します。リアクティブインサイトページの「集計指
標」セクションでは、異常のリストとそれに対応するタイムラインを表示できます。異常に関連するログ
グループとイベントに関する情報を表示するセクションもあります。リアクティブインサイトの因果アノ
マリーにはそれぞれ、アノマリーに関する詳細が記載された対応するページがあります。

RDS 事後対応型異常の詳細な分析を表示する
この段階では、異常をドリルダウンして Amazon RDS DB インスタンスの詳細な分析とレコメンデーショ
ンを取得します。

詳細分析は、Performance Insights がオンになっている Amazon RDS DB インスタンスでのみ使用できま
す。

異常の詳細ページにドリルダウンするには

1. インサイトページで、AWS/RDS リソースタイプの集計メトリクスを検索します。
2. [View details] (詳細を表示する) を選択します。

異常の詳細ページが表示されます。タイトルは「Database performance anomaly」(データベースパ
フォーマンスの異常) で始まり、名前はリソースを示します。コンソールでは、異常が発生した時期
に関係なく、重要性が最も高い異常がデフォルトで設定されます。

3. (オプション) 影響を受けるリソースが複数ある場合は、ページ上部にあるリストから別のリソースを
選択します。

以下は、詳細ページのコンポーネントの説明を示しています。

リソースの概要
詳細ページの上部セクションは [Resource overview] (リソースの概要) です。このセクションは、Amazon 
RDS DB インスタンスで発生するパフォーマンスの異常をまとめたものです。
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このセクションには、次のフィールドが含まれます。

• Resource name (リソース名) — 異常が発生している DB インスタンスの名前。この例では、リソース名
は prod_db_678 です。

• DB engine (DB エンジン) — 異常が発生している DB インスタンスの名前。この例では、エンジンは
Aurora MySQL です。

• Anomaly severity (異常の重要性) — インスタンスに対する異常による悪影響の尺度。重要度は、高、中, 
および低です。

• Anomaly summary (異常の概要) — 問題の簡単な概要。一般的な概要は、Unusually high DB load (異常
に高い DB 負荷) です。

• Start time (開始時間) と End time (終了時間) – 異常が開始および終了したとき。終了時間が [Ongoing] 
(進行中) の場合、異常が引き続き発生しています。

• Duration (期間) — 異常動作の持続時間。この例では、異常は進行中であり、3 時間 2 分間発生していま
す。

プライマリメトリクス
プライマリメトリクスセクションは、インサイト内の最上位レベルの異常である因果異常の概要が表示さ
れます。因果異常は、DB インスタンスが経験する一般的な問題と考えることができます。

左側のパネルには、問題の詳細が表示されます。この例では、概要には次の情報が含まれます。

• データベース負荷 (DB 負荷) — データベース負荷の問題としての異常の分類。Performance Insights の
対応するメトリクスは DBLoad です。この指標は、Amazon CloudWatch にも発行されます。

• db.r5.4xlarge — DB インスタンスクラス。vCPUs の数 (この例では 16) は、平均アクティブセッション 
(AAS) チャートの点線に対応します。

• 24 (6x スパイク) — インサイトで報告された時間間隔中の平均アクティブセッション (AAS) で測定され
た DB 負荷。したがって、異常期間中の任意の時点で、データベースで平均 24 のセッションがアクティ
ブだったことがわかります。DB 負荷は、このインスタンスの通常の DB 負荷の 6 倍です。

• 一般的に最大 4 の DB 負荷 — 一般的なワークロードにおける AAS 単位で測定された DB 負荷のベー
スライン。4 の値は、通常の操作中に、データベース上で任意の時点で平均 4 以下のセッションがアク
ティブであることを意味します。
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デフォルトでは、負荷チャートは待機イベントによってスライスされます。つまり、チャート内の各バー
について、最大の色付き領域は、総 DB 負荷に最も寄与している待機イベントを表します。グラフには、
課題が開始された時刻 (赤色) が表示されます。バー内で最も多くのスペースを占める待機イベントに注目
します。

• CPU
• IO:wait/io/sql/table/handler

上記の待機イベントは、この Aurora MySQL データベースでは通常よりも多く表示されます。Amazon 
Aurora で待機イベントを使用してパフォーマンスをチューニングする方法については、Amazon Aurora 
ユーザーガイドの「Aurora MySQLの待機イベントでのチューニング」そして「AuroraPostgreSQLの待
機イベントでのチューニング」を参照してください。RDS for PostgreSQL の待機イベントを使用してパ
フォーマンスをチューニングする方法については、Amazon RDS ユーザーガイドの「PostgreSQLの待機
イベントでのチューニング」を参照してください。

関連メトリクス
[Related metrics] (関連メトリクス) セクションには、因果異常内の特定の検出内容であるコンテキスト異
常がリストされます。これらの検出内容は、パフォーマンスの問題に関する追加情報を提供します。

[Related metrics] (関連メトリクス) テーブルには 2 つの列 (メトリクス名およびタイムライン (UTC)) があ
ります。テーブルの個々の行は、特定のメトリクスに対応します。

各行の最初の列には、次の情報が含まれます。

• ## – メトリクスの名前。最初の行は、タスクを実行している CPU としてメトリクスを識別します。
• Currently (現在) — メトリクスの現在の値。最初の行では、現在の値は 162 プロセス (3x) です。
• 通常 — このデータベースが正常に機能している場合のこのメトリックのベースライン。 DevOpsGuru 

for RDS は、ベースラインを 1 週間の履歴 95 パーセンタイル値として計算します。最初の行は、通常 
56 のプロセスが CPU で実行されていることを示します。

• Contributing to (寄与) — このメトリクスに関連付けられている検出結果。最初の行では、タスクを実行
中の CPU メトリクスは、CPU 容量超過異常に関連付けられています。

Timeline (タイムライン) 列には、メトリクスの折れ線グラフが表示されます。網掛け領域は、 DevOps 
Guru for RDS が検出を重要度が高いと指定した時間間隔を示します。
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分析とレコメンデーション
因果異常が全体的な問題を説明するのに対し、コンテキスト異常は調査を必要とする特定の検出結果を示
します。各結果は、関連するメトリクスのセットに対応します。

次の例の [Analysis and recommendations] (分析とレコメンデーション) セクションには、高 DB 負荷異常
に 2 つの検出結果があります。

このテーブルには、次の列があります。

• Anomaly (異常) — このコンテキスト異常の全般的な説明。この例では、最初の異常は高負荷待機イベン
トで、2 番目の異常は CPU 容量超過です。

• Analysis (分析) — 異常の詳細な説明。

最初の異常では、3 つの待機タイプが DB 負荷の 90% に寄与しています。2 番目の異常では、CPU 実
行キューが 150 を超えています。これは、任意の時点で 150 を超えるセッションが CPU 時間を待って
いたことを意味します。CPU 使用率は 97% を超えています。つまり、問題が発生している間、CPU は 
97% のビジー状態でした。したがって、CPU はほぼ継続的に占有され、平均 150 のセッションが CPU 
で実行されるのを待機していました。

• Recommendations (レコメンデーション) — 異常に対して提案されたユーザー対応。

最初の異常では、 DevOps Guru for RDS は、cpu待機イベントと待機イベントを調査することを推奨し
ていますio/table/sql/handler。これらのイベントに基づいてデータベースのパフォーマンスを調
整する方法については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「cpu」と「io/table/sql/handler」を参照して
ください。

2 番目の異常では、 DevOps Guru for RDS は 3 つの SQL ステートメントを調整して CPU 消費量を減
らすことを推奨しています。リンクにカーソルを合わせると、SQL テキストが表示されます。

• Related metrics (関連メトリクス) — 異常の特定の測定値を示すメトリクス。これらのメトリックスの詳
細については、Amazon Aurora ユーザーガイドの「Amazon Aurora のメトリックスリファレンス」ま
たは Amazon RDS ユーザーガイドの「Amazon RDS のメトリックスリファレンス」を参照してくださ
い。

最初の異常では、 DevOps Guru for RDS は、DB 負荷をインスタンスの最大 CPU と比較することを
推奨しています。2 番目の異常では、レコメンデーションは、CPU 実行キュー、CPU 使用率、および 
SQL 実行率を確認することです。

異常を表示する
インサイト内で Amazon RDS リソースの異常を表示できます。プロアクティブなインサイトはそれぞ
れ、1つのプロアクティブな異常に関する詳細を提供します。プロアクティブなインサイトページでは、イ
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ンサイトの概要、異常に関する詳細な指標、future 問題を防ぐための推奨事項を確認できます。プロアク
ティブ・アノマリーを確認するには、プロアクティブ・インサイトページにアクセスしてください。

インサイト 概要
インサイトの概要セクションには、インサイトが作成された理由の詳細が記載されています。インサイト
の重要度、異常の説明、異常が発生した時間枠が表示されます。また、 DevOps Guruによって検出された
影響を受けるサービスとアプリケーションの数も一覧表示されます。

メトリクス
メトリックセクションには、異常のグラフが表示されます。各グラフには、リソースのベースライン動作
によって決定されるしきい値と、異常発生時から報告された指標のデータが表示されます。

集約リソースに関する推奨事項
このセクションでは、報告された問題が大きな問題になる前に軽減するために実行できるアクション
を提案します。実行できるアクションは、「推奨カスタム変更」列に表示されます。推奨事項の背後に
ある理論的根拠は、「 DevOps Guruがこれを推奨する理由」に記載されています。 コラム。レコメン
デーションへの対応方法の詳細については、「」を参照してくださいthe section called “ 推奨事項への対
応” (p. 33)。

推奨事項への対応
レコメンデーションは、インサイト内で最も重要な部分です。この分析の段階では、ユーザーはパフォー
マンスの問題を解決するためのアクションを起こします。通常、次のステップを実行します。

1. 報告されたパフォーマンスの問題が実際の問題を示しているかどうかを判断します。

場合によっては、問題が予期されていることや問題が良性であることがあります。例えば、テストデー
タベースに極端な DB 負荷がかかる場合、 DevOps Guru for RDS は負荷をパフォーマンスの異常とし
て報告します。ただし、テストの結果は予期されているので、この異常を解決する必要はありません。

問題への対処が必要であると判断した場合は、次のステップに進みます。
2. 推奨事項を実装するかどうかを決定します。

推奨事項の表には、推奨されるアクションが列に表示されます。事後対応型のインサイトについては、
こちらがリアクティブアノマリー詳細ページの「おすすめ事項」列です。プロアクティブなインサイト
については、こちらがプロアクティブインサイトページの「推奨カスタム変更」列です。

DevOpsGuru for RDS には、問題が発生する可能性のあるシナリオを網羅した推奨事項のリストが掲載
されています。このリストを確認した上で、どの推奨事項が現在の状況により適しているかを判断し、
それを適用することを検討してください。レコメンデーションが状況に合っている場合は、次のステッ
プに進みます。そうでない場合は、残りの手順をスキップして、手動で問題を解決してください。

3. 推奨されるアクションを実行します。

DevOpsGuru for RDS は、次のいずれかを実行することをお勧めします。
• 具体的な是正措置を実行します。

例えば、 DevOps Guru for RDS は、CPU 容量のアップグレード、アプリケーションプールの設定の
調整、またはパフォーマンススキーマの有効化を推奨する場合があります。

• 問題の原因を調査します。

通常、 DevOps Guru for RDS は、特定の SQL ステートメントまたは待機イベントを調べることを推
奨します。例えば、レコメンデーションは待機イベント io/table/sql/handler の調査であるこ
とがあります。「Amazon Auroraユーザーガイド」の「Aurora PostgreSQLの待機イベントを使用し
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たチューニング」および「AuroraMySQLの待機イベントを使用したチューニング」にリストされてい
る待機イベントを参照してください。次に、推奨されるアクションを実行します。

Important

本稼働インスタンスの修正前に、各変更の影響を完全に把握できるように、テストインスタ
ンスでの変更のテストをお勧めします。このようにして、変更の影響を理解します。
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との統合 CodeGuru プロファイラー
このセクションでは、Amazon DevOps Guru が Amazon とどのように統合されるかについての概要を説明
します。 CodeGuru プロファイラ。レコメンデーションは、 CodeGuru DevOps Guru コンソールに表示
されるインサイト

Amazon DevOps Guru は、Amazon と統合します CodeGuru プロファイラ EventBridge マネージドルー
ルです。 CodeGuru プロファイラは、EventBridge にイベントを送信します。マネージルールは、デ
フォルトのイベントバスで送信されるイベントをルーティングします。からの各インバウンドイベント 
CodeGuru プロファイラは、プロアクティブな異常レポートです。詳細については、「」を参照してくだ
さい。EventBridge の使用 CodeGuru プロファイラー。

DevOps Guru は EventBridge でインバウンドイベントをサポートしています。イベントは、DevOps Guru 
が特定したレコメンデーションの変更を示します。 CodeGuru Profiler は 24 時間ごとにハートビートイベ
ントを送信し、イベントの継続性を示します。イベント運ぶ CodeGuru プロファイラー推奨情報、および
コンピューティングリソースのメタデータ。イベントライフサイクルの詳細については、を参照してくだ
さい。アマゾン EventBridge イベント。

DevOps Guru をセットアップすると、DevOps Guru は EventBridge アカウント内の管理ルールは、別の
サービスからイベントをルーティングします。このルールは、DevOps Guru にルーティングします。イン
バウンドイベントが発生すると、通知が送信されます。

イベントバスは DevOps Guru などのソースからイベントを受け取り、そのイベントバスに関連付けられ
たルールにルーティングします。イベントバスの詳細については、「」を参照してください。イベントバ
ス。

一部のパラメータの詳細については、「」を参照してください。Amazon EventBridge イベント。

の受領 CodeGuru DevOps Guru のプロファイラーのインサイトには、次のものが必要です。

• CodeGuru Profiler を有効にする必要があります。有効化の詳細については CodeGuru プロファイラ、
「」を参照してください。のセットアップ CodeGuru プロファイラー。

• DevOps Guru を有効にする必要があります。DevOps Guru を有効にする方法については、を参照して
ください。DevOps Guru を有効にする。

• 同じリソースは、両方の同じリージョンで監視する必要があります CodeGuru プロファイラーと 
DevOps Guru.
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を使用してアプリケーションを定義
するAWSリソース

アマゾン DevOpsGuru は、カバレッジ境界内にあるリソースをグループ化し、運用上のインサイトのため
に分析するリソースを指定します。リソースは、AWS CloudFormation スタック内のリソースごと、また
はタグ付きのリソースごとにおグループ化されます。スタックまたはタグを選択します。 DevOpsGuru。
スタックまたはタグは後で更新することもできます。リソースグループをアプリケーションと考えること
をお勧めします。例えば、モニタリングアプリケーションに使用するすべてのリソースが 1 つのスタック
で定義されている場合があります。データベースアプリケーションで使用するすべてのリソースに同じタ
グを追加することもできます。DevOpsGuru は分析します。コレクション内のすべてのリソースは、この
境界内にあります。アカウント内のリソースコレクションに含まれていないリソースは、境界外にあるの
で分析されません。サポートされるサービスとリソースの詳細については、アマゾン DevOpsGuru 料金
表。

アプリケーションのリソースを含むカバレッジ境界は、3 つの方法で定義できます。

• AWS アカウントとリージョン内のサポートされているすべての AWS リソースを指定します。この場
合、アカウントとリージョンがリソースの境界になります。このオプションでは、 DevOpsGuru は、
アカウントとリージョン内のすべてのリソースを分析します。1 つのスタックにあるすべてのリソース
は 1 つのアプリケーションにグループ化されます。スタックにないリソースは、そのリソースのアプリ
ケーションにグループ化されます。

• AWS CloudFormation スタックを使用してアプリケーションのリソースを指定します。スタックに
は、AWS CloudFormation を使用して生成されたリソースが含まれます。In (イン) DevOpsGuru、アカ
ウント内のスタックを選択します。選択した各スタックのリソースは、1 つのアプリケーションにグ
ループ化されます。スタック内のすべてのリソースが DevOps洞察の達人。

• AWS タグを使用してアプリケーションのソースを指定します。1 つの AWS タグには 1 つのキーと 1 つ
の値 が含まれます。In (イン) DevOps達人、タグを一つ選んでキーオプションで 1 つ、または複数のオ
プションを選択します値それと対になっているキー。値を使用して、リソースをアプリケーションにグ
ループ化できます。

詳細については、AWS DevOpsGuruでの分析範囲の更新 (p. 43)を参照してください。

トピック
• タグを使用してリソースを識別する DevOpsGuru アプリケーション (p. 36)
• を使用するAWS CloudFormationスタックしてリソースを識別する DevOpsGuru アプリケーショ

ン (p. 39)

タグを使用してリソースを識別する DevOpsGuru 
アプリケーション

タグを使用して識別できますAWSAmazonが使用するリソースは DevOpsGuru は分析します。タグ
のキーを使用してリソースを識別し、そのキーと一緒に値を使用してリソースをアプリケーションに
グループ化します。例えば、リソースにキー devops-guru-applications をタグ付けすると、そ
のキーを別の値とともに各アプリケーションに対して使用できます。タグのキーと値のペアdevops-
guru-applications/database、devops-guru-applications/cicd, および devops-guru-
applications/monitoring を使用して、アカウント内の 3 つのアプリケーションを特定できます。各
アプリケーションは、同じタグキーと値のペアを含む関連リソースで構成されます。リソースへのタグの
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タグとは

追加は、リソースが属する AWS のサービスを使用して行います。詳細については、「追加AWSにタグを
付けるAWSリソース (p. 38)」を参照してください。

アプリケーションのリソースにタグを追加した後、インサイトを生成したリソースのタグでインサイ
トをフィルターできます。タグを使用してインサイトをフィルターする方法の詳細については、「
DevOpsGuru の表示 (p. 17)」を参照してください。

サポートされるサービスとリソースの詳細については、アマゾン DevOpsGuru 料金表。

トピック
• AWS タグとは (p. 37)
• の定義 DevOpsタグを使用するGuru アプリケーション (p. 37)
• リソースを識別するリソースを識別するタグを選択する DevOps分析するGuru (p. 38)
• 追加AWSにタグを付けるAWSリソース (p. 38)

AWS タグとは
タグを使用すると、AWS リソースの特定と整理に役立ちます。多くの AWS のサービスではタグ付けが
サポートされるため、さまざまなサービスからリソースに同じタグを割り当てて、リソースの関連を示す
ことができます。例えば、AWS Lambda 関数に割り当てたタグと同じタグを Amazon DynamoDB テーブ
ルリソースに割り当てることができます。タグの使用の詳細については、「タグ付けのベストプラクティ
ス」ホワイトペーパーを参照してください。

各 AWS タグは 2 つの部分で構成されます。

• タグキー (例: CostCenter、Environment、Project、Secret)。タグキーでは、大文字と小文字が
区別されます。

• タグ値として知られるオプションのフィールド (例、 111122223333、Production、チーム名など)。
タグ値を省略すると、空の文字列を使用した場合と同じになります。タグキーと同様に、タグ値でも大
文字と小文字が区別されます。

これらは総称的にキーと値のペアと呼ばれます。

の定義 DevOpsタグを使用するGuru アプリケーショ
ン
Amazon を定義するには DevOpsタグを使用するGuru アプリケーション。タグを追加してAWSアプリ
ケーションを構成するアカウントのリソースです。タグには 1 つのキーと 1 つの値が含まれます。それ
ぞれにタグを追加することをお勧めしますAWSリソース分析者DevOps同じようなグルキー。リソース
をアプリケーションにグループ化するには、タグで別の値を使用します。例えば、キー devops-guru-
analysis-boundary を持つタグをカバレッジ境界内のすべての AWS に割り当てることができます。別
の値とそのキーをともに使用して、アカウント内のアプリケーションを識別します。これらのアプリケー
ションには、値 containers、database、および monitoring を使用できます。詳細については、
「AWS DevOpsGuruでの分析範囲の更新 (p. 43)」を参照してください。

AWS タグを使用して分析対象のリソースを指定するには、1 つのキーを含むタグを使用できます。タグ
のキーは任意値とペアにすることができます。該当するキーを含むリソースを運用アプリケーションにグ
ループ化するには、値を使用します。

Important

リソースカバレッジを定義するために使用したタグ内のキーに使用する文字列は、プレフィッ
クス Devops-guru- で始まる必要があります。タグキーは DevOps-Guru-deployment-
application または devops-guru-rds-application の可能性があります。を作成すると
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分析するリソースを識別する分析するリソースを識別する

きキー、の文字の大文字と小文字キー何を選んでも構いません。を作成したらキー、大文字と小
文字が区別されます。例: DevOps達人は一緒に働くキー名前付きdevops-guru-rdsとキー名前
付きDevOps-Guru-RDS、これらは2つの異なる役割を果たしますキー。アプリケーションで使
用できるキーと値のペアは、Devops-Guru-production-application/RDS または Devops-
Guru-production-application/containers であることがあります。

リソースを識別するリソースを識別するタグを選択す
る DevOps分析するGuru
を指定します。AWSを識別するタグAWS欲しいリソース Amazon DevOps分析する達人。これらのリソー
スは、リソースカバレッジの境界です。1 つのキーと値 (複数可) を選択できます。値は必ずしも選択する
必要はありません。

タグを選択するには

1. アマゾンを開く DevOpsGuru コンソールでhttps://console.aws.amazon.com/devops-guru/。
2. ナビゲーションペインを開き、[設定] を展開します。
3. [Analyzed resources] (分析されたリソース) で [Edit] (編集) を選択します。
4. 選択してくださいタグもし欲しければ DevOpsGuru は、選択したタグを含むすべてのリソースを解析

します。[キー] を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。

• All resources with this tag key (このタグキーを持つすべてのリソース) — タグの値に関係なく、こ
のキーがあるタグを持つすべてのリソースが分析され、アプリケーションにグループ化されます。

• 特定のタグ値を選択する— が付けられたタグを含むすべてのリソースキーあなたが選んだ、そして
そのうちの一つ値選択したものは分析されます。 DevOpsGuru は、タグによってリソースをアプリ
ケーションにグループ化します。値。

タグのキーは、プレフィックス devops-guru- で始まる必要があります。このプレフィックス
では大文字と小文字は区別されません。例えば、有効なキーは DevOps-Guru-Production-
Applications です。詳細については、「タグを使用してリソースを識別する DevOpsGuru アプリ
ケーション (p. 36)」を参照してください。

5. [保存] を選択します。

追加AWSにタグを付けるAWSリソース
各リソースが属する AWS サービス、または AWS タグエディタを使用して、リソースにタグを追加でき
ます。

• リソースのサービスを使用してタグを管理するには、コンソール、AWS Command Line Interface、また
はリソースが属するサービスの SDK を使用します。たとえば、Amazon Kinesis ストリームリソースま
たは Amazon にタグを付けることができます。 CloudFront 配布資源。タグ付けできるリソースを含む
サービスの例を 2 つ紹介します。ほとんどのリソースはDevOpsGuru はサポートタグを解析できます。
詳細については、次を参照してください。ストリームをタグ付けする()Amazon Kinesis デベロッパーガ
イドそしてディストリビューションのタグ付け()アマゾン CloudFront デベロッパーガイド。タグを他の
タイプのリソースに追加する方法については、該当する AWS のサービスのユーザーガイドまたはデベ
ロッパーガイドを参照してください。

• AWS タグエディターを使用して、リージョン内のリソースごと、または特定の AWS のサービス内の
リソースごとにタグを管理することができます。詳細については、AWS Resource Groups とタグユー
ザーガイドの「タグエディタ」を参照してください。

リソースにタグを追加するときは、キーのみ、またはキーと値を追加できます。たとえば、を使用して
タグを作成できます。キー DevOpsあなたの一部であるすべてのリソースの一部であるすべてのリソー
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スタックを使用して内のリソースを識
別する DevOpsGuru アプリケーション

スについて DevOps アプリケーション。キー DevOps と値 RDS を含むタグを追加し、そのキーと値おペ
アをアプリケーション内の Amazon RDS リソースにのみ追加できます。これは、アプリケーション内の 
Amazon RDS リソースのみから生成されたインサイトをコンソールで表示する場合に便利です。

を使用するAWS CloudFormationスタックしてリ
ソースを識別する DevOpsGuru アプリケーション

以下を使用できますAWS CloudFormationスタックしてどれを指定するかAWS欲しい資源 DevOps分析す
る達人。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。選択したス
タック内のリソースによって DevOpsGuru 境界カバレッジ。選択したスタックごとに、サポートされてい
るリソースの運用データが異常な動作について分析されます。これらの問題は関連する異常に分類され、
インサイトが作成されます。各インサイトには、問題に対処するのに役立つレコメンデーションが含まれ
ています。最大 1,000 個のスタックを指定できます。詳細については、AWS CloudFormation ユーザーガ
イドの「スタックの操作」と「AWS DevOpsGuruでの分析範囲の更新 (p. 43)」を参照してください。

スタックを選択したら、 DevOpsGuru は即座に追加したリソースの分析を開始します。スタックからリ
ソースを削除すると、そのリソースは分析されなくなります。

持っていることを選択した場合 DevOpsGuru はアカウント内のサポートされているすべてのリソース
を分析する (つまり、AWSアカウントとリージョンはあなたのものです DevOps達人取材境界)、じゃあ 
DevOpsGuru は、スタック内のリソースを含め、アカウント内のサポートされているすべてのリソースを
分析して分析します。スタックにないリソースの異常から作成されたインサイトは、アカウントレベルで
グループ化されます。スタックに含まれるリソースの異常から作成されたインサイトは、スタックレベ
ルでグループ化されます。詳細については、「異常行動がインサイトにグループ化される仕組み (p. 20)」
を参照してください。

スタックの選択 DevOps分析するGuru
変更するリソースを指定します。 DevOps選んで分析する達人AWS CloudFormationそれらを作るスタッ
ク。この操作は、AWS Management Console または SDK を使用して行うことができます。

トピック
• スタックの選択 DevOps分析するGuru (コンソール) (p. 39)
• スタックの選択 DevOps分析する達人 (DevOpsGuru SDK) (p. 40)

スタックの選択 DevOps分析するGuru (コンソール)
コンソールを使用して AWS CloudFormation コンソールを追加できます。

分析するリソースを含むスタックを選択するには

1. アマゾンを開く DevOpsGuru のコンソールhttps://console.aws.amazon.com/devops-guru/。
2. ナビゲーションペインを開き、[設定] を選択します。
3. In (イン)DevOpsGuru の分析カバレッジ、選択してください管理。
4. 選択してくださいCloudFormation スタックもし欲しければ DevOps選択したスタック内のリソース

を分析するには、[Guru] (Guru) が選択したリソースを分析し、次のいずれかのオプションを選択しま
す。

• [すべてのリソース] — アカウント内のスタックにあるすべてのリソースが分析されます。各スタッ
クのリソースは、そのアプリケーションにグループ化されます。スタックにないアカウント内のリ
ソースは分析されません。
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分析するスタックの選択

• スタックの選択— 変更するスタックの選択 DevOps分析する達人。選択した各スタックのリソース
は、そのアプリケーションにグループ化されます。スタックの名前を [Find stacks] (スタックの検
索) を入力すると、特定のスタックをすばやく特定できます。最大 1,000 個のスタックを選択でき
ます。

5. [Save] (保存) を選択します。

スタックの選択 DevOps分析する達人 (DevOpsGuru SDK)
を指定するにはAWS CloudFormationアマゾンを使ったスタック DevOps達人SDK、
使ってUpdateResourceCollection方法。詳細については、次を参照してくださ
い。UpdateResourceCollection()アマゾン DevOpsGuru API リファレンス。
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DevOpsGuru のイベント

アマゾンとの連携 EventBridge
Amazon DevOps Guru は Amazon EventBridge と統合して、インサイトおよび対応するインサイトの更新
に関連する特定のイベントを通知します。AWSサービスからのイベントは、 EventBridge ほぼリアルタイ
ムにに提供されます。どのイベントに興味があるのか、イベントがルールに一致した場合にどのように自
動的に実行するアクションをとるのか簡単なルールを指定して書き込みすることができます。自動的に開
始できるアクションには、以下の例が含まれます。

• AWS Lambda 関数の呼び出し
• Amazon Elastic Compute Cloud 実行コマンドの呼び出し
• Amazon Kinesis Data Streams へのイベントの中継
• Step Functions ステートマシンのアクティブ化
• Amazon SNS トピックまたは Amazon SQS キューの通知

以下の事前定義済みパターンを選択してイベントをフィルターすることや、カスタムパターンを作成して
サポートされる AWS リソースでアクションを開始することができます。

• DevOps Guru の新しいインサイトがオープン)
• DevOps Guru の新しい異常の関連
• DevOps Guru Insight Severity Upgrade
• DevOps Guru の新しいレコメンデーション作成済み)
• DevOps Guru のインサイトがクローズド

DevOpsGuru のイベント
このセクションでは、 DevOps Guru からのイベント例を示します。イベントは、ベストエフォートベー
スで出力されます。イベントパターンの詳細については、「Amazon 入門」 EventBridge または「Amazon 
EventBridge  イベントパターン」を参照してください。

DevOpsGuru新しいインサイトオープンイベント
DevOps Guru が新しいインサイトを開くと、次のイベントが送信されます。

{     
    "version" : "0", 
    "id" : "08108845-ef90-00b8-1ad6-2ee5570ac6c4", 
    "detail-type" : "DevOps Guru New Insight Open", 
    "source" : "aws.devops-guru", 
    "account" : "123456789012", 
    "time" : "2021-11-01T17:06:10Z", 
    "region" : "us-east-1", 
    "resources" : [ ], 
    "detail" : { 
      "insightSeverity" : "high", 
      "insightDescription" : "ApiGateway 5XXError Anomalous In Stack TestStack", 
      "insightType" : "REACTIVE", 
      "anomalies" : [ 
        { 
          "startTime" : "1635786000000", 
          "id" : "AL41JDFFQPYlZlXD8cpREkAAAAF83HGGgC9TmTr9lbfJ7sCiISlWMeFCbHY_XXXX", 
          "sourceDetails" : [ 
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重要度の高い新しいInsight用のカ
スタムサンプルイベントパターン

            { 
              "dataSource" : "CW_METRICS", 
              "dataIdentifiers" : { 
                "period" : "60", 
                "stat" : "Average", 
                "unit" : "None", 
                "name" : "5XXError", 
                "namespace" : "AWS/ApiGateway", 
                "dimensions" : [ 
                  { 
                    "name" : "ApiName", 
                    "value" : "Test API Service" 
                  }, 
                  { 
                    "name" : "Stage", 
                    "value" : "prod" 
                  } 
                ] 
              } 
            } 
          ] 
        } 
      ], 
      "accountId" : "123456789012", 
      "messageType" : "NEW_INSIGHT", 
      "insightUrl" : "https://us-east-1.console.aws.amazon.com/devops-guru/#/insight/
reactive/AIYH6JxdbgkcG0xJmypiL4MAAAAAAAAAL0SLEjkxiNProXWcsTJbLU07EZ7XXXX", 
      "startTime" : "1635786120000", 
      "insightId" : "AIYH6JxdbgkcG0xJmypiL4MAAAAAAAAAL0SLEjkxiNProXWcsTJbLU07EZ7XXXX", 
      "region" : "us-east-1" 
    } 
  },

重要度の高い新しいInsight用のカスタムサンプルイベ
ントパターン
ルールでは、イベントパターンを使用してイベントを選択し、ターゲットに振り分けます。このセクショ
ンでは、 DevOps Guru イベントパターンの例を示します。

{ 
  "source": [ 
    "aws.devops-guru" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "DevOps Guru New Insight Open" 
  ], 
  "detail": { 
    "insightSeverity": [ 
         "high" 
         ] 
  }
}
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管理アカウントの更新

DevOpsGuru 設定の更新
次の Amazon DevOps Guru 設定を更新できます。

• DevOpsGuru のカバレッジ。アカウント内で分析するリソースを決定します。
• ジョブの通知。重要な DevOps Guru イベントについて通知するために使用する Amazon Simple 

Notification Service トピックを決定します。
• AWS Systems Manager 統合。 OpsCenter 新しいインサイトごとに Systems Manager OpsItem でを作

成するかどうかを決定します。

トピック
• 管理アカウント設定の更新 (p. 43)
• AWS DevOpsGuruでの分析範囲の更新 (p. 43)
• DevOpsGuru の通知を更新する (p. 43)
• DevOpsGuruの通知をフィルタリングする (p. 46)
• DevOpsGuruAWS Systems Manager でのインテグレーションの更新 (p. 48)

管理アカウント設定の更新
組織のアカウントに DevOps Guru を設定できます。委任管理者が登録されていない場合は、委任管理者
を登録できます。委任された管理者の登録の詳細については、「DevOpsGuru を有効にする」を参照して
ください。

AWS DevOpsGuruでの分析範囲の更新
アカウント内で DevOps Guru で分析するAWSリソースを更新できます。これを行うには、コンソールの
「分析済みリソース」ページに移動し、「編集」 を選択します。詳細については、「分析したリソースを
表示する (p. 54)」を参照してください。

DevOpsGuru の通知を更新する
重要な Amazon DevOps Guru イベントについて通知するために使用する Amazon Simple Notification 
Service トピックを設定します。自分のアカウントの既存のトピック名のリストから選択する、 DevOps 
GuruAWS によってアカウントに作成される新しいトピックの名前を入力する、AWSまたは使用している
リージョンの任意のアカウントの既存のトピックの Amazon リソースネーム (ARN) を入力することがで
きます。自分のアカウントにないトピックの ARN を指定する場合は、IAM ポリシーを追加して、DevOps 
Guru がそのトピックにアクセスするためのアクセス許可を付与する必要があります。詳細については、
「Amazon SNS トピックのアクセス許可 (p. 86)」を参照してください。最大 2 つのトピックを追加で
きます。

DevOpsGuru は、次の更新について通知を送信します。

• 新しいインサイトの作成。
• インサイトへの新しい異常の追加。
• インサイトの重要度のアップグレード (Low または Medium から High)。
• インサイトのステータスの変更 (進行中から解決済み）。
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DevOpsGuru コンソールの通知設定に移動します

• インサイトに関するレコメンデーションの識別。

DevOpsまた、Guru アカウントにリソースを追加しようとしたときに、AWS CloudFormation選択したス
タックまたはタグキーが無効である場合にも、 DevOps Guru は通知を送信します。

問題に関するあらゆる種類の更新について Amazon SNS 通知を受け取るか、問題が開かれたとき、クロー
ズされたとき、または重要度が変わったときにのみ Amazon SNS 通知を受け取るかを選択できます。デ
フォルトでは、すべての更新の通知を受け取ります。

通知を更新するには、まず通知ページに移動してから、Amazon SNS 通知トピックの設定を追加、削除、
または更新するかどうかを選択します。

トピック
• DevOpsGuru コンソールの通知設定に移動します (p. 44)
• DevOpsGuru コンソールに Amazon SNS 通知トピックを追加する (p. 44)
• DevOpsGuru コンソールでの Amazon SNS 通知トピックの削除 (p. 45)
• Amazon SNS 通知設定の更新 (p. 45)
• Amazon SNS トピックに追加されたアクセス許可 (p. 45)

DevOpsGuru コンソールの通知設定に移動します
通知を更新するには、まず通知設定ページに移動する必要があります。

通知設定ページに移動するには

1. https://console.aws.amazon.com/devops-guru/ で Amazon DevOps Guru コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings(設定)] を選択します。
3. 通知をセットアップしていない場合、[SNS notifications] (SNS 通知)で、[Set up notifications] (通知の

セットアップ) を選択します。それ以外の場合は、[編集] を選択します。

DevOpsGuru コンソールに Amazon SNS 通知トピッ
クを追加する
DevOpsGuru コンソールに Amazon SNS 通知トピックを追加するには

1. the section called “ DevOpsGuru コンソールの通知設定に移動します” (p. 44).
2. Amazon SNS トピックを追加するには、次のいずれかを実行します。

• [Chose an existing SNS topic in your AWS account] (AWS アカウントの既存の SNS トピックを選
択) を選択します。次に、「AWSアカウントのトピックを選択」から、使用したいトピックを選択
します。

• [Create new SNS topic] (新しい SNS トピックを作成) を選択します。[Create a new topic] (新しい
トピックを選択) で新しいトピックの名前を入力します。

• [Use an SNS topic ARN to specify an existing account] (SNS トピック ARN を使用して既存のアカ
ウントを指定する) を選択します。[Enter an ARN for a topic] (トピックの ARN を入力) にトピック 
ARN を入力します。ARN はトピックの Amazon リソースネームです。別のアカウントのトピック
を指定できます。別のアカウントのトピックを使用する場合は、トピックにリソースポリシーを追
加する必要があります。詳細については、「Amazon SNS トピックのアクセス許可 (p. 86)」を
参照してください。

3. 2 番目のトピックを追加するには、[Add SNS topic] (SNS トピックを追加) を選択します。
4. [Save] (保存) を選択します。
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DevOpsGuru コンソールでの Amazon SNS 通知ト
ピックの削除
DevOpsGuru コンソールで Amazon SNS トピックを削除するには

1. the section called “ DevOpsGuru コンソールの通知設定に移動します” (p. 44).
2. [既存のトピックを選択] を選択します。
3. ドロップダウンメニューから、削除するトピックを選択します。
4. [Remove] (削除) を選択します。
5. [Save] (保存) を選択します。

Amazon SNS 通知設定の更新
DevOpsGuru の Amazon SNS 通知トピックには 2 種類の通知設定があります。すべての重要度レベルの
通知を受け取るか、重要度が「高」と「中」の通知のみを受け取るかを選択できます。あらゆる種類の更
新の通知を受け取るか、または一部の更新について通知を受け取るかを選択することもできます。

問題に関するあらゆる種類の更新について Amazon SNS 通知を受け取るように選択すると、 DevOps 
Guru は次の更新に関する通知を送信します。

• 新しいインサイトの作成。
• インサイトへの新しい異常の追加。
• インサイトの重要度のアップグレード (Low または Medium から High)。
• インサイトのステータスの変更 (進行中から解決済み）。
• インサイトに関するレコメンデーションの識別。

デフォルトでは、重要度レベルが「高」と「中」の通知のみを受け取り、あらゆる種類の更新に関する通
知を受け取ります。

Amazon SNS 通知トピックの通知設定を更新するには

1. the section called “ DevOpsGuru コンソールの通知設定に移動します” (p. 44).
2. [既存のトピックを選択] を選択します。
3. ドロップダウンメニューから、更新するトピックを選択します。
4. 重要度レベルが「高」、「中」、「低」の通知を受信するには「すべての重要度レベル」を選択

し、重要度レベルが「高」、「中」の通知を受信するには「高」と「中」を選択します。
5. [インサイトの更新時に通知する] を選択するか、インサイトが開いたり閉じたりしたとき、または重

要度レベルが [低] または [中] から [高] に変更されたときに [通知する] を選択します。
6. [Save] (保存) を選択します。

Amazon SNS トピックに追加されたアクセス許可
Amazon SNS トピックは、AWS Identity and Access Management (IAM) リソースポリシーに含まれるリ
ソースです。ここでトピックを指定すると、 DevOps Guru はリソースポリシーに次のアクセス許可を追
加します。

{ 
    "Sid": "DevOpsGuru-added-SNS-topic-permissions", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
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        "Service": "region-id.devops-guru.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "sns:Publish", 
    "Resource": "arn:aws:sns:region-id:topic-owner-account-id:my-topic-name", 
    "Condition" : { 
      "StringEquals" : { 
        "AWS:SourceArn": "arn:aws:devops-guru:region-id:topic-owner-account-
id:channel/devops-guru-channel-id", 
        "AWS:SourceAccount": "topic-owner-account-id" 
    } 
  }
}

DevOpsGuru がトピックを使用して通知を公開するには、これらのアクセス許可が必要です。トピックに
対するこれらのアクセス許可を使用しない場合は、それらのアクセス許可を安全に削除できます。トピッ
クはアクセス許可を削除する前と同じように機能し続けます。ただし、これらのアクセス許可を削除する
と、 DevOps Guru はトピックを使用して通知を生成できなくなります。

DevOpsGuruの通知をフィルタリングする
DevOpsGuru 通知は、Amazon SNS サブスクリプションフィルターポリシーによって、the section called 
“Amazon SNS 通知設定の更新” (p. 45)またはそれを使用してフィルタリングできます。

トピック
• Amazon SNS サブスクリプションフィルターポリシーによる通知のフィルター (p. 46)
• フィルター処理された Amazon DevOps Guru の Amazon SNS 通知の例 (p. 47)

Amazon SNS サブスクリプションフィルターポリシー
による通知のフィルター
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) サブスクリプションフィルターポリシーを作成し
て、Amazon DevOps Guru から受け取る通知の数を減らすことができます。

フィルターポリシーを使用して、受信する通知のタイプを指定します。次のキーワードを使用して 
Amazon SNS メッセージをフィルターできます。

• NEW_INSIGHT — 新しいインサイトが作成されたときに通知を受け取ります。
• CLOSED_INSIGHT — 既存のインサイトが閉じられたときに通知を受け取ります。
• NEW_RECOMMENDATION — インサイトから新しいレコメンデーションが作成されたときに通知を受け取

ります。
• NEW_ASSOCIATION — インサイトから新しい異常が検出されたときに通知を受け取ります。
• CLOSED_ASSOCIATION — 既存の異常が閉じられたときに通知を受け取ります。
• SEVERITY_UPGRADED — インサイトの重要度がアップグレードされたときに通知を受け取ります。

Amazon SNS サブスクリプションフィルターポリシーを作成する方法については、Amazon Simple 
Notification Service デベロッパーガイドの「Amazon SNS サブスクリプションフィルターポリシー」を参
照してください。フィルターポリシーで、ポリシーの MessageType でキーワードの 1 つを指定します。
例えば、Amazon SNS トピックがインサイトから新しい異常が検出された場合にのみ通知を配信するフィ
ルターは次のようになります。

{  
  "MessageType":["NEW_ ASSOCIATION"]  
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}

フィルター処理された Amazon DevOps Guru の 
Amazon SNS 通知の例
フィルターポリシーを使用して Amazon SNS トピックからの Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) 通知の例を次に示します。MessageType は NEW_ASSOCIATION に設定されているので、
インサイトから新しい異常が検出された場合にのみ通知を送信します。

{ 
  "Type" : "Notification", 
  "MessageId" : "9ff514ee-ba4a-515a-9298-4d6887a89c59", 
  "TopicArn" : "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:DevOpsGuru-insights-sns", 
  "Timestamp" : "2021-08-05T19:27:30.731Z", 
  "MessageAttributes" : {  
      "MessageType" : { 
          "Type":"String", 
          "Value":"NEW_ASSOCIATION" 
      }  
  }, 
  "Message" : { 
      "AccountId": "123456789012", 
      "Region": "us-east-1", 
      "MessageType": "NEW_ASSOCIATION", 
      "InsightId": "ADyf4FvaVNDzu9MA2-IgFDkAAAAAAAAAEGpJd5sjicgauU2wmAlnWUyyI2hiO5it", 
      "InsightDescription": "ThrottledRequests", 
      "StartTime": 1628767500000, 
      "Anomalies": [ 
        { 
          "Id": "AG2n8ljW74BoI1CHu-m_oAgAAAF7Ohu24N4Yro69ZSdUtn_alzPH7VTpaL30JXiF", 
          "StartTime": 1628767500000, 
          "SourceDetails": [ 
            { 
              "DataSource": "CW_METRICS", 
              "DataIdentifiers": { 
                "stat": "Sum", 
                "unit": "None", 
                "period": "60", 
                "ResourceId": "TaskRecords", 
                "namespace": "AWS/DynamoDB", 
                "name": "ThrottledRequests", 
                "ResourceType": "DynamoDB/Table", 
                "dimensions": "{\"TableName\":\"TaskRecords\",\"Operation\":\"BatchGetItem
\"}" 
              } 
            } 
          ] 
        } 
      ], 
      "awsInsightSource": "aws.devopsguru" 
  }
}
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DevOpsGuruAWS Systems Manager でのインテグ
レーションの更新

OpsItem で新しいインサイトごとに 1 のインサイトの作成を有効にできますAWS Systems Manager 
OpsCenter。OpsCenter 運用作業項目の表示、調査、レビューを行うことのできる一元的なシステムで
す (OpsItems)。 OpsItems インサイトの Fory Insightは、各インサイトの作成をトリガーした異常な動作
に対処する作業を管理するのに役立ちます。詳細については、AWS Systems Managerユーザーガイド
の「」AWS Systems Manager OpsCenterおよび「操作 OpsItem」を参照してください。

Note

のタグフィールドのキーまたは値を変更すると OpsItem、 DevOps Guru はそのタグフィール
ドのキーまたは値を変更することができません OpsItem。例えば、フォームのタグを変更す
ると、 DevOps Guru は変更できません OpsItem。 OpsItem "aws:RequestTag/DevOps-
GuruInsightSsmOpsItemRelated": "true"

Systems Manager の統合を管理するには

1. https://console.aws.amazon.com/devops-guru/ で Amazon DevOps Guru コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings(設定)] を選択します。
3. AWS Systems Manager統合では、Enable DevOps OpsCenter Guruを選択してインサイトごとにイン

を作成し、新しいインサイトごとにインを作成します。AWS OpstItem OpsItem このオプションを選
択しない場合、新しいインサイトごとに 1 OpsItem は作成されません。

OpsItems アカウントで作成に対して請求が発生します 詳細については、「AWS Systems Manager 料金
表」を参照してください。
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通知の表示
DevOpsGuruにはさまざまなタイプの通知があります。

トピック
• 新しい洞察 (p. 49)
• クローズド (p. 50)
• 新しい協会 (p. 51)
• 新しい推奨事項 (p. 52)
• 重要度 (p. 53)

このページのセクションには、各タイプの通知の例が示されています。

新しい洞察
新しい情報には、次の情報が含まれます。

{  
   "accountId":"123456789101",  
   "region":"eu-west-1",  
   "messageType":"NEW_INSIGHT",  
   "insightId":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",  
   "insightName": "Repeated Insight: ApiGateway 5XXError Anomalous In Application 
 CanaryCommonResources-123456789101-LogAnomaly-4",   
   "insightUrl":"https://eu-west-1.console.aws.amazon.com/devops-guru/insight/reactive/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",  
   "insightType":"REACTIVE",  
   "insightDescription":"DevOps Guru has detected this is a repeated insight. DevOps Guru 
 treats repeated insights as 'Low Severity'.",  
   "insightSeverity":"medium",  
   "startTime": 1680148920000,  
   "startTimeISO": "2023-03-30T04:02:00Z",  
   "anomalies":[  
      {  
         "id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",  
         "startTime": 1680148800000,  
         "startTimeISO": "2023-03-30T04:00:00Z",  
         "openTime": 1680148920000,  
         "openTimeISO": "2023-03-30T04:02:00Z",  
         "sourceDetails":[  
            {  
               "dataSource":"CW_METRICS",  
               "dataIdentifiers":{  
                  "name":"ApproximateAgeOfOldestMessage",  
                  "namespace":"AWS/SQS",  
                  "period":"60",  
                  "stat":"Maximum",  
                  "unit":"None",  
                  "dimensions":"{\"QueueName\":\"SampleQueue\"}"  
               }  
            }  
         ],  
         "associatedResourceArns":[  
            "arn:aws:sqs:eu-west-1:123456789101:SampleQueue"  
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         ]  
      }  
   ],  
   "resourceCollection":{  
        "cloudFormation":{  
            "stackNames":[  
                "SampleApplication"  
            ]  
        },  
   }  
}

クローズド
クローズド Insights の通知には、次の情報が含まれます。

{  
"accountId":"123456789101",  
   "region":"us-east-1",  
   "messageType":"CLOSED_INSIGHT",  
   "insightId":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",  
   "insightName": "DynamoDB table writes are under utilized in mock-stack",  
   "insightUrl":"https://us-east-1.console.aws.amazon.com/devops-guru/insight/proactive/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",  
   "insightType":"PROACTIVE",  
   "insightDescription":"DynamoDB table writes are under utilized",  
   "insightSeverity":"medium",  
   "startTime": 1670612400000,   
   "startTimeISO": "2022-12-09T19:00:00Z",   
   "endTime": 1679994000000,   
   "endTimeISO": "2023-03-28T09:00:00Z",  
   "anomalies":[  
      {  
         "id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEaaaaa",  
         "startTime": 1665428400000,   
         "startTimeISO": "2022-10-10T19:00:00Z",   
         "endTime": 1679986800000,   
         "endTimeISO": "2023-03-28T07:00:00Z",   
         "openTime": 1670612400000,   
         "openTimeISO": "2022-12-09T19:00:00Z",   
         "closeTime": 1679994000000,   
         "closeTimeISO": "2023-03-28T09:00:00Z",  
         "description":"Empty receives while messages are available",  
         "anomalyResources":[  
            {  
               "type":"AWS::SQS::Queue",  
               "name":"SampleQueue"  
            }  
         ],  
         "sourceDetails":[  
            {  
               "dataSource":"CW_METRICS",  
               "dataIdentifiers":{  
               "name":"NumberOfEmptyReceives",  
                  "namespace":"AWS/SQS",  
                  "period":"60",  
                  "stat":"Sum",  
                  "unit":"COUNT",  
                  "dimensions":"{\"QueueName\":\"SampleQueue\"}"  
               }  
            }  
         ],  

50



Amazon DevOps Guru ユーザーガイド
新しい協会

        "associatedResourceArn": [  
            "arn:aws:sqs:us-east-1:123456789101:SampleQueue"  
        ]  
      }  
   ],  
   "resourceCollection":{  
        "cloudFormation":{  
            "stackNames":[  
                "SampleApplication"  
            ]  
        }  
   }  
}

新しい協会
新規の通知には、次の情報が含まれます。

{  
"accountId":"123456789101",  
   "region":"eu-west-1",  
   "messageType":"NEW_ASSOCIATION",  
   "insightId":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",  
   "insightName": "Repeated Insight: Anomalous increase in Lambda ApigwLambdaDdbStack-22-
GetOneFunction duration due to increased number of invocations",     
   "insightUrl":"https://eu-west-1.console.aws.amazon.com/devops-guru/insight/reactive/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",  
   "insightType":"REACTIVE",  
   "insightDescription":"At March 29, 2023 22:02 GMT, Lambda function 
 ApigwLambdaDdbStack-22-GetOneFunction had\nan increased duration anomaly possibly caused 
 by the Lambda function invocation increase. DevOps Guru has detected this is a repeated 
 insight. DevOps Guru treats repeated insights as 'Low Severity'.",  
   "insightSeverity":"medium",  
   "startTime": 1680127200000,  
   "startTimeISO": "2023-03-29T22:00:00Z",  
   "anomalies":[  
      {  
         "id":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",  
         "startTime":1672945500000,  
         "startTimeISO": "2023-03-29T22:00:00Z",  
         "openTime": 1680127740000,  
         "openTimeISO": "2023-03-29T22:09:00Z",  
         "sourceDetails":[  
            {  
               "dataSource":"CW_METRICS",  
               "dataIdentifiers":{  
               "namespace":"AWS/SQS",  
                  "name":"ApproximateAgeOfOldestMessage",  
                  "stat":"Maximum",  
                  "unit":"None",  
                  "period":"60",  
                  "dimensions":"{\"QueueName\":\"SampleQueue\"}"  
               }  
            }  
         ],  
         "associatedResourceArns":[  
            "arn:aws:sqs:eu-west-1:123456789101:SampleQueue"  
         ]  
      }  
   ],  
   "resourceCollection":{  
        "cloudFormation":{  
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            "stackNames":[  
                "SampleApplication"  
            ]  
        }  
   }  
}

新しい推奨事項
新しい推奨の通知には、次の情報が含まれます。

{  
   "accountId":"123456789101",  
   "region":"us-east-1",  
   "messageType":"NEW_RECOMMENDATION",  
   "insightId":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",  
   "insightName": "Recreation of AWS SDK Service Clients",  
   "insightUrl":"https://us-east-1.console.aws.amazon.com/devops-guru/insight/proactive/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE33333",  
   "insightType":"PROACTIVE",  
   "insightDescription": "Usually for a given service you can create one [AWS SDK service 
 client](https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/creating-clients.html) 
 and reuse that client across your entire service.\n\nWhen instead you create a new AWS 
 SDK service client for each call (e.g. for DynamoDB) it\u0027s generally a waste of CPU 
 time.",  
   "insightSeverity":"medium",  
   "startTime": 1680125893576,  
   "startTimeISO": "2023-03-29T21:38:13.576Z",  
   "recommendations":[  
      {  
         "name":"Tune Availability Zones of your Lambda Function",  
         "description":"Based on your configurations, we recommend that you set 
 SampleFunction to be deployed in at least 3 Availability Zones to maintain Multi 
 Availability Zone Redundancy.",  
         "reason":"Lambda Function SampleFunction is currently only deployed to 2 unique 
 Availability zones in a region with 7 total Availability zones.",  
         "link":"https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-vpc.html",  
         "relatedAnomalies":[  
            {  
               "sourceDetails":{  
                    "cloudWatchMetrics":null  
               },  
               "resources":[  
                  {  
                     "name":"SampleFunction",  
                     "type":"AWS::Lambda::Function"  
                  }  
               ],  
               "associatedResourceArns": [  
                  "arn:aws:lambda:arn:123456789101:SampleFunction"  
               ]  
            }  
         ]  
      }  
   ],  
   "resourceCollection": {  
        "cloudFormation": {  
        "stackNames":[  
            "SampleApplication"  
         ]  
      }  
   }  
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}

重要度
重要度

{  
"accountId":"123456789101",  
   "region":"eu-west-1",  
   "messageType":"SEVERITY_UPGRADED",  
   "insightId":"a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbbb",  
   "insightName": "Repeated Insight: ApiGateway 5XXError Anomalous In Application 
 CanaryCommonResources-123456789101-LogAnomaly-11",  
   "insightUrl":"https://eu-west-1.console.aws.amazon.com/devops-guru/insight/reactive/
a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLEbbbbb",  
   "insightType":"REACTIVE",  
   "insightDescription": "DevOps Guru has detected this is a repeated insight. DevOps Guru 
 will treat future occurrences of this insight as 'Low Severity' for the next 7 days.",  
   "insightSeverity":"high",  
   "startTime": 1680127320000,  
   "startTimeISO": "2023-03-29T22:02:00Z",  
   "resourceCollection":{  
        "cloudFormation":{  
            "stackNames":[  
                "SampleApplication"  
            ]  
        }  
   }  
}
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DevOpsGuru が分析したリソースを
表示する

DevOpsGuru は、ListMonitoredResourcesアクションを使用して分析対象のリソース名とそのアプ
リケーション境界のリストを提供します。この情報は CloudWatchAWS CloudTrail、 DevOps GuruAWS 
サービスにリンクされたロールを使用して Amazon やその他のサービスから収集されます。

ユーザーが Amazon RDS などの別のサービスの API にアクセスする明示的な権限を持っていない場合で
も、ListMonitoredResourcesアクションが許可されている限り、 DevOps Guru はそのサービスのリ
ソースのリストを提供することに注意してください。AWS Lambda

トピック
• DevOpsGuruAWS の分析カバレッジの更新 (p. 54)
• ユーザーの分析済みリソースビューの削除 (p. 55)

DevOpsGuruAWS の分析カバレッジの更新
アカウント内で DevOps Guru が分析するAWSリソースを更新できます。分析対象のリソースが DevOps 
Guru カバレッジ境界を構成します。境界を指定すると、リソースがアプリケーションにグループ化されま
す。4 つの境界カバレッジオプションがあります。

• アカウント内のサポートされているすべてのリソースを DevOps Guru で分析します。アカウント内の 1 
つのスタックにあるすべてのリソースは 1 つのアプリケーションにグループ化されます。アカウントに
複数のスタックがある場合、各スタックのリソースがそれぞれのアプリケーションを構成します。アカ
ウント内の各スタックのすべてのリソースは、それぞれのアプリケーションにグループ化されます。

• リソースを定義する AWS CloudFormation スタックを選択してリソースを指定します。この場合、 
DevOps Guru は選択したスタックで指定されたすべてのリソースを分析します。選択したスタックに
よってアカウント内のリソースが定義されていない場合、そのリソースは分析されません。

• AWSタグを使用してリソースを指定します。 DevOpsGuru は、選択したタグを含むアカウントとリー
ジョンのすべてのリソースを分析します。

• リソース分析による料金が発生することを回避するために、リソースを分析しないように指定します。

Note

カバレッジを更新してリソースの分析を停止した場合、過去に DevOps Guru によって生成され
た既存のインサイトを確認すると、若干の料金が発生することがあります。この料金は、イン
サイト情報を取得および表示するために使用される API コールに関連付けられたものです。詳
細については、「Amazon DevOps Guru の料金」を参照してください。

DevOpsGuru は、サポートされているサービスに関連付けられているすべてのリソースをサポートしま
す。サポートされているサービスとリソースの詳細については、「Amazon DevOps Guru の料金」を参照
してください。

DevOpsGuru 分析カバレッジを管理するには

1. https://console.aws.amazon.com/devops-guru/ で Amazon DevOps Guru コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[分析済みリソース] を展開します。
3. [編集] を選択します。
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ユーザーの分析済みリソースビューの削除

4. 以下のカバレッジオプションのいずれかを選択します。

• DevOpsGuru でアカウントとリージョンのすべてのリソースを分析する場合、[All account 
resources] (AWSすべてのアカウントリソース) を選択します。このオプションを選択した場
合、AWS アカウントがリソース分析カバレッジ境界になります。アカウント内の各スタックのす
べてのリソースは、それぞれのアプリケーションにグループ化されます。スタックにない残りのリ
ソースは、そのアプリケーションにグループ化されます。

• CloudFormation 選択したスタック内のリソースを DevOps Guru で分析するには、[stacks] (スタッ
クを選択) を選択して、次のいずれかのオプションを選択します。
• [すべてのリソース] — アカウント内のスタックにあるすべてのリソースが分析されます。各ス

タックのリソースは、そのアプリケーションにグループ化されます。スタックにないアカウント
内のリソースは分析されません。

• [Select stacks] (スタックを選択) — DevOps Guru が分析するスタックを選択します。選択した各
スタックのリソースは、そのアプリケーションにグループ化されます。スタックの名前を [Find 
stacks] (スタックの検索) を入力すると、特定のスタックをすばやく特定できます。最大 1000 個
のスタックを選択できます。

詳細については、「を使用するAWS CloudFormationスタックしてリソースを識別する 
DevOpsGuru アプリケーション (p. 39)」を参照してください。

• 選択したタグを含むすべてのリソースを DevOps Guru で分析する場合、[タグ] (タグ) を選択しま
す。[キー] を選択し、次のいずれかのオプションを選択します。
• All resources with this tag key (このタグキーを持つすべてのリソース) — タグの値に関係なく、

このキーがあるタグを持つすべてのリソースが分析され、アプリケーションにグループ化されま
す。

• 特定のタグ値を選択 — 選択したキーと選択した値のいずれかを含むタグを含むすべてのリソース
が分析されます。 DevOpsGuru は、タグの値によってリソースをアプリケーションにグループ化
します。

タグのキーは、プレフィックス devops-guru- で始まる必要があります。このプレフィックス
では大文字と小文字は区別されません。例えば、有効なキーは DevOps-Guru-Production-
Applications です。詳細については、「タグを使用してリソースを識別する DevOpsGuru アプ
リケーション (p. 36)」を参照してください。

• DevOpsGuru でいずれのリソースも分析しない場合は、[None] (なし) を選択します。このオプショ
ンを選択すると DevOps Guru が無効になり、リソース分析による料金の発生が停止します。

5. [Save] (保存) を選択します。

ユーザーの分析済みリソースビューの削除
ユーザーが Lambda や Amazon RDS などの別のサービスの API にアクセスする明示的な権限を持って
いない場合でも、ListMonitoredResourcesアクションが許可されている限り、 DevOps Guru はその
サービスのリソースのリストを提供します。この動作を変更するには、AWS IAM ポリシーを更新してこの
アクションを拒否できます。

{ 
            "Sid": "DenyListMonitoredResources", 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "devops-guru:ListMonitoredResources" 
            ]
}
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DevOps Guru のベストプラクティス
以下のベストプラクティスは、Amazon DevOps Guru によって検出された異常な動作を理解、診断、およ
び修正するために役立ちます。ベストプラクティスと「 DevOpsGuru コンソールに表示されるインサイ
ト (p. 18)」を使用して、DevOps Guru によって検出されたオペレーションの問題に対処できます。

• 最初に、インサイトのタイムラインビューでハイライトされたメトリクスを確認します。これらのメト
リクスは、問題の重要な指標であることがあります。

• Amazon CloudWatch を使用して、インサイト内でハイライトされた最初のメトリクスの直前に発生し
たメトリクスを表示し、動作がいつどのように変更されたかを特定します。これは、問題を診断して解
決するために役立ちます。

• Amazon RDS リソースについては、Performance Insights のメトリックスを参照してください。カウン
ターメトリックスをデータベースの負荷に関連付けることで、パフォーマンスの問題に関する詳細情報
を取得できます。詳細については、「Analyzing performance anomalies with DevOps Gurufor Amazon 
RDS」を参照してください。

• 同じメトリクスの複数のディメンションは、異常になることがあります。問題を深く理解するには、グ
ラフビューのディメンションを確認してください。

• インサイトのイベントセクションで、インサイトが作成された頃に発生したデプロイイベントまたはイ
ンフラストラクチャイベントを確認します。インサイトの異常な動作が発生したときに発生したイベン
トを知ることは、問題の理解と診断に役立ちます。

• 手掛かりのためのインサイトとして、オペレーションシステム内でほぼ同じ時期に発生したチケットを
探します。

• インサイトでレコメンデーションを読み、レコメンデーションのリンクにアクセスします。多くの場
合、問題の診断と解決に役立つトラブルシューティングのステップが提供されています。

• すでに問題を解決している場合を除き、解決済みのインサイトを無視しないでください。解決されてい
る場合でも、1 日 1 回は新しいインサイトを確認してください。できるだけ多くのインサイトの背後に
ある根本原因を理解するようにしてください。システムの問題の兆候である可能性のあるパターンを探
してください。システムの問題が未解決のままにしておくと、将来的により深刻な問題が発生する可能
性があります。問題をその場で修正しておくと、将来における深刻なインシデントを防止するのに役立
ちます。
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データ保護

Amazon DevOps Guru のセキュリ
ティ

AWS では、クラウドセキュリティを最優先事項としています。AWS のユーザーは、セキュリティを最も
重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを利用でき
ます。

セキュリティは、AWS とユーザーの間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。Amazon DevOps Guru 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 」を参照してください。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。

このドキュメントは、 DevOps Guru を使用する際に共有責任共有モデルを適用する方法を理解するの
に役立ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために 
DevOps Guru を設定する方法を示します。また、 DevOps Guru リソースのモニタリングや保護に AWS 
の他のサービスを利用する方法についても説明します。

トピック
• Amazon DevOps Guru でのデータ保護 (p. 57)
• Amazon DevOps Guru のIdentity and Access Management (p. 58)
• DevOpsログ記録とモニタリング (p. 93)
• DevOpsGuru とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) (p. 97)
• DevOpsGuru のインフラストラクチャセキュリティ (p. 98)
• Amazon DevOps Guru の耐障害性  (p. 99)

Amazon DevOps Guru でのデータ保護
AWShttp://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/ Amazon DevOps Guru のデータ保
護に適用されます。このモデルで説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行する
グローバルインフラストラクチャを保護する責任を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホ
ストされているコンテンツに対する管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される 
AWS のサービス のセキュリティ構成と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細について
は、「データプライバシーのよくある質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細について
は、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照し
てください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されます。
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データ暗号化

• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証

済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィール
ドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、、、、、、またはで DevOps Guru 
または他のAWS SDKAWS のサービス を使用する場合も同様です。AWS CLI名前に使用する自由記述の
テキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サー
バーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含め
ないことを強くお勧めします。

DevOpsGuru でのデータ暗号化
暗号化は DevOps Guru のセキュリティの重要な部分です。一部の暗号化 (転送中のデータの暗号化など) 
はデフォルトで提供されるため、特に操作は必要ありません。その他の暗号化 (保管中のデータの暗号化
など) については、プロジェクトまたはビルドの作成時に設定できます。

• 保管中のデータの暗号化: DevOpsGuru で分析したすべてのAWSリソースについて、Amazon 
CloudWatch メトリクスとデータ、リソース ID、AWS CloudTrailおよびイベントは、Amazon 
S3、Amazon DynamoDB、Amazon Kinesis を使用して保存されます。分析されたリソースを定
義するためにAWS CloudFormationスタックが使用されている場合、スタックデータも収集されま
す。 DevOpsGuru は、Amazon S3、DynamoDB、および Kinesis のデータ保持ポリシーを使用し
ます。Kinesis に保存されたデータは、設定されているポリシーに応じて、最大 1 年間保持できま
す。Amazon S3 および DynamoDB に保存されたデータは 1 年間保存されます。

保存されたデータは、Amazon S3、DynamoDB、および Kinesis data-at-rest の暗号化機能を使用して暗
号化されます。

• 転送時のデータの暗号化-お客様と DevOps Guru の間、および DevOps Guru とそのダウンストリーム
依存関係の間のすべての通信は、TLS 接続を使用して保護され、署名バージョン 4 の署名プロセスで認
証されます。すべての DevOps Guru エンドポイントは、によって管理される証明書を使用しますAWS 
Private Certificate Authority。詳細については、「署名バージョン 4 の署名プロセス」および「ACM 
PCA とは」を参照してください。

トラフィックのプライバシー
インターフェイス VPC エンドポイントを使用するように DevOps Guru を設定することで、リソース分
析およびインサイト生成のセキュリティを強化できます。これを行う場合、インターネットゲートウェ
イ、NAT デバイス、または仮想プライベートゲートウェイは必要ありません。また、設定は必須ではあ
りませんが PrivateLink、推奨されています。詳細については、「DevOpsGuru とインターフェイス VPC 
エンドポイント (AWS PrivateLink) (p. 97)」を参照してください。PrivateLink および VPC エンドポイ
ントの詳細については、「AWSPrivateLink経由で AWS サービスにアクセスする」を参照してください 
PrivateLink。

Amazon DevOps Guru のIdentity and Access 
Management
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対象者

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御す
るために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に DevOps Guru リ
ソースの使用を承認する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用できる 
AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 59)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 59)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 62)
• DevOpsGuru に関するAWS管理ポリシーとサービスにリンクされたロールの更新 (p. 63)
• Amazon DevOps Guru が IAM と連携する仕組み (p. 66)
• Amazon DevOps Guru のアイデンティティベースのポリシー (p. 71)
• DevOpsGuru のサービスにリンクされたロールを使用する (p. 79)
• Amazon DevOps Guru アクセス許可リファレンス (p. 83)
• Amazon SNS トピックのアクセス許可 (p. 86)
• AWS KMS で暗号化された Amazon SNS トピックへのアクセス許可 (p. 90)
• Amazon DevOps Guru アイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 90)

対象者
AWS Identity and Access Management(IAM) の用途は、 DevOps Guru で行う作業によって異なります。

サービスユーザー — ジョブを実行するために DevOps Guru サービスを使用する場合は、必要なアクセ
ス許可と認証情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの DevOps Guru の機能を使
用する場合、追加のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、
管理者に適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。 DevOpsGuru の機能にアクセスできない場合
は、「」を参照してくださいAmazon DevOps Guru アイデンティティとアクセスのトラブルシューティン
グ (p. 90)。

サービス管理者 — 社内の DevOps Guru リソースを担当している場合は、 DevOps Guru へのフルアクセ
スがあります。サービスのユーザーがどの DevOps Guru 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは
管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必
要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。会社で DevOps IAM 
を利用する方法の詳細については、「」を参照してくださいAmazon DevOps Guru が IAM と連携する仕
組み (p. 66)。

IAM 管理者 — 管理者 — 管理者の場合、 DevOps Guru へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳
細について確認する場合があります。IAM で使用できる DevOps Guru のアイデンティティベースのポリ
シーの例を表示するには、「」を参照してくださいAmazon DevOps Guru のアイデンティティベースのポ
リシー (p. 71)。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。
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ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツー
ルを使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。推奨される方法を使用して自分で
リクエストに署名する方法の詳細については、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AWS 全般のリファレンス。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
ことによってアクセスできます。日常的なタスクには、ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めし
ます。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを使用してルートユーザーのみが実行できるタスクを
実行します。ルートユーザーとしてサインインする必要があるタスクの完全なリストについては、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。
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ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションがト
リガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ポリ
シー内で、アクションに他の依存アクションを追加する必要があるかどうかを確認するには、サービ
ス認証リファレンスの「Amazon DevOps Guru 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。

• サービスロール - サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロー
ルです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLI または 
AWS API 要求を行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロールを使用
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できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定の
リソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。
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アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。

複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

DevOpsGuru に関するAWS管理ポリシーとサービス
にリンクされたロールの更新
ここでは、 DevOps Guru に関するAWS管理ポリシーとサービスにリンクされたロールの更新の追跡が開
始されてからの更新の詳細を表示します。このページへの変更に関する自動通知を受けるには、 DevOps 
Guru の RSS フィードを購読してくださいAmazon DevOps Guru ドキュメント履歴 (p. 101)。
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変更 説明 日付

AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy
– 既存ポリシーへの更新。

AWSServiceRoleForDevOpsGuruサー
ビスにリンクされたロール
は、REST API の API Gateway 
GET アクションへのアクセス
をサポートするようになりまし
た。

2023 年 1 月 11 日

AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy
– 既存ポリシーへの更新。

AWSServiceRoleForDevOpsGuruサー
ビスにリンクされたロールは、
いくつかの Amazon Simple 
Storage Service アクションと
Service Quotas アクションをサ
ポートするようになりました。

2022 年 10 月 19 日

AmazonDevOpsGuruFullAccess (p. 74)
– 既存ポリシーへの更新。

AmazonDevOpsGuruFullAccess
マネージドポリシー

CloudWatch
FilterLogEventsアクション
へのアクセスをサポートするよ
うになりました。

2022 年 8 月 30 日

AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess (p. 75)
– 既存ポリシーへの更新。

AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess
CloudWatchFilterLogEvents管
理ポリシーがアクションへのア
クセスをサポートするようにな
りました。

2022 年 8 月 30 日

AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess (p. 77)
– 既存ポリシーへの更新。

AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess管
理ポリシーは、 CloudWatch
FilterLogEventsアクション
への読み取り専用アクセスをサ
ポートするようになりました。

2022 年 8 月 30 日

AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy
– 既存ポリシーへの更新。

AWSServiceRoleForDevOpsGuruサー
ビスにリンクされたロール
は、 CloudWatch ログアクショ
ンFilterLogEvents、DescribeLogGroups、
およびをサポート
するようになりまし
たDescribeLogStreams。

2022 年 7 月 12 日

Amazon DevOps Guru のアイデ
ンティティベースのポリシー — 
新しい管理ポリシー。

AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccessポ
リシーが追加されました。

2021 年 12 月 16 日

AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy
– 既存ポリシーへの更新。

AWSServiceRoleForDevOpsGuru
サービスにリンクされたロー
ルで Performance Insights
DescribeMetricsKeys、
および Amazon RDS
DescribeDBInstances アク
ションがサポートされるように
なりました。

2021 年 12 月 1 日
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ポリシーの更新

変更 説明 日付

AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess (p. 77)
– 既存ポリシーへの更新。

AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess
管理ポリシーで Amazon RDS
DescribeDBInstances アク
ションへの読み取り専用アクセ
スがサポートされるようになり
ました。

2021 年 12 月 1 日

AmazonDevOpsGuruFullAccess (p. 74)
– 既存ポリシーへの更新。

AmazonDevOpsGuruFullAccess
管理ポリシーで Amazon RDS
DescribeDBInstances アク
ションへのアクセスがサポート
されるようになりました。

2021 年 12 月 1 日

Amazon DevOps Guru のア
イデンティティベースのポリ
シー (p. 71) — 新しいポリ
シーが追加されました。

AWSServiceRoleForDevOpsGuru
サービスにリンクされた
ロールで Amazon RDS の
DescribeDBInstances
アクションおよび 
Performance Insights の
GetResourceMetrics アク
ションがサポートされるように
なりました。

AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess管
理ポリシーが組織内の DevOps 
Guru へのアクセスを提供しま
す。

2021 年 11 月 16 日

AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy
– 既存ポリシーへの更新。

AWSServiceRoleForDevOpsGuru
サービスにリンクされたロール
で AWS Organizations がサポー
トされるようになりました

2021 年 11 月 4 日

AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy
– 既存ポリシーへの更新。

AWSServiceRoleForDevOpsGuru
サービスにリンク
されたロールに
ssm:CreateOpsItem アクショ
ンと ssm:AddTagsToResource
アクションの新しい条件が含ま
れるようになりました。

2021 年 10 月 11 日

DevOpsGuru のサービスリンク
ロールのアクセス許可 (p. 80)
– 既存ポリシーへの更新。

AWSServiceRoleForDevOpsGuru
サービスにリンク
されたロールに
ssm:CreateOpsItem アクショ
ンと ssm:AddTagsToResource
アクションの新しい条件が含ま
れるようになりました。

2021 年 6 月 14 日
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変更 説明 日付

AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess (p. 77)
– 既存ポリシーへの更新。

AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess管
理ポリシーにより、AWS 
Identity and Access 
ManagementGetRoleお
よび DevOps 
GuruDescribeFeedback アク
ションへの読み取り専用アクセ
スが許可されるようになりまし
た。

2021 年 6 月 14 日

AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess (p. 77)
– 既存ポリシーへの更新。

AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess管
理ポリシーにより、 
DevOpsGetCostEstimationStartCostEstimation
Guruとアクションへの読み取り
専用アクセスが許可されるよう
になりました。

2021 年 4 月 27 日

AmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy
– 既存ポリシーへの更新。

AWSServiceRoleForDevOpsGuru
ロールで、AWS Systems 
Manager AddTagsToResource
アクションと Amazon 
EC2 Auto Scaling
DescribeAutoScalingGroups
アクションへのアクセスが許可
されるようになりました。

2021 年 4 月 27 日

DevOpsGuru が変更の追跡を開
始しました

DevOpsGuru がAWS管理ポリ
シーの変更の追跡を開始しまし
た。

2020 年 12 月 10 日

Amazon DevOps Guru が IAM と連携する仕組み
IAM を使用して Guru へのアクセスを管理する前に、 DevOps Guru DevOps で利用できる IAM の機能を
確認しておきます。

Amazon DevOps Guru で使用できる IAM の機能

IAM 機能 DevOpsGuru のサポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 67) はい

リソースベースのポリシー (p. 67) いいえ

ポリシーアクション (p. 68) はい

ポリシーリソース (p. 68) いいえ

ポリシー条件キー (p. 69) はい

ACL (p. 69) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 70) いいえ

テンポラリ認証情報 (p. 70) はい
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IAM 機能 DevOpsGuru のサポート

プリンシパル許可 (p. 70) はい

サービスロール (p. 71) いいえ

サービスにリンクされたロール (p. 71) はい

DevOpsGuru およびその他のAWSのサービスがほとんどの IAM 機能と連携する方法の概要を把握するに
は、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携するAWSのサービス」を参照してください。

DevOpsGuru のアイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

DevOpsGuru のアイデンティティベースのポリシー例

DevOpsGuru のアイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださ
いAmazon DevOps Guru のアイデンティティベースのポリシー (p. 71)。

DevOpsGuru 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

リソースベースのポリシーは、リソースにアタッチする JSON ポリシードキュメントです。リソースベー
スのポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられま
す。リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者はポリシーを使用して特定
のリソースへのアクセスを制御できます。ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリン
シパルがそのリソースに対して実行できるアクションと条件は、ポリシーによって定義されます。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。プリンシパルには、アカウント、ユー
ザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、または AWS のサービス を含めることができます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
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付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

DevOpsGuru のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。

DevOpsGuru アクションのリストについては、サービス認証リファレンスの「Amazon DevOps Guru で定
義されるアクション」を参照してください。

DevOpsGuru のポリシーアクションは、アクションの前に以下のプレフィックスを使用します。

awes

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "awes:action1", 
      "awes:action2" 
         ]

DevOpsGuru のアイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださ
いAmazon DevOps Guru のアイデンティティベースのポリシー (p. 71)。

DevOpsGuru のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート いいえ

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。
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オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

DevOpsGuru リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、サービス認証リファレンスの
「Amazon DevOps Guru で定義されるリソース」を参照してください。各リソースの ARN を指定できる
アクションについては、「Amazon DevOps Guru で定義されるアクション」を参照してください。

DevOpsGuru のアイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださ
いAmazon DevOps Guru のアイデンティティベースのポリシー (p. 71)。

DevOpsGuru 向けのポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与することができます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

DevOpsGuru の条件キーのリストを確認するには、サービス認証リファレンスの「Amazon DevOps Guru 
の条件キー」を参照してください。条件キーを使用できるアクションとリソースについては、「Amazon 
DevOps Guru で定義されるアクション」を参照してください。

DevOpsGuru のアイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださ
いAmazon DevOps Guru のアイデンティティベースのポリシー (p. 71)。

DevOpsGuru のアクセスコントロールリスト (ACL)

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。
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DevOpsGuru での属性ベースのアクセスコントロール (ABAC)

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート いいえ

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。

ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

DevOpsGuru での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

DevOpsGuru のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
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両方のアクションを実行するための許可が必要です。ポリシー内で、アクションに他の依存アクションを
追加する必要があるかどうかを確認するには、サービス認証リファレンスの「Amazon DevOps Guru 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。

DevOpsGuru のサービスロール

サービスロールに対するサポート いいえ

サービスロールとは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行するために引き受ける IAM ロール
です。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削除できます。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「AWS のサービス にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照してください。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、 DevOps Guru の機能が破損する可能性があります。 
DevOpsGuru からガイダンスが提供された場合以外は、サービスロールを編集しないでくださ
い。

DevOpsGuru のサービスリンクロール

サービスにリンクされたロールのサポート はい

サービスリンクロールは、AWS のサービス にリンクされているサービスロールの一種です。サービス
は、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクさ
れたロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービス
リンクロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービス」を参照
してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載され
たサービスを見つけます。サービスにリンクされた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、[Yes] (はい) リンクを選択します。

Amazon DevOps Guru のアイデンティティベースのポ
リシー
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには、 DevOps Guru リソースを作成または変更するアクセス許
可はありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または 
AWS API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを
実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロー
ルに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

リソースタイプごとの ARN の形式を含む、 DevOps Guru で定義されるアクションとリソースタイプの詳
細については、「サービス認証リファレンス」の「Amazon DevOps Guru 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。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 72)
• DevOpsGuru コンソールを使用する (p. 72)
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• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 73)
• DevOpsGuru の AWS 管理 (定義済み) ポリシー (p. 73)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウント内の DevOps Guru リソースを誰かが作成、アクセス、ま
たは削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追加料金が
発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際には、以下
のガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マネージドポリシー」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

DevOpsGuru コンソールを使用する
Amazon DevOps Guru コンソールにアクセスするには、許可の最小限のセットが必要です。これらのアク
セス許可により、の DevOps Guru リソースの詳細をリストおよび表示できますAWS アカウント。最小限
必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを持つエ
ンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

ユーザーとロールが引き続き DevOps Guru コンソールを使用できるようにするには、 DevOps 
GuruAmazonDevOpsGuruReadOnlyAccessAmazonDevOpsGuruFullAccessAWS またはマネージドポ
リシーをエンティティにアタッチします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ユーザーへの許可の
追加」を参照してください。
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自分の許可の表示をユーザーに許可する
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

DevOpsGuru の AWS 管理 (定義済み) 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。これらの AWS 管理ポリシーは一般的なユースケースに必要なアクセ
ス許可を付与するので、どのアクセス許可が必要を判断する必要はありません。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「AWS Managed Policies」(AWS 管理ポリシー) を参照してください。

DevOpsGuru サービスローを作成して管理するには、というAWS管理ポリシーもアタッチする必要があり
ますIAMFullAccess。

独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、 DevOps Guru アクションとリソースのための権限を許可する
こともできます。こうしたカスタムポリシーは、該当するアクセス許可が必要な ユーザーまたはグループ
にアタッチできます。

アカウントのユーザーにアタッチ可能な以下のAWS管理ポリシーは、 DevOps Guru に固有のものです。

トピック
• AmazonDevOpsGuruFullAccess (p. 74)
• AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess (p. 75)
• AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess (p. 77)
• AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess (p. 78)
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AmazonDevOpsGuruFullAccess

AmazonDevOpsGuruFullAccess— Amazon SNS トピックの作成、Amazon CloudWatch メトリックス
へのアクセス、AWS CloudFormationスタックへのアクセス権限など、DevOps Guru へのフルアクセスを
提供します。これは、 DevOps Guru に対するフルコントロールを付与する管理レベルのユーザーにのみ
適用してください。

AmazonDevOpsGuruFullAccess ポリシーには、次のステートメントが含まれます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DevOpsGuruFullAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "devops-guru:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudFormationListStacksAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:ListStacks" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudWatchGetMetricDataAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:GetMetricData" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "SnsListTopicsAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:ListTopics" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "SnsTopicOperations", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:CreateTopic", 
                "sns:GetTopicAttributes", 
                "sns:SetTopicAttributes", 
                "sns:Publish" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sns:*:*:DevOps-Guru-*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DevOpsGuruSlrCreation", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
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                    "iam:AWSServiceName": "devops-guru.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DevOpsGuruSlrDeletion", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
                "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru" 
        }, 
        { 
            "Sid": "RDSDescribeDBInstancesAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "rds:DescribeDBInstances" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
          "Sid": "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess", 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "logs:FilterLogEvents" 
          ], 
          "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:*", 
          "Condition": { 
              "StringEquals": { 
                  "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis": "true" 
              } 
          } 
        } 
    ]
}

AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess

AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess— Amazon SNS トピックの作成、Amazon CloudWatch メ
トリックスへのアクセス、AWS CloudFormationスタックへのアクセス権限など、 DevOps Guru へのフ
ルアクセスを提供します。このポリシーにはパフォーマンスインサイト権限が追加されているため、異常
な Amazon RDS Aurora DB インスタンスに関連する詳細な分析をコンソールで表示できます。これは、 
DevOps Guru に対するフルコントロールを付与する管理レベルのユーザーにのみ適用してください。

AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess ポリシーには、次のステートメントが含まれます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DevOpsGuruFullAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "devops-guru:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudFormationListStacksAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:ListStacks" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudWatchGetMetricDataAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:GetMetricData" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "SnsListTopicsAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:ListTopics" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "SnsTopicOperations", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "sns:CreateTopic", 
                "sns:GetTopicAttributes", 
                "sns:SetTopicAttributes", 
                "sns:Publish" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:sns:*:*:DevOps-Guru-*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "DevOpsGuruSlrCreation", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "devops-guru.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "DevOpsGuruSlrDeletion", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
                "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru" 
        }, 
        { 
            "Sid": "RDSDescribeDBInstancesAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "rds:DescribeDBInstances" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "PerformanceInsightsMetricsDataAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "pi:GetResourceMetrics", 
                "pi:DescribeDimensionKeys" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
          "Sid": "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess", 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "logs:FilterLogEvents" 
          ], 
          "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:*", 
          "Condition": { 
              "StringEquals": { 
                  "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis": "true" 
              } 
          } 
        } 
    ]
}

AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess
AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess—DevOps Guru および他のAWSのサービスの関連リソースへの
読み取り専用アクセスを許可します。このポリシーは、インサイトを表示するだけで、 DevOps Guru の
分析カバレッジ境界、Amazon SNS トピック、Systems Manager OpsCenter 統合を更新しないユーザー
に適用します。

AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccess ポリシーには、次のステートメントが含まれます。

    { 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "DevOpsGuruReadOnlyAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "devops-guru:DescribeAccountHealth", 
                "devops-guru:DescribeAccountOverview", 
                "devops-guru:DescribeAnomaly", 
                "devops-guru:DescribeEventSourcesConfig", 
                "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:ListAnomalousLogGroups", 
                "devops-guru:ListMonitoredResources", 
                "devops-guru:ListNotificationChannels", 
                "devops-guru:ListRecommendations", 
                "devops-guru:SearchInsights", 
                "devops-guru:StartCostEstimation" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudFormationListStacksAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:ListStacks" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetRole" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/devops-guru.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForDevOpsGuru" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CloudWatchGetMetricDataAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:GetMetricData" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "RDSDescribeDBInstancesAccess", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "rds:DescribeDBInstances" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
          "Sid": "CloudWatchLogsFilterLogEventsAccess", 
          "Effect": "Allow", 
          "Action": [ 
              "logs:FilterLogEvents" 
          ], 
          "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:*", 
          "Condition": { 
              "StringEquals": { 
                  "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis": "true" 
              } 
          } 
        } 
    ]
}

AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess

AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess— Organizations 管理者に組織内の DevOps Guru 
マルチアカウントビューへのアクセスを提供します。このポリシーは、組織内の DevOps Guru へ
のフルアクセスを許可する組織の管理者レベルのユーザーに適用します。このポリシーは、組織
の管理アカウントと DevOps Guru の委任された管理者アカウントに適用できます。このポリシー
は、AmazonDevOpsGuruReadOnlyAccessAmazonDevOpsGuruFullAccess申請または本ポリシーに加
えて、 DevOps Guru への読み取り専用またはフルアクセスを提供することができます。

AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess ポリシーには、次のステートメントが含まれます。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Sid": "AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccess", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 

78



Amazon DevOps Guru ユーザーガイド
サービスリンクロールの使用

    "devops-guru:DescribeOrganizationHealth", 
    "devops-guru:DescribeOrganizationResourceCollectionHealth", 
    "devops-guru:DescribeOrganizationOverview", 
    "devops-guru:ListOrganizationInsights", 
    "devops-guru:SearchOrganizationInsights" 
   ], 
   "Resource": "*" 
  }, 
  { 
   "Sid": "OrganizationsDataAccess", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "organizations:DescribeAccount", 
    "organizations:DescribeOrganization", 
    "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
    "organizations:ListAccounts", 
    "organizations:ListChildren", 
    "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent", 
    "organizations:ListRoots" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:organizations::*:" 
  }, 
  { 
   "Sid": "OrganizationsAdminDataAccess", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator", 
    "organizations:RegisterDelegatedAdministrator", 
    "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
    "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
    "organizations:DisableAWSServiceAccess" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Condition": { 
    "StringEquals": { 
     "organizations:ServicePrincipal": [ 
      "devops-guru.amazonaws.com" 
     ] 
    } 
   } 
  } 
 ]
}

DevOpsGuru のサービスにリンクされたロールを使用
する
Amazon DevOps Guru はAWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを
使用します。サービスにリンクされたロールは、 DevOps Guru に直接リンクされた一意のタイプの IAM 
ロールです サービスにリンクされたロールは DevOps Guru によって事前に定義されていて、サービスが
ユーザーに代わってAmazon CloudWatch、AWS CloudTrail、、、、AWS Organizations を呼び出すために
必要なアクセス許可がすべて含まれています。AWS CodeDeployAWS X-Ray

サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がないた
め、 DevOps Guru の設定が簡単になります。 DevOpsGuru は、サービスにリンクされたロールのアクセ
ス許可を定義します。別に定義されている場合を除き、 DevOps Guru のみがそのロールを引き受けるこ
とができます。定義される許可には、信頼ポリシーとアクセス許可ポリシーが含まれており、そのアクセ
ス許可ポリシーを他の IAM エンティティに添付することはできません。

サービスリンクロールを削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、リソースへの
意図しないアクセスによるアクセス許可の削除が防止され、 DevOps Guru リソースが保護されます。
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DevOpsGuru のサービスリンクロールのアクセス許可
DevOpsGuru は、という名前のサービスにリンクされたロールを使用しま
すAWSServiceRoleForDevOpsGuru。これは、アカウントで DevOps Guru が実行するために必要なア
クセス許可を含むAWS管理ポリシーです。

AWSServiceRoleForDevOpsGuru サービスにリンクされたロールはその引き受け時に、以下のサービス
を信頼します。

• devops-guru.amazonaws.com

ロールのアクセス許可ポリシーは、指定されたリソースで DevOps 
GuruAmazonDevOpsGuruServiceRolePolicy が次のアクションを実行できるようにします。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [ 
  { 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups", 
    "cloudtrail:LookupEvents", 
    "cloudwatch:GetMetricData", 
    "cloudwatch:ListMetrics", 
    "cloudwatch:DescribeAnomalyDetectors", 
    "cloudwatch:DescribeAlarms", 
    "cloudwatch:ListDashboards", 
    "cloudwatch:GetDashboard", 
    "cloudformation:GetTemplate", 
    "cloudformation:ListStacks", 
    "cloudformation:ListStackResources", 
    "cloudformation:DescribeStacks", 
    "cloudformation:ListImports", 
    "codedeploy:BatchGetDeployments", 
    "codedeploy:GetDeploymentGroup", 
    "codedeploy:ListDeployments", 
    "config:DescribeConfigurationRecorderStatus", 
    "config:GetResourceConfigHistory", 
    "events:ListRuleNamesByTarget", 
    "xray:GetServiceGraph", 
    "organizations:ListRoots", 
    "organizations:ListChildren", 
    "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
    "pi:GetResourceMetrics", 
    "tag:GetResources", 
    "lambda:GetFunction", 
    "lambda:GetFunctionConcurrency", 
    "lambda:GetAccountSettings", 
    "lambda:ListProvisionedConcurrencyConfigs", 
    "lambda:ListAliases", 
    "lambda:ListEventSourceMappings", 
    "lambda:GetPolicy", 
    "ec2:DescribeSubnets", 
    "application-autoscaling:DescribeScalableTargets", 
    "application-autoscaling:DescribeScalingPolicies", 
    "sqs:GetQueueAttributes", 
    "kinesis:DescribeStream", 
    "kinesis:DescribeLimits", 
    "dynamodb:DescribeTable", 
    "dynamodb:DescribeLimits", 
    "dynamodb:DescribeContinuousBackups", 
    "dynamodb:DescribeStream", 
    "dynamodb:ListStreams", 
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    "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers", 
    "elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes", 
    "rds:DescribeDBInstances", 
    "rds:DescribeDBClusters", 
    "rds:DescribeOptionGroups", 
    "rds:DescribeDBClusterParameters", 
    "rds:DescribeDBInstanceAutomatedBackups", 
    "rds:DescribeAccountAttributes", 
    "logs:DescribeLogGroups", 
    "logs:DescribeLogStreams", 
    "s3:GetBucketNotification", 
    "s3:GetBucketPolicy", 
    "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
    "s3:GetBucketTagging", 
    "s3:GetBucketWebsite", 
    "s3:GetIntelligentTieringConfiguration", 
    "s3:GetLifecycleConfiguration", 
    "s3:GetReplicationConfiguration", 
    "s3:ListAllMyBuckets", 
    "s3:ListStorageLensConfigurations", 
    "servicequotas:GetServiceQuota", 
    "servicequotas:ListRequestedServiceQuotaChangeHistory", 
    "servicequotas:ListServiceQuotas" 
   ], 
   "Resource": "*" 
  }, 
  { 
   "Sid": "AllowPutTargetsOnASpecificRule", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "events:PutTargets", 
    "events:PutRule" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/DevOps-Guru-managed-*" 
  }, 
  { 
   "Sid": "AllowCreateOpsItem", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ssm:CreateOpsItem" 
   ], 
   "Resource": "*" 
  }, 
  { 
   "Sid": "AllowAddTagsToOpsItem", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ssm:AddTagsToResource" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:ssm:*:*:opsitem/*" 
  }, 
  { 
   "Sid": "AllowAccessOpsItem", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "ssm:GetOpsItem", 
    "ssm:UpdateOpsItem" 
   ], 
   "Resource": "*", 
   "Condition": { 
    "StringEquals": { 
     "aws:ResourceTag/DevOps-GuruInsightSsmOpsItemRelated": "true" 
    } 
   } 
  }, 
  { 
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   "Sid": "AllowCreateManagedRule", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": "events:PutRule", 
   "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*" 
  }, 
  { 
   "Sid": "AllowAccessManagedRule", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "events:DescribeRule", 
    "events:ListTargetsByRule" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*" 
  }, 
  { 
   "Sid": "AllowOtherOperationsOnManagedRule", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "events:DeleteRule", 
    "events:EnableRule", 
    "events:DisableRule", 
    "events:PutTargets", 
    "events:RemoveTargets" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:events:*:*:rule/DevOpsGuruManagedRule*", 
   "Condition": { 
    "StringEquals": { 
     "events:ManagedBy": "devops-guru.amazonaws.com" 
    } 
   } 
  }, 
  { 
   "Sid": "AllowTagBasedFilterLogEvents", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
    "logs:FilterLogEvents" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:*", 
   "Condition": { 
    "StringEquals": { 
     "aws:ResourceTag/DevOps-Guru-Analysis": "true" 
    } 
   } 
  }, 
  { 
   "Sid": "AllowAPIGatewayGetIntegrations", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": "apigateway:GET", 
   "Resource": [ 
    "arn:aws:apigateway:*::/restapis/??????????", 
    "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources", 
    "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/resources/*/methods/*/integration" 
   ] 
  } 
 ]
}

DevOpsGuru のサービスにリンクされたロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management 
Console、、、、、またはAWS API にインサイトを作成すると、サービスにリンクされたロールが 
DevOps Guru によって作成されます。AWS CLI
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Important

このサービスにリンクされたロールは、このロールでサポートされている機能を使用する別の
サービスでアクションを完了した場合にアカウントに表示されます。たとえば、から DevOps 
Guru をリポジトリに追加した場合に表示されますAWS CodeCommit。

DevOpsGuru のサービスにリンクされたロールの編集
DevOpsGuru では、AWSServiceRoleForDevOpsGuruサービスにリンクされたロールを編集することは
できません。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照さ
れる可能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の
編集はできます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスリンクロールの編集」を参照してく
ださい。

DevOpsGuru のサービスにリンクされたロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、積極的にモニタリングまたは保守されていない未使用のエン
ティティを排除できます。ただし、手動で削除する前に、すべてのリポジトリとの関連付けを解除する必
要があります。

Note

リソースを削除する際に、 DevOps Guru サービスでロールが使用されている場合、削除は失敗す
ることがあります。その場合は、数分待ってからオペレーションを再試行してください。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

IAM コンソール、AWS CLI、または AWS API を使用して、AWSServiceRoleForDevOpsGuru サービ
スリンクロールを削除します。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスリンクロールの削
除」を参照してください。

Amazon DevOps Guru アクセス許可リファレンス
DevOpsGuruAWS ポリシーで全体の条件キーを使用して、条件を表現できます。表の詳細について
は、[IAM ユーザーガイド]の「IAM JSON ポリシー要素のリファレンス」を参照してください。

アクションは、ポリシーの Action フィールドで指定します。アクションを指定するには、API オ
ペレーション名 (例えば、devops-guru: や devops-guru:SearchInsights) の前に devops-
guru:ListAnomalies プレフィックスを使用します。単一のステートメントに複数のアクションを
指定するには、コンマで区切ります (例えば、"Action": [ "devops-guru:SearchInsights", 
"devops-guru:ListAnomalies" ])。

ワイルドカード文字の使用

ポリシーの Resource フィールドでリソース値として Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。
指定する際は、ワイルドカード文字 (*) を使用することもできます。ワイルドカードを使用して複数のア
クションまたはリソースを指定することができます。たとえば、は、devops-guru:*すべての DevOps 
Gurudevops-guru:List* アクションを指定し、は、という単語で始まるすべての DevOps Guru アク
ションを指定しますList。次の例は、12345 で始まる UUID (Universally Unique IDentifier) を持つすべて
のインサイトを示します。

arn:aws:devops-guru:us-east-2:123456789012:insight:12345*
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アイデンティティを使用した認証 (p. 59) をセットアップし、IAM アイデンティティ (アイデンティティ
ベースのポリシー) に添付できるアクセス許可ポリシーを作成するときは、以下の表をリファレンスとし
て使用できます。

DevOpsGuru API オペレーションおよびアクションに必要な許可

AddNotificationChannel

アクション: devops-guru:AddNotificationChannel

DevOpsGuru から通知チャンネルを追加するために必要です。通知チャンネルは、オペレーションを
向上させる方法に関する情報を含むインサイトが DevOps Guru によって生成されたときに通知を行
うために使用されます。

リソース: *
RemoveNotificationChannel

devops-guru:RemoveNotificationChannel

DevOpsGuru から通知チャンネルを削除するために必要です。通知チャンネルは、オペレーションを
向上させる方法に関する情報を含むインサイトが DevOps Guru によって生成されたときに通知を行
うために使用されます。

リソース: *
ListNotificationChannels

アクション: devops-guru:ListNotificationChannels

DevOpsGuru 用に設定された通知チャネルのリストを返すために必要です。各通知チャンネルは、オ
ペレーションを向上させる方法に関する情報を含むインサイトがDevOps Guru によって生成されたと
きに通知を行うために使用されます。サポートされている通知タイプは、Amazon Simple Notification 
Service です。

リソース: *
UpdateResourceCollectionFilter

アクション: devops-guru:UpdateResourceCollectionFilter

アカウント内で DevOps Guru で分析するAWSリソースを指定するために使用するAWS 
CloudFormationスタックのリストを更新するために必要です。分析では、レコメンデーション、運
用メトリクス、および運用イベントを含むインサイトが生成されます。これらのインサイトを使用し
て、オペレーションのパフォーマンスを向上させることができます。このメソッドは、使用するため
に必要な IAM ロールも作成します CodeGuru OpsAdvisor。

リソース: *
GetResourceCollectionFilter

アクション: devops-guru:GetResourceCollectionFilter

アカウント内で DevOps Guru で分析するAWSリソースを指定するために使用するAWS 
CloudFormationスタックのリストを返すために必要です。分析では、レコメンデーション、運用メト
リクス、および運用イベントを含むインサイトが生成されます。これらのインサイトを使用して、オ
ペレーションのパフォーマンスを向上させることができます。

リソース: *
ListInsights

アクション: devops-guru:ListInsights
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AWS アカウントのインサイトのリストを返すために必要です。返すインサイトは、開始時刻、ステー
タス (ongoing または any)、およびタイプ (reactive または predictive) で指定できます。

リソース: *
DescribeInsight

アクション: devops-guru:DescribeInsight

ID を使用して指定したインサイトに関する詳細を返すために必要です。

リソース: *
SearchInsights

アクション: devops-guru:SearchInsights

AWS アカウントのインサイトのリストを返すために必要です。返すインサイトは、開始時間、フィル
ター、およびタイプ (reactiveまたはpredictive) で指定できます。

リソース: *
ListAnomalies

アクション: devops-guru:ListAnomalies

ID を使用して指定したインサイトに属する異常のリストを返すために必要です。

リソース: *
DescribeAnomaly

アクション: devops-guru:DescribeAnomaly

ID を使用して指定した異常に関する詳細を返すために必要です。

リソース: *
ListEvents

アクション: devops-guru:ListEvents

DevOpsGuru によって評価されるリソースによって発行されたイベントのリストを返すために必要で
す。返すイベントは、フィルターを使用して指定できます。

リソース: *
ListRecommendations

アクション: devops-guru:ListRecommendations

指定されたインサイトのレコメンデーションのリストを返すために必要です。各レコメンデーション
には、メトリクスのリスト、およびレコメンデーションに関連するイベントのリストが含まれます。

リソース: *
DescribeAccountHealth

アクション: devops-guru:DescribeAccountHealth

AWS アカウント内のオープンな事後対応型インサイトの数、オープンな予測インサイトの数、および
分析済みのメトリクスの数を返すために必要です。これらの数値を使用して、AWS アカウント内のオ
ペレーションのヘルスを測定します。

リソース: *
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DescribeAccountOverview

アクション: devops-guru:DescribeAccountOverview

時間範囲内で作成されたオープンな事後対応型インサイトの数、時間範囲内で作成されたオープンな
予測インサイトの数、および時間範囲内でクローズされたすべての事後対応型インサイトの平均回復
時間 (MTTR) を返すために必要です。

リソース: *
DescribeResourceCollectionHealthOverview

アクション: devops-guru:DescribeResourceCollectionHealthOverview

DevOpsGuru で指定された各AWS CloudFormationスタックの各インサイトのオープンな予測インサ
イト、オープンな事後対応型インサイト、および平均回復時間 (MTTR) の数を返すために必要です。

リソース: *
DescribeIntegratedService

アクション: devops-guru:DescribeIntegratedService

DevOpsGuru と統合できるサービスの統合ステータスを返すために必要です。 DevOpsGuru と統合で
きるサービスはです。これを使用してAWS Systems Manager、 OpsItem 生成された各インサイトを
作成できます。

リソース: *
UpdateIntegratedServiceConfig

アクション: devops-guru:UpdateIntegratedServiceConfig

DevOpsGuru と統合できるサービスとの統合を有効化または無効化するために必要で
す。DevOpsGuru と統合できるサービスは Systems Manager です。これを使用して、 OpsItem 生成
された各インサイトを作成できます。

リソース: *

Amazon SNS トピックのアクセス許可
このトピック内の情報は、AWS他のアカウントが所有する Amazon SNS トピックに通知を配信するよう
に Amazon DevOps Guru を設定する場合にのみ使用します。

DevOpsGuru が別のアカウントが所有する Amazon SNS トピックに通知を配信するには、 DevOps通知
を送信するアクセス許可を付与するポリシーを Amazon SNS トピックにアタッチする必要があります。 
DevOpsGuru で使用しているのと同じアカウントが所有する Amazon SNS トピックに通知を配信するよ
うに DevOps Guru を設定すると、 DevOps Guru によってトピックにポリシーが追加されます。

ポリシーをアタッチして、Amazon SNS トピックのアクセス許可を設定すると、 DevOps Guru に 
Amazon SNS トピックを追加できます。Amazon SNS ポリシーを通知チャネルで更新して、より安全にす
ることもできます。

Note

DevOps現在、Guru では、同じリージョン内のクロスアカウントアクセスのみがサポートされま
す。

トピック
• 別のAmazon SNS トピックのアクセス許可の設定 (p. 87)
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• Amazon SNS トピックを追加する (p. 88)
• 通知チャネルで Amazon SNS ポリシーを更新する (推奨) (p. 89)

別のAmazon SNS トピックのアクセス許可の設定
アクセス許可を IAM ロールとして追加する

IAM ロールでログインした後で別のアカウントから Amazon SNS トピックを使用するには、使用する 
Amazon SNS トピックにポリシーをアタッチする必要があります。IAM ロールを使用しているときに別の
アカウントの Amazon SNS トピックにポリシーをアタッチするには、IAM ロールの一部としてそのアカウ
ントリソースに対する次のアクセス権限が必要です。

• SNS:CreateTopic
• SNS:GetTopicAttributes
• SNS:SetTopicAttributes
• sns:Publish

使用する Amazon SNS トピックに以下のポリシーをアタッチします。Resourceキーの場合、topic-
owner-account-idがトピック所有者のアカウントで、topic-sender-account-idが DevOps Guru 
をセットアップしたユーザーのアカウントdevops-guru-roleです。そして、関係する個々のユーザー
の IAM ロールです。region-id の代わりに適切な値 (たとえば、us-west-2)、およびを使用してくださ
いmy-topic-name。

 { 
     "Version": "2012-10-17", 
     "Statement": [{ 
             "Sid": "EnableDevOpsGuruServicePrincipal", 
             "Action": "sns:Publish", 
             "Effect": "Allow", 
             "Resource": "arn:aws:sns:region-id:topic-owner-account-id:my-topic-name", 
             "Principal": { 
                 "Service": "region-id.devops-guru.amazonaws.com" 
             }, 
             "Condition": { 
                 "StringEquals": { 
                     "AWS:SourceAccount": "topic-sender-account-id" 
                 } 
             } 
         }, 
         { 
             "Sid": "EnableAccountPrincipal", 
             "Action": "sns:Publish", 
             "Effect": "Allow", 
             "Resource": "arn:aws:sns:region-id:topic-owner-account-id:my-topic-name", 
             "Principal": { 
                 "AWS": ["arn:aws:iam::topic-sender-account-id:role/devops-guru-role"] 
             } 
         } 
     ] 
 }

IAM ユーザーとしてアクセス許可を追加する

他のアカウントから Amazon SNS トピックを使用する場合は、使用する Amazon SNS トピックに以下
のポリシーをアタッチします。Resourceキーの場合、topic-owner-account-idがトピック所有者の
アカウントで、topic-sender-account-idが DevOps Guru をセットアップしたユーザーのアカウン
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トdevops-guru-user-nameです。そして、が個の IAM ユーザーです。region-id の代わりに適切な値 
(たとえば、us-west-2) とを入力する必要がありますmy-topic-name。

Note

可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報を保有する IAM ユーザーを作
成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。IAM でのベストプラクティ
スの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベストプラクティ
ス」を参照してください。

 { 
     "Version": "2012-10-17", 
     "Statement": [{ 
             "Sid": "EnableDevOpsGuruServicePrincipal", 
             "Action": "sns:Publish", 
             "Effect": "Allow", 
             "Resource": "arn:aws:sns:region-id:topic-owner-account-id:my-topic-name", 
             "Principal": { 
                 "Service": "region-id.devops-guru.amazonaws.com" 
             }, 
             "Condition": { 
                 "StringEquals": { 
                     "AWS:SourceAccount": "topic-sender-account-id" 
                 } 
             } 
         }, 
         { 
             "Sid": "EnableAccountPrincipal", 
             "Action": "sns:Publish", 
             "Effect": "Allow", 
             "Resource": "arn:aws:sns:region-id:topic-owner-account-id:my-topic-name", 
             "Principal": { 
                 "AWS": ["arn:aws:iam::topic-sender-account-id:user/devops-guru-user-name"] 
             } 
         } 
     ] 
 }

Amazon SNS トピックを追加する
他のアカウントで Amazon SNS トピックのアクセス許可を設定すると、その Amazon SNS トピックを 
DevOps Guru の通知設定に追加できます。Amazon SNS トピックは、AWS CLIまたは DevOps Guru コン
ソールを使用して追加できます。

• コンソールを使用する場合、別のアカウントのトピックを使用するには、「SNS トピック ARN を使用
する」オプションを選択して既存のトピックを指定する必要があります。

• AWS CLIオペレーションを使用するときはadd-notification-
channel、TopicArnNotificationChannelConfigオブジェクト内でを指定する必要があります。

コンソールを使用して Amazon SNS トピックを追加する

1. https://console.aws.amazon.com/devops-guru/ で Amazon DevOps Guru コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインを開き、[設定] を選択します。
3. 「通知」セクションに移動し、「編集」を選択します。
4. [SNS トピックを追加] を選択します。
5. 既存のトピックを指定するには、[SNS トピック ARN を使用] を選択します。
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6. 使用ARN Amazon SNS トピックを入力します。ポリシーをアタッチして、このトピックの権限をす
でに設定しておく必要があります。

7. (オプション) 通知設定を選択して、通知頻度の設定を編集します。
8. [Save] (保存) を選択します。

通知設定に Amazon SNS トピックを追加すると、 DevOps Guru はそのトピックを使用して、新しいイン
サイトが作成されたときなどの重要なイベントを通知します。

通知チャネルで Amazon SNS ポリシーを更新する (推奨)
トピックを追加したら、そのトピックを含む DevOps Guru 通知チャネルのみにアクセス許可を指定し
て、ポリシーのセキュリティを強化することをお勧めします。

通知チャネルで Amazon SNS トピックポリシーを更新する (推奨)

1. 通知を送信したいアカウントでlist-notification-channels DevOps GuruAWS CLI コマンドを
実行します。

aws devops-guru list-notification-channels

2. list-notification-channels レスポンスで、Amazon SNS トピックの ARN を含むチャネル ID 
をメモします。チャネル ID は guid です。

例えば、次のレスポンスでは、ARN arn:aws:sns:region-id:111122223333:topic-name を
持つトピックのチャネル ID は e89be5f7-989d-4c4c-b1fe-e7145037e531 です。

{ 
  "Channels": [ 
    { 
      "Id": "e89be5f7-989d-4c4c-b1fe-e7145037e531", 
      "Config": { 
      "Sns": { 
          "TopicArn": "arn:aws:sns:region-id:111122223333:topic-name" 
        }, 
      "Filters": { 
          "MessageTypes": ["CLOSED_INSIGHT", "NEW_INSIGHT", "SEVERITY_UPGRADED"], 
          "Severities": ["HIGH", "MEDIUM"] 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

3. のトピック所有者 ID を使用して別のアカウントで作成したポリシーに移動しますthe section called 
“別のAmazon SNS トピックのアクセス許可の設定” (p. 87)。Conditionポリシーのステートメ
ントに、を指定する行を追加しますSourceArn。ARN には、リージョン ID (us-east-1 など)、ト
ピックの送信者の AWS アカウント番号、および前のステップでメモしたチャンネル ID が含まれま
す。

更新した Condition ステートメントは次のようになります。

"Condition" : { 
  "StringEquals" : { 
    "AWS:SourceArn": "arn:aws:devops-guru:us-
east-1:111122223333:channel/e89be5f7-989d-4c4c-b1fe-e7145037e531", 
    "AWS:SourceAccount": "111122223333" 
   }  
 }
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SNS トピックを追加できない場合は、IAM ポリシーに次の権限があることを確認してくださ
い。AddNotificationChannel

{ 
     "Version": "2012-10-17", 
     "Statement": [{ 
           "Sid": "DevOpsGuruTopicPermissions", 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": [ 
                 "sns:CreateTopic", 
                 "sns:GetTopicAttributes", 
                 "sns:SetTopicAttributes", 
                 "sns:Publish" 
           ], 
           "Resource": "arn:aws:sns:region-id:account-id:my-topic-name" 
     }]
}

AWS KMS で暗号化された Amazon SNS トピックへ
のアクセス許可

指定した Amazon SNS トピックは、AWS Key Management Service によって暗号化されている可能性が
あります。暗号化されたトピックを DevOps Guru で操作するには、AWS KMS keyを作成して、次のス
テートメントを KMS キーのポリシーに追加する必要があります。詳細については、「AWS KMS による 
Amazon SNS へのメッセージの暗号化」、AWS KMSユーザーガイドの「キー識別子 (KeyId)」、および
「Amazon 簡易通知サービス開発者ガイド」の「データ暗号化」を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Id": "your-kms-key-policy", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "region-id.devops-guru.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": [ 
        "kms:GenerateDataKey*", 
        "kms:Decrypt" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    } 
  ]
}

Note

DevOpsGuruは現在、暗号化されたトピックを1つのアカウント内で使用することをサポートして
います。暗号化されたトピックを複数のアカウントで使用することは、現時点ではサポートされ
ていません。

Amazon DevOps Guru アイデンティティとアクセスの
トラブルシューティング
次の情報は、 DevOps Guru と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に役
立ちます。
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トピック
• DevOpsGuru でアクションを実行する権限がない (p. 91)
• ユーザーにプログラムによるアクセス権を与えたい (p. 91)
• iam を実行する認可がない:PassRole (p. 92)
• 自分のAWSアカウント以外のユーザーに DevOps Guru リソースへのアクセスを許可したい (p. 92)

DevOpsGuru でアクションを実行する権限がない
AWS Management Console から、アクションを実行することが認可されていないと通知された場合、管理
者に問い合わせ、サポートを依頼する必要があります。

以下の例のエラーは、ユーザーがコンソールを使用して、mateojacksonmy-example-widget架空のリ
ソースの詳細を表示しようとしているが、awes:GetWidget架空のアクセス許可がない場合に発生しま
す。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 awes:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、Mateo は、awes:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのアク
セスが許可されるように、管理者にポリシーの更新を依頼します。

ユーザーにプログラムによるアクセス権を与えたい
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。

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。
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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 (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。

iam を実行する認可がない:PassRole
iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
DevOps Guru にロールを渡せるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例のエラーは、という IAM ユーザーがコンソールを使用して DevOps Gurumarymajor でアクショ
ンを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、サービス
ロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可がありません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

自分のAWSアカウント以外のユーザーに DevOps Guru リソース
へのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• DevOpsGuru がこれらの機能をサポートしているかどうかについては、「」を参照してくださ
いAmazon DevOps Guru が IAM と連携する仕組み (p. 66)。
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• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

DevOpsログ記録とモニタリング
モニタリングは、 DevOps Guru および他の AWS ソリューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維
持する上で重要な役割を担います。AWS には、 DevOps Guru をモニタリングし、異常を検出した場合に
報告して必要に応じて自動的に対処するために、次のモニタリングツールが用意されています。

• Amazonは、AWSのリソースおよび CloudWatchAWSで実行しているアプリケーションをモニタリング
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。たとえば、Amazon EC2 インスタンスの CPU CloudWatch 使用率などのメトリクスを追跡
し、必要に応じて新しいインスタンスを自動的に起動することができます。詳細については、Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

• AWS CloudTrail は、AWSアカウントにより、またはそのアカウントに代わって行われた API コールや
関連イベントを取得し、指定した Amazon S3 バケットにログファイルを配信します。AWS を呼び出し
たユーザーとアカウント、呼び出し元の IP アドレス、および呼び出しの発生日時を特定できます。詳細
については、AWS CloudTrailユーザーガイドを参照してください。

トピック
• Amazon DevOps のモニタリングの達人 CloudWatch (p. 93)
• での Amazon DevOps Guru API コールのログ記録AWS CloudTrail (p. 95)

Amazon DevOps のモニタリングの達人 CloudWatch
raw データを収集して読み取り可能なほぼリアルタイムのメトリクスに処理する DevOps Guru をモニタ
リングできます。 CloudWatchこれらの統計は 15 か月間保持されるため、履歴情報にアクセスし、ウェブ
アプリケーションまたはサービスの動作をより的確に把握できます。また、特定のしきい値を監視するア
ラームを設定し、これらのしきい値に達したときに通知を送信したりアクションを実行したりできます。
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。

DevOpsGuru の場合、インサイトのメトリクスと、 DevOps Guru の使用状況に関するメトリクスを追跡
できます。運用ソリューションで異常な動作が発生しているかどうかを判断するために、多数の作成済み
Insights を監視することをお勧めします。または、DevOps Guru の使用状況を監視して、コストを追跡
することもできます。

DevOpsGuru サービスは、AWS/DevOps-Guru名前空間の以下のメトリクスをレポートします。

トピック
• インサイトのメトリクス (p. 94)
• DevOpsGuru の使用状況メトリクス (p. 94)
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インサイトのメトリクス
CloudWatch を使用してメトリクスを追跡し、AWSアカウントに作成されたインサイトの数を表示するこ
とができます。Type ディメンションで追跡するインサイト (proactive または reactive) を指定でき
ます。すべてのインサイトを追跡する場合は、ディメンションを指定しないでおきます。

メトリクス

メトリクス 説明

Insight AWS アカウントで作成されるインサイトの数。

有効なディメンション: Type

有効な統計: Sample count、Sum

単位はカウント

DevOpsGuruInsight メトリクスでは、次のディメンションがサポートされています。

[Dimensions] (ディメンション):

ディメンション 説明

Type これがインサイトのタイプです。すべてのインサイトを追跡する場
合は、Insights メトリクスのディメンションを指定しないでおき
ます。有効な値は proactive、reactive です。

DevOpsGuru の使用状況メトリクス
Amazon DevOps Guru CloudWatch の使用状況を追跡できます。

メトリクス

メトリクス 説明

CallCount 次のいずれかの DevOps Guru メソッドによって行われた呼び出しの数。

• ListInsights
• ListAnomaliesForInsight
• ListRecommendations
• ListEvents
• SearchInsights
• DescribeInsight
• DescribeAnomaly

有効なディメンション:Service 、Class、Type、Resource

有効な統計: Sample count、Sum

単位はカウント
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DevOpsGuru の使用状況メトリクスでは、次のディメンションがサポートされています。

[Dimensions] (ディメンション):

ディメンション 説明

Service リソースが含まれる AWS のサービスの名前。たとえば、DevOps 
Guruの場合、この値はですDevOps-Guru。

Class これは追跡されるリソースのクラスです。 DevOpsGuruはこのディ
メンションを値とともに使用しますNone。

Type これは追跡されるリソースのタイプです。 DevOpsGuruはこのディ
メンションを値とともに使用しますAPI。

Resource これは DevOps Guru オペレーションの名前です。有効な値
は、ListInsights、ListAnomaliesForInsight、ListRecommendations、ListEvents、SearchInsights、DescribeInsight、DescribeAnomaly
です。

での Amazon DevOps Guru API コールのログ記録
AWS CloudTrail
Amazon DevOps Guru はAWS CloudTrail、 DevOps Guru のユーザー、ロール、またはAWSのサービ
スによって実行されたアクションの記録を提供するサービスであると統合されています。 CloudTrail 
は、DevOps Guru の API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、 
DevOps Guru コンソールからの呼び出しと、 DevOps Guru API オペレーションへのコード呼び出しが含
まれます。証跡を作成する場合は、 DevOps Guru CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 バケットへの
イベント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
ルのイベント履歴で最新のイベントを表示できます。によって収集された情報を使用して CloudTrail、 
DevOps Guru に対して行ったリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト日時などの詳細を確
認できます。

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

DevOpsの達人情報 CloudTrail
CloudTrail は、AWSアカウント作成時にアカウントで有効になります。DevOpsGuru でアクティビティが
発生すると、そのアクティビティは [ CloudTrail イベント履歴]AWS 内の他のサービスイベントとともにイ
ベントに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細に
ついては、「 CloudTrail イベント履歴でのイベントの表示」を参照してください。

DevOpsGuru のイベントなど、AWSアカウントのイベントの継続的な記録については、証跡を作成しま
す。追跡により CloudTrail 、Amazon S3 バケットにログファイルを配信できます。デフォルトでは、コン
ソールで作成した追跡がすべての 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 Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
にログファイルを配信します。さらに、 CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたイベントデータを
より詳細に分析し、それに基づく対応するためにその他のAWSのサービスを設定できます。詳細について
は、次を参照してください。

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

らログファイルを受け取る」
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DevOpsGuru は、 CloudTrail そのアクションのサブセットをログファイルのイベントとしてログに記録し
ます。詳細については、DevOpsGuru API リファレンスの「アクション」を参照してください。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートと 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、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用

して送信されたか。
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。

詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

DevOpsGuru ログファイルエントリについて
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ、または複数のログエントリがあります。イベントは、任意の
ソースからの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関
する情報が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックト
レースではないため、特定の順序では表示されません。

以下の例は、 CloudTrail UpdateResourceCollectionアクションのログエントリを示しています。

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AAAAAAAAAEXAMPLE:TestSession", 
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/TestRole/TestSession", 
    "accountId": "123456789012", 
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/TestRole", 
        "accountId": "123456789012", 
        "userName": "sample-user-name" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "mfaAuthenticated": "false", 
        "creationDate": "2020-12-03T15:29:51Z" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2020-12-01T16:14:31Z", 
  "eventSource": "devops-guru.amazonaws.com", 
  "eventName": "UpdateResourceCollection", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "sample-ip-address", 
  "userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.901 
 Linux/4.9.217-0.3.ac.206.84.332.metal1.x86_64 OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.275-b01 
 java/1.8.0_275 vendor/Oracle_Corporation", 
  "requestParameters": { 
    "Action": "REMOVE", 
    "ResourceCollection": { 
      "CloudFormation": { 
        "StackNames": [ 
          "*" 
        ] 
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      } 
    } 
  }, 
  "responseElements": null, 
  "requestID": " cb8c167e-EXAMPLE ", 
  "eventID": " e3c6f4ce-EXAMPLE ", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "managementEvent": true, 
  "eventCategory": "Management", 
  "recipientAccountId": "123456789012"
}

DevOpsGuru とインターフェイス VPC エンドポイ
ント (AWS PrivateLink)

Amazon DevOps Guru API を呼び出すときに VPC エンドポイントを使用できます。VPC エンドポイント
を使用する場合、API コールは VPC 内に含まれ、インターネットにアクセスしないため、セキュリティが
向上します。詳細については、Amazon DevOps Guru API リファレンスの「アクション」を参照してくだ
さい。

VPC と DevOps Guru の間でプライベート接続を確立するには、インターフェイス VPC エンドポイント
を作成します。インターフェイスエンドポイントは、インターネットゲートウェイAWS PrivateLink、NAT 
デバイス、VPN 接続、AWS Direct Connect 接続のいずれも必要とせずに DevOps Guru API にプライベー
トにアクセスできるテクノロジーであるを利用します。VPC のインスタンスは、パブリック IP アドレス
がなくても DevOps Guru API と通信できます。VPC と DevOps Guru の間のトラフィックは、Amazon 
ネットワークを離れません。

各インターフェースエンドポイントは、サブネット内の 1 つ以上の Elastic Network Interface によって表
されます。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink)」を参照してください。

DevOpsGuru VPC エンドポイントに関する考慮事項
DevOpsGuru のインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に、Amazon VPC ユーザーガイドの
「インターフェイスエンドポイントのプロパティと制限」を確認してください。

DevOpsGuru は、VPC からのすべての API アクションの呼び出しをサポートしています。

DevOpsGuru 用のインターフェイス VPC エンドポイ
ントの作成
DevOpsGuru サービス用の VPC エンドポイントは、Amazon VPC コンソールまたはAWS Command Line 
Interface (AWS CLI) を使用して作成できます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドのインター
フェイスエンドポイントの作成を参照してください。

以下のサービス名を使用して DevOps Guru 用の VPC エンドポイントを作成します。

• com.amazonaws.region.devops-guru

エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名を使用して、 
DevOps Guru に API リクエストを実行できますdevops-guru.us-east-1.amazonaws.com。
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詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド のインターフェイスエンドポイントを介したサービスへの
アクセスを参照してください。

DevOpsGuru 用の VPC エンドポイントポリシーの作
成
VPC エンドポイントに DevOps Guru へのアクセスをコントロールするエンドポイントポリシーをアタッ
チできます。このポリシーでは、以下の情報を指定します。

• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。

詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御
する」を参照してください。

例: DevOpsGuru アクションの VPC エンドポイントポリシー

DevOpsGuru のエンドポイントポリシーの例を以下に示します。このポリシーは、エンドポイントにア
タッチされると、すべてのリソースのすべてのプリンシパルに対して、登録されている DevOps Guru ア
クションへのアクセスを許可します。

{ 
   "Statement":[ 
      { 
         "Principal":"*", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "devops-guru:AddNotificationChannel", 
            "devops-guru:ListInsights", 
            "devops-guru:ListRecommendations" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

DevOpsGuru のインフラストラクチャセキュリティ
マネージドサービスである Amazon DevOps Guru 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」AWS に記載されているグローバルネットワークセキュリティ手順で保護されてい
ます。

AWSが発行している APIコールを使用して、ネットワーク経由で DevOps Guru 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。

リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットのアクセスキー
を使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、一時
的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
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回復力

Amazon DevOps Guru の耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築さ
れます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高スループット、そして高冗長性のネットワークで接続
されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。 DevOpsGuru は複
数のアベイラビリティーゾーン、アーティファクトデータとメタデータを Amazon S3 および Amazon S3 
および Amazon DynamoDBに格納しているメタデータで運用されている。暗号化されたデータは複数の施
設、および各施設の複数のデバイスで冗長的に保存されるので高い可用性と耐久性が提供されます。

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。
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通知

Amazon のクォータDevOpsグル
次の表に Amazon の現在のクォータを示します。DevOpsGuru。このクォータは、各 AWS アカウントの
サポートされる各 AWS リージョンのものです。

通知
一度に指定できる Amazon Simple Notification 
Service トピックの最大数

2

AWS CloudFormation スタック
指定できる AWS CloudFormation スタックの最大
数

1000

DevOpsAPI の作成、デプロイ、管理に関する Guru 
クォータ

以下の固定されたクォータが、での API の作成、デプロイ、管理に適用されます。DevOps教祖は、AWS 
CLI、API Gateway コンソール、または API Gateway REST API およびその SDK を使用します。

全リストについてDevOpsGuru API、参照アマゾンDevOpsGuru Actions。

デフォルトのクォータ 引き上げ可能

アカウントごとに 1 秒ごとに 20 
のリクエスト

はい
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Amazon DevOps Guru ドキュメント
履歴

次の表は、 DevOps Guru の今回のリリースの内容をまとめたものです。

• API バージョン:  最新
• 最新のドキュメントの更新:2023 年 2 月 28 日

変更 説明 日付

DevOpsRDS の Guru はプロアク
ティブなインサイトをサポート
します (p. 101)

Amazon DevOps Guru for RDS 
は、Aurora データベースの問題
がより大きな問題になる前に対処
するのに役立つ推奨事項を含む積
極的な洞察を公開しています。詳
細については、「 DevOpsGuru 
for RDS」を参照してください。

2023 年 2 月 28 日

分析済みリソースペー
ジ (p. 101)

DevOpsGuru コンソールの新し
いページに、 DevOps Guru に
よって分析されたアカウントのリ
ソースが一覧表示されます。詳細
については、「 DevOpsGuru が
分析したリソースを表示する」を
参照してください。

2022 年 10 月 20 日

新しい通知構成設定 (p. 101) すべての通知を受け取るか、特
定の重大度やイベントの通知の
みを受け取るかを選択できるよ
うになりました。詳細について
は、「Amazon SNS 通知設定の
更新」を参照してください。

2022 年 9 月 30 日

管理ポリシーへのログ異常分析
の追加 (p. 101)

AWS CloudWatch アクションへ
のアクセスをサポートするよう
に、 DevOps Guru の管理ポリ
シーが IAM コンソールで更新さ
れましたFilterLogEvents。
詳細については、「AWS管理ポ
リシーとサービスにリンクされた
ロールのに関するDevOps Guru 
の更新」を参照してください。

2022 年 8 月 30 日

ログ異常分析の追加 (p. 101) DevOpsGuru コンソールでは、
インサイトに関連するロググルー
プに関する詳細情報を表示でき
ます。また、 CloudWatch ログと
ストリームを記述するための拡
張されたサービスにリンクされた
ロールもあります。詳細について
は、「 DevOpsGuru コンソール
でのインサイトについて」およ

2022 年 7 月 12 日
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び「AWS管理ポリシーとサービ
スにリンクされたロールに対する
DevOps Guru の更新」を参照し
てください。

CodeGuru プロファイラー統
合 (p. 101)

DevOpsGuru EventBridge が
マネージドルールで Amazon 
CodeGuru プロファイラーと統
合されるようになりました。 
CodeGuru プロファイラーからの
各インバウンドイベントは、事
前対応型の異常レポートです。
詳細については、「 CodeGuru 
Profiler との統合」を参照してく
ださい。

2022 年 3 月 7 日

サービスにリンクされたロール
と管理ポリシーの更新 (p. 101)

IAM コンソールで利用可能な
拡張ポリシー。この変更によ
り DevOps Guru で Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) との拡張統合が
サポートされるようになりまし
た。詳細については、「AWS 
DevOpsGuruのサービスにリンク
されたロールと管理 (定義済み) 
ポリシーの使用」を参照してくだ
さい。

2021 年 12 月 21 日

新たに管理ポリシーを追加しま
した (p. 101)

「」AmazonDevOpsGuruConsoleFullAccess
ポリシーが追加されました。詳細
については、「Amazon DevOps 
Guru のアイデンティティベース
のポリシー」を参照してくださ
い。

2021 年 12 月 6 日

AWS タグでアプリケーショ
ンを定義するためのサポー
ト (p. 101)

AWSタグを使用して、 DevOps 
Guru で分析するリソースの識
別、アプリケーション内のリ
ソースの識別、およびコンソー
ルのインサイトのフィルターを
行うことができるようになりま
した。詳細については、「Use 
tags to identify resources in your 
applications」を参照してくださ
い。

2021 年 12 月 1 日

サービスにリンクされたロール
と管理ポリシーの更新 (p. 101)

IAM コンソールで利用可能な
拡張ポリシー。この変更によ
り DevOps Guru で Amazon 
Relational Database Service 
(Amazon RDS) との拡張統合が
サポートされるようになりまし
た。詳細については、「AWS 
DevOpsGuruのサービスにリンク
されたロールと管理 (定義済み) 
ポリシーの使用」を参照してくだ
さい。

2021 年 12 月 1 日
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Amazon RDS のサポー
ト (p. 101)

DevOpsGuru は、アプリケー
ションの Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) 
リソースに関する包括的な分析
とインサイトの提供を行うよ
うになりました。詳細について
は、「Working with anomalies for 
Amazon RDS」を参照してくだ
さい。 DevOps

2021 年 12 月 1 日

EventBridge アマゾンインテグ
レーション (p. 101)

DevOpsGuru が EventBridge と
統合され、 DevOps Guru のイン
サイトの特定のイベントを通知で
きるようになりました。詳細につ
いては、「での作業」を参照して
ください EventBridge。

2021 年 11 月 18 日

AWS 管理ポリシーを追
加 (p. 101)

新たに AWS 管理ポ
リシーを追加しまし
た。AmazonDevOpsGuruOrganizationsAccessこ
のポリシーは組織内の DevOps 
Guru へのアクセスを提供しま
す。詳細については、「アイデン
ティティベースのポリシー」を参
照してください。

2021 年 11 月 16 日

サービスにリンクされたロール
ポリシーの更新 (p. 101)

IAM コンソールで利用可能な
拡張ポリシー。この変更により 
DevOps Guru がマルチアカウン
トビューをサポートするように
なりました。詳細については、
「サービスにリンクされたロール
の使用」を参照してください。

2021 年 11 月 4 日

クロスアカウントのサポー
ト (p. 101)

組織の複数のアカウントにわた
るインサイトとメトリクスを表
示できるようになりました。詳細
については、「Amazon DevOps 
Guru とは」を参照してくださ
い。

2021 年 11 月 4 日

一般提供リリース (p. 101) Amazon DevOps Guru の一般提
供 (GA) が開始されました。

2021 年 5 月 4 日

新しいトピック (p. 101) リソースを分析するための 
DevOps Guru の月額コストを生
成できるようになりました。詳細
については、「Amazon DevOps 
Guru のリソース分析コストの見
積もり」を参照してください。

2021 年 4 月 27 日
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VPC エンドポイントのサポー
ト (p. 101)

VPC エンドポイントを使用し
て、リソース分析およびインサ
イト生成のセキュリティを強化で
きるようになりました。詳細につ
いては、「DevOpsGuru とイン
ターフェイス VPC エンドポイン
ト (AWS PrivateLink)」を参照し
てください。

2021 年 4 月 15 日

新しいトピック (p. 101) Amazonで DevOps Guru 
CloudWatch を監視する方法に
関する新しいトピックが追加
されました。詳細については、
「Amazon でのDevOpsモニタ
リング」を参照してください 
CloudWatch。

2020 年 12 月 11 日

プレビューリリース (p. 101) これは Amazon DevOps Guru 
ユーザーガイドのプレビューリ
リースです。

2020 年 12 月 1 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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