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AWS FIS の概念

AWS Fault Injection Simulator とは?
AWS Fault Injection Simulator (AWS FIS) は、AWS ワークロードでフォールトインジェクション実験を
実行できるマネージドサービスです。フォールトインジェクションは、カオス工学の原則に基づいていま
す。これらの実験では、アプリケーションの応答を観察できるように、破壊的なイベントを作成すること
で、アプリケーションに負荷をあたえます。その後、この情報を使用して、アプリケーションのパフォー
マンスと復元力を向上させ、期待どおりに動作させることができます。

AWS FIS を使用するには、実際に見つけにくいアプリケーションの問題を明らかにするのに必要な現実世
界の条件を作成するのに役立つ実験をセットアップして実行します。AWS FIS には、中断を生成するテン
プレートと、特定の条件が満たされた場合に実験を自動的にロールバックしたり、テストを停止したりす
るなど、本番環境で実験を実行するために必要なコントロールとガードレールが用意されています。

Important

AWS FIS は、システム内の実際の AWS リソースで実際のアクションを実行します。したがっ
て、AWS FIS を使用して本番環境で実験を実行する前に、計画フェーズを完了し、本番環境前の
環境で実験を実行することを強くお勧めします。

実験の計画の詳細については、「信頼性のテスト」および「AWS FIS実験を計画する (p. 3)」を参照
してください。AWS FIS の詳細については、「AWS Fault Injection Simulator」を参照してください。

AWS FIS の概念
AWS FIS を使用するには、障害条件下でのアプリケーションまたはシステムの動作の理論をテストする
ための AWS リソースで実験を実行します。実験を実行するには、まず実験テンプレートを作成します。
実験テンプレートは、実験の青写真です。実験テンプレートには、実験のアクション、ターゲット、およ
び停止条件が含まれています。作成した実験テンプレートは、実験の実行に使用できます。実験の実行中
に、その進行状況を追跡し、そのステータスを表示できます。実験は、実験内のすべてのアクションが実
行された時点で完了します。

アクション
アクションは、実験中の AWS リソースで AWS FIS が実行する活動です。AWS FIS は、AWS リソースの
タイプに基づいて、事前設定済みの一連のアクションを提供します。各アクションは、実験中、または実

1

https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/reliability-pillar/test-reliability.html
http://aws.amazon.com/fis/


AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド
ターゲット

験を停止するまで、指定された期間実行されます。アクションは、順番に、または同時に (並行して) 実行
できます。

ターゲット
ターゲットは、実験中に AWS FIS がアクションを実行する1 つまたは複数の AWS リソースです。特定の
リソースを選択することも、タグや状態などの特定の基準に基づいてリソースのグループを選択すること
もできます。

停止条件
AWS FISでは、AWS ワークロードで実験を安全に実行するために必要なコントロールとガードレールが
用意されています。ある停止条件は、Amazon CloudWatch アラームとして定義したしきい値に達した場
合に実験を停止する仕組みです。実験の実行中に停止条件がトリガーされると、AWS FIS が実験を停止さ
せます。

AWS FIS アクションおよびサポートされる AWS 
サービス

AWS FIS は、AWS のサービス全般の、特定のタイプのターゲットに対して事前設定済みのアクションを
提供します。詳細については、「AWS FIS のアクション (p. 26)」を参照してください。

AWS FIS は、次の AWS サービスのターゲットリソースのアクションをサポートします。

• Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
• Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
• Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

AWS FIS アクセス
AWS FIS は次のいずれかの方法で使用できます。

• AWS Management Console - AWS FIS へのアクセスに使用するウェブインターフェイスを提供します。
詳細については、「AWS Management Consoleの操作」を参照してください。

• AWSCommand Line Interface (AWS CLI) — AWS FIS を含むさまざまな AWS のサービス用のコマン
ドが用意されており、Windows、macOS、および Linux でサポートされています。詳細については、
「AWS Command Line Interface」を参照してください。

• AWS SDK — 言語固有の API を提供し、署名の計算、リクエストの再試行処理、エラー処理など、接続
のさまざまな詳細を処理します。詳細については、AWSSDK をご参照ください。

• HTTPS API — HTTPS リクエストを使用して呼び出す低レベル API アクションを提供します。詳細につ
いては、AWS Fault Injection Simulator API リファレンスを参照してください。

料金
アクションの実行開始から終了まで、1 分ごとに課金されます。詳細については、「AWS FIS の料金」を
参照してください。
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基本原則とガイドライン

AWS FIS実験を計画する
フォールトインジェクションは、サーバー停止や API スロットリングなどの破壊的なイベントを作成する
ことで、テスト環境や本番環境でアプリケーションに負荷をあたえるプロセスです。システムの応答を観
察することで、改善を実装できます。システム上で実験を実行すると、システムに依存している顧客に影
響を与える前に、システム上の弱点を制御された方法で特定するのに役立ちます。そうすれば、問題をプ
ロアクティブに解決して、予測不可能な結果を防ぐことができます。

を使用してフォールトインジェクション実験を開始する前にAWS FIS、次の原則とガイドラインに精通す
ることをお勧めします。

Important

AWS FIS はシステム内の実際の AWS リソースで実際のアクションを実行します。したがっ
て、AWS FIS を使用して実験を実行する前に、まず計画段階とテストをプリプロダクション環境
またはテスト環境で完了することを強くお勧めします。

内容
• 基本原則とガイドライン (p. 3)
• 実験計画ガイドライン (p. 4)

基本原則とガイドライン
AWS FIS で実験を始める前に、以下の手順に従います。

1. 実験のターゲット展開を特定する — まず、ターゲットデプロイを特定します。これが最初の実験の場
合は、プリプロダクションまたはテスト環境で開始することをお勧めします。

2. アプリケーションアーキテクチャを確認する: 各コンポーネントのすべてのアプリケーションコンポー
ネント、依存関係、およびリカバリ手順を特定していることを確認する必要があります。まず、アプリ
ケーションアーキテクチャを見直します。アプリケーションによっては、「AWS Well-Architected フ
レームワーク」を参照してください。

3. 定常状態の動作を定義する - レイテンシー、CPU 負荷、1 分あたりの失敗したサインイン、再試行回
数、ページ読み込み速度など、重要な技術的およびビジネス指標の観点から、システムの定常状態の動
作を定義します。

4. 仮説を形成する — 実験中にシステムの動作がどのように変化すると予想されるかについての仮説を作
成します。仮説の定義は次の形式に従います。

###########################、###############################。

認証サービスの仮説は次のようになります。ネットワーク遅延が 10% 増加すると、サインイン失敗が 
1% 未満増加します。実験の完了後、アプリケーションの復元力がビジネスおよび技術的な期待に沿っ
ているかどうかを評価します。

AWS FIS を使用するときは、次のガイドラインに従うことをお勧めします。

• 常にテスト環境で AWS FIS を使用した実験を始めてください。決して本番環境では開始しないでくだ
さい。フォールトインジェクション実験を進めていくと、テスト環境以外の制御環境でも実験できるよ
うになります。

• アプリケーションの復元力に対するチームの自信を構築するには、以下を実行するなど、小規模で簡単
な実験から始めましょう。ターゲットに対する aws:ec2:stop-instances アクション。

3
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実験計画ガイドライン

• フォールトインジェクションは、実際の問題を引き起こす可能性があります。慎重に進み、顧客が影響
を受けないように、最初のフォールトインジェクションがテストインスタンス上にあることを確認して
ください。

• テスト、テスト、テストを繰り返します。フォールトインジェクションは、十分に計画された実験で制
御された環境で実装されることを意図しています。これにより、乱流条件に耐えるアプリケーションや
ツールの能力に自信を持たせることができます。

• 始める前に、優れた監視およびアラートプログラムを用意することを強くお勧めします。それがなけれ
ば、持続可能なフォールトインジェクションの実践に不可欠な実験の影響を理解したり測定したりする
ことはできません。

実験計画ガイドライン
AWS FIS を使用すると、障害条件下でアプリケーションまたはシステムがどのように動作するかの理論を
テストするための AWS リソースで実験を実行することができます。

次は、AWS FIS 実験の計画に推奨されるガイドラインです。

• 停止履歴の確認 - システムの以前の停止とイベントを確認します。これは、システムの全体的な健全性
と回復力を把握するのに役立ちます。システムで実験を実行する前に、システムの既知の問題と弱点に
対処する必要があります。

• 最も大きな影響を持つサービスを特定する - サービスを確認し、エンドユーザーまたは顧客に障害が発
生した場合や正常に機能しない場合に、最も大きな影響を与えるサービスを特定します。

• ターゲットシステムを特定する — ターゲットシステムは、実験を実行するシステムです。AWS FIS を
初めて使用する場合、または、これまでにフォールトインジェクション実験を実行したことがない場合
は、プリプロダクションまたはテストシステムで実験を実行することをお勧めします。

• チームに相談する — 彼らが心配しているものを聞いてください。仮説を立てて、彼らの懸念を証明また
は反証することができます。また、チームに心配していないことを聞くこともできます。この質問は、2
つのよくある誤謬を明らかにすることができます。サンクコスト誤謬と確認バイアスの誤謬です。チー
ムの回答に基づいて仮説を形成すると、システムの状態の現実に関する詳細情報を提供できます。

• アプリケーションアーキテクチャを確認する - システムまたはアプリケーションのレビューを実施し、
すべてのコンポーネントのすべてのアプリケーションコンポーネント、依存関係、およびリカバリ手順
を特定していることを確認します。

「AWSWell-Architected フレームワーク」を確認することをお勧めします。このフレームワークは、ア
プリケーションとワークロードのために、安全で、高パフォーマンス、耐障害性、および効率的なイン
フラストラクチャを構築するのに役立ちます。詳細については、「AWS Well-Architected」を参照して
ください。

• 該当するメトリクスを特定する — 実験が Amazon CloudWatch メトリクスを使用するAWSリソースに
与える影響を監視できます。これらのメトリクスを使用して、アプリケーションが最適に実行されてい
るときのベースラインまたは「定常状態」を判断できます。その後、実験中または実験後にこれらのメ
トリクスを監視して、影響を判断できます。詳細については、「Amazon を使用してAWS FIS の使用状
況メトリクスをモニタリングする CloudWatch (p. 80)」を参照してください。

• システムの許容可能なパフォーマンスしきい値を定義する — システムの許容可能な定常状態を表すメト
リクスを特定します。 CloudWatch 実験の アラームがトリガーされると、実験は自動的に停止します。
詳細については、「AWS FIS の停止条件 (p. 58)」を参照してください。
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テストインスタンスの停止と開始

AWS Fault Injection Simulator の
チュートリアル

以下のチュートリアルでは、AWS Fault Injection Simulator (AWS FIS) を使用して実験を作成および実行す
る方法を示します。

チュートリアル
• チュートリアル : テストインスタンスの停止とAWS FIS の使用開始 (p. 5)
• チュートリアル: AWS FIS を使用して、インスタンスで CPU ストレスを実行する (p. 9)
• チュートリアル: AWS FIS を使用してスポットインスタンスの中断をテストする (p. 13)
• チュートリアル:接続イベントのシミュレーション (p. 18)
• チュートリアル:繰り返し実験をスケジュールする (p. 22)

チュートリアル : テストインスタンスの停止とAWS 
FIS の使用開始

AWS Fault Injection Simulator (AWS FIS) を使用して、アプリケーションがインスタンスの停止と開始を処
理する方法をテストします。このチュートリアルを使用して、 1 つのインスタンスを停止し、次に 2 番目
のインスタンスを停止する AWS FIS aws:ec2:stop-instances アクションを使用する実験テンプレー
トを作成します。

前提条件
このチュートリアルを完了するには、以下を確実におこなってください。

• アカウントで 2 つのテスト EC2 インスタンスを起動します。インスタンスを起動したら、両方のインス
タンスの ID を記録します。

• ユーザーに代わって aws:ec2:stop-instances アクションを実行する AWS FIS サービスを有効にす
る IAM ロールを作成します。詳細については、「AWS FIS実験の IAM ロール (p. 59)」を参照してく
ださい。

• があることを確認しますAWS FIS。詳細については、「AWS FIS ポリシー例 (p. 102)」を参照してく
ださい。

ステップ 1: 実験テンプレートを作成する
AWS FIS コンソールを使用して実験テンプレートを作成する。テンプレートで、それぞれ 3 分間連続し
て実行する 2 つのアクションを指定します。最初のアクションは、テストインスタンスの 1 つを停止し
ます。AWS FIS がランダムに選択します。2 番目のアクションは、両方のテストインスタンスを停止しま
す。

実験テンプレートを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/fis で AWS FIS コンソール を開きます。

5

https://console.aws.amazon.com/fis/


AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド
ステップ 1: 実験テンプレートを作成する

2. ナビゲーションペインで、[Experiment templates] (実験テンプレート) を選択します。
3. [Create experiment template] (実験テンプレートの作成) を選択します。
4. [説明と名前] に、テンプレートの説明と名前を入力します。
5. [操作] で、以下の作業を行います。

a. [Add action] を選択します。
b. アクションに名前を入力します。例えば、stopOneInstance と入力します。
c. [アクションの種類] で、aws:ec2:stop-instances を選択します。
d. Target には、AWS FIS自動的に作成されるターゲットをそのまま使用してください。
e. [Add] を選択し、3 分 (PT3M) を指定します。
f. [Save] (保存) を選択します。

6. [ターゲット] で、以下の作業を行います。

a. AWS FIS が前のステップで自動的に作成したターゲットの編集を選択します。
b. デフォルト名を、よりわかりやすい名前に置き換えます。例えば、 oneRandomInstanceと入力

します。
c. [リソースタイプ] がaws:ec2:instance になっていることを確認します。
d. [ターゲットメソッド] で、リソース ID をクリックし、2 つのテストインスタンスの ID を選択し

ます。
e. 選択モードの場合は、「カウント」を選択します。リソース数に、「1」と入力します。
f. [Save] (保存) を選択します。

7. [ターゲットの追加] を選択して、以下を実行します。

a. ターゲットの名前を入力します。例えば、 bothInstancesと入力します。
b. [リソースタイプ] で、[aws:ec2:instance] を選択します。
c. [ターゲットメソッド] で、リソース ID をクリックし、2 つのテストインスタンスの ID を選択し

ます。
d. [選択モード] で、すべてを選択します。
e. [Save] (保存) を選択します。

8. [アクション] セクションで、[アクションの追加] を選択します。次のコマンドを実行します

a. [Name (名前)] に、アクションの名前を入力します。例えば、stopBothInstances と入力しま
す。

b. [アクションの種類] で、aws:ec2:stop-instances を選択します。
c. 開始後で、最初に追加したアクションを選択します (stopOneInstance)。
d. ターゲットで、追加した 2 番目のターゲットを選択します (bothInstances)。
e. [Add] を選択し、3 分 (PT3M) を指定します。
f. [Save] (保存) を選択します。

9. サービスアクセスでは、[既存の IAM ロールを使用する] を選択し、このチュートリアルの前提条件で
説明されているように作成した IAM ロールを選択します。ロールが表示されない場合は、必要な信頼
関係があることを確認します。詳細については、「信頼ポリシー例 (p. 60)」を参照してください。

10. (オプション) タグで、[Add Tag] (タグの追加) を選択して、タグのキーと値を指定します。追加したタ
グは、テンプレートを使用して実行される実験ではなく、実験テンプレートに適用されます。

11. [Create experiment template] (実験テンプレートの作成) を選択します。確認を求められたら、
「create」と入力して、[実験テンプレートを作成する] を選択します。

(オプション) 実験テンプレート JSON を表示するには

[エクスポートタブを選択します。次に、前述のコンソールプロシージャで作成された JSON の例を示しま
す。
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ステップ 2: 実験を開始する

{ 
    "description": "Test instance stop and start", 
    "targets": { 
        "bothInstances": { 
            "resourceType": "aws:ec2:instance", 
            "resourceArns": [ 
                "arn:aws:ec2:region:123456789012:instance/instance_id_1", 
                "arn:aws:ec2:region:123456789012:instance/instance_id_2" 
            ], 
            "selectionMode": "ALL" 
        }, 
        "oneRandomInstance": { 
            "resourceType": "aws:ec2:instance", 
            "resourceArns": [ 
                "arn:aws:ec2:region:123456789012:instance/instance_id_1", 
                "arn:aws:ec2:region:123456789012:instance/instance_id_2" 
            ], 
            "selectionMode": "COUNT(1)" 
        } 
    }, 
    "actions": { 
        "stopBothInstances": { 
            "actionId": "aws:ec2:stop-instances", 
            "parameters": { 
                "startInstancesAfterDuration": "PT3M" 
            }, 
            "targets": { 
                "Instances": "bothInstances" 
            }, 
            "startAfter": [ 
                "stopOneInstance" 
            ] 
        }, 
        "stopOneInstance": { 
            "actionId": "aws:ec2:stop-instances", 
            "parameters": { 
                "startInstancesAfterDuration": "PT3M" 
            }, 
            "targets": { 
                "Instances": "oneRandomInstance" 
            } 
        } 
    }, 
    "stopConditions": [ 
        { 
            "source": "none" 
        } 
    ], 
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AllowFISEC2Actions", 
    "tags": {}
}

ステップ 2: 実験を開始する
実験テンプレートの作成が完了したら、それを使用して実験を開始できます。

実験を開始するには

1. 作成した実験テンプレートの詳細ページに移動する必要があります。または、[Experiment templates] 
(実験テンプレート) の ID を選択して、詳細ページを開きます。

2. [実験を開始する] を選択します。
3. (オプション) 実験にタグを追加するには、[Add new tag] を選択し、タグキーとタグ値を入力します。
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AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド
ステップ 3: 実験の進行状況を追跡する

4. [実験を開始する] を選択します。確認を求められたら、start を入力して、[実験を開始する] を選択
します。

ステップ 3: 実験の進行状況を追跡する
実験の完了、停止、または失敗するまで、実行中の実験の進行状況を追跡できます。

実験の進行状況を追跡するには

1. 始めたばかりの実験の詳細ページにいるはずです。または、[Experiments] (実験) の ID を選択して、
詳細ページを開きます。

2. 実験の状態を表示するには、[詳細] ペインの [状態] を確認してください。詳細については、「実験状
態 (p. 78)」を参照してください。

3. 実験の状態が[実行中] のときは、次のステップに進みます。

ステップ 4: 実験結果の確認
インスタンスが実験によって停止され、期待どおりに開始されたことを確認できます。

実験の結果を検証するには

1. 新しいブラウザタブまたはウィンドウで、Amazon EC2 コンソール https://console.aws.amazon.com/ 
ec2/ を開きます。これにより、AWS FIS コンソールで実験の進行状況を追跡し続けながら、Amazon 
EC2 コンソールで実験の結果を表示することができます。

2. ナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス) を選択します。
3. 最初のアクションの状態が保留中から実行中(AWS FIS コンソール) に変わるとき、いずれかのター

ゲットインスタンスの状態が実行中から停止(Amazon EC2 コンソール) に変わります。
4. 3分後、最初のアクションの状態が完了とすると、第2アクションの状態は実行中となり、もう一方の

ターゲットインスタンスの状態は停止に変わります。
5. 3分後、2回目のアクションの状態が完了の場合、ターゲットインスタンスの状態は実行中となり、実

験の状態は完了に変わります。

ステップ 5：クリーンアップ
実験で作成したテスト EC2 インスタンスが不要になった場合は、終了できます。

インスタンスを終了するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス) を選択します。
3. 両方のテストインスタンスを選択し、[インスタンスの状態]、[インスタンスの終了] の順に選択しま

す。
4. 確認を求めるメッセージが表示されたら、[終了] を選択します。

実験テンプレートが不要になった場合は、削除できます。

AWS FIS コンソールを使用して実験テンプレートを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/fis で AWS FIS コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Experiment templates] (実験テンプレート) を選択します。
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インスタンスで CPU ストレスを実行する

3. 実験テンプレートを選択し、[アクション]、[実験テンプレートの削除] を選択します。
4. 確認を求められたら、delete と入力し、[実験テンプレートの削除] を選択します。

チュートリアル: AWS FIS を使用して、インスタン
スで CPU ストレスを実行する

AWS Fault Injection Simulator (AWS FIS) を使用して、アプリケーションが CPU ストレスをどのように処
理するかをテストします。このチュートリアルを使用して、AWS FIS を使用する実験テンプレートを作成
します。インスタンスで CPU ストレスを実行する、事前設定済みの SSM ドキュメントを実行します。こ
のチュートリアルでは、インスタンスの CPU 使用率が事前設定済みのしきい値を超えた場合に、停止条
件を使用して実験を停止します。

詳細については、「the section called “事前設定済み AWS FIS SSM ドキュメント” (p. 39)」を参照して
ください。

前提条件
AWS FIS を使用して CPU ストレスを実行する前に、以下の前提条件を満たしてください。

IAM ロールの作成

ロールを作成し、ユーザーに代わって aws:ssm:send-command アクションを実行できる AWS FIS をポ
リシーにアタッチします。詳細については、「AWS FIS実験の IAM ロール (p. 59)」を参照してくださ
い。

AWS FIS へのアクセスを検証する

アクセスできることを確認しますAWS FIS。詳細については、「AWS FIS ポリシー例 (p. 102)」を参照
してください。

テスト EC2 インスタンスを準備する

• 事前設定済みの SSM ドキュメントの要求に応じて、Amazon Linux 2 または Ubuntu を使用して EC2 イ
ンスタンスを起動します。

• インスタンスは SSM によって管理されている必要があります。インスタンスが SSM によって管理
されていることを確認するには、Fleet Manager コンソールを開きます。インスタンスが SSM に
よって管理されていない場合は、SSM Agent がインストールされていることと、インスタンスに
ManagedInstanceCoreAmazonSSSSSSSMポリシーを持つ IAM ロールがアタッチされていることを確認
してください。インストールされている SSM Agentを確認するには、インスタンスに接続し、以下のコ
マンドを実行します。

Amazon Linux 2

yum info amazon-ssm-agent

Ubuntu

apt list amazon-ssm-agent

• インスタンスの詳細モニタリングを有効にします。追加料金で、1 分間のデータを取得できます。イン
スタンスを選択し、[Actions] (アクション)、[Monitor and troubleshoot] (モニタリングとトラブルシュー
ティング)、[Manage detailed monitoring] (詳細モニタリングの管理) の順に選択します。
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ステップ 1: CloudWatch 停止条件のアラームを作成する

ステップ 1: CloudWatch 停止条件のアラームを作成す
る
CPU 使用率が指定したしきい値を超えた場合に実験を停止できるように、 CloudWatch アラームを設定
します。次の手順では、ターゲットインスタンスの CPU 使用率を 50% に設定します。詳細については、
「停止条件 (p. 58)」を参照してください。

CPU 使用率がしきい値を超えたことを示すアラームを作成するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス) を選択します。
3. ターゲットインスタンスを選択し、[アクション]、[監視とトラブルシューティング]、[ CloudWatch ア

ラームの管理] を選択します。
4. [Alarm notification] (アラーム通知) で、トグルを使用して Amazon SNS 通知をオフにします。
5. アラームのしきい値を使用する場合は、以下の設定を使用します。

• サンプルのグループ化: 最大
• サンプリングするデータのタイプ: CPU 使用率
• 割合 (%): 50
• 間隔: 1 Minute

6. アラームの設定が終わったら、[Create] を選択します。

ステップ 2: 実験テンプレートを作成する
AWS FIS コンソールを使用して、実験テンプレートを作成します。テンプレートで、実行するアクション
を指定しますAWSFIS。 (p. 39)

実験テンプレートを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/fis で AWS FIS コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Experiment templates] (実験テンプレート) を選択します。
3. [Create experiment template] (実験テンプレートの作成) を選択します。
4. [説明と名前] に、テンプレートの説明と名前を入力します。
5. [操作] で、以下の作業を行います。

a. [Add action] を選択します。
b. アクションに名前を入力します。例えば、runCpuStress と入力します。
c. [アクションの種類] で、aws: ssm:AWSFIS send-command/-Run-CPU-Stress を選択します。これ

により、SSM ドキュメントの ARN がドキュメント ARN に自動的に追加されます。
d. Target には、AWS FIS自動的に作成されるターゲットをそのまま使用してください。
e. [アクションパラメータ]、[ドキュメントパラメータ] に、次のように入力します。

{"DurationSeconds":"120"}

f. [アクションパラメーター] で、継続時間で、5 分 (PT5M) を指定します。
g. [Save] (保存) を選択します。

6. [ターゲット] で、以下の作業を行います。

a. AWS FIS が前のステップで自動的に作成したターゲットの編集を選択します。
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ステップ 3: 実験を開始する

b. デフォルト名を、よりわかりやすい名前に置き換えます。例えば、 testInstanceと入力しま
す。

c. [リソースタイプ] でaws:ec2:instanceになっていることを確認します。
d. [ターゲットメソッド] で、リソース ID を選択し、テストインスタンスの ID を選択します。
e. 選択モードで、すべてを選択します。
f. [Save] (保存) を選択します。

7. サービスアクセスでは、[既存の IAM ロールを使用する] を選択し、このチュートリアルの前提条件で
説明されているように作成した IAM ロールを選択します。ロールが表示されない場合は、必要な信頼
関係があることを確認します。詳細については、「信頼ポリシー例 (p. 60)」を参照してください。

8. [停止条件] で、ステップ 1 CloudWatch で作成したアラームを選択します。
9. (オプション) タグで、[Add Tag] (タグの追加) を選択して、タグのキーと値を指定します。追加したタ

グは、テンプレートを使用して実行される実験ではなく、実験テンプレートに適用されます。
10. [Create experiment template] (実験テンプレートの作成) を選択します。

(オプション) 実験テンプレート JSON を表示するには

[エクスポートタブを選択します。次に、前述のコンソールプロシージャで作成された JSON の例を示しま
す。

{ 
    "description": "Test CPU stress predefined SSM document", 
    "targets": { 
        "testInstance": { 
            "resourceType": "aws:ec2:instance", 
            "resourceArns": [ 
                "arn:aws:ec2:region:123456789012:instance/instance_id" 
            ], 
            "selectionMode": "ALL" 
        } 
    }, 
    "actions": { 
        "runCpuStress": { 
            "actionId": "aws:ssm:send-command", 
            "parameters": { 
                "documentArn": "arn:aws:ssm:region::document/AWSFIS-Run-CPU-Stress", 
                "documentParameters": "{\"DurationSeconds\":\"120\"}", 
                "duration": "PT5M" 
            }, 
            "targets": { 
                "Instances": "testInstance" 
            } 
        } 
    }, 
    "stopConditions": [ 
        { 
            "source": "aws:cloudwatch:alarm", 
            "value": "arn:aws:cloudwatch:region:123456789012:alarm:awsec2-instance_id-
GreaterThanOrEqualToThreshold-CPUUtilization" 
        } 
    ], 
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AllowFISSSMActions", 
    "tags": {}
}

ステップ 3: 実験を開始する
実験テンプレートの作成が完了したら、それを使用して実験を開始できます。
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ステップ 4: 実験の進行状況を追跡する

実験を開始するには

1. 作成した実験テンプレートの詳細ページに移動する必要があります。または、[Experiment templates] 
(実験テンプレート) の ID を選択して、詳細ページを開きます。

2. [実験を開始する] を選択します。
3. (オプション) 実験にタグを追加するには、[Add new tag] を選択し、タグキーとタグ値を入力します。
4. [実験を開始する] を選択します。確認を求められたら、start をクリックします。[実験を開始する] 

を選択します。

ステップ 4: 実験の進行状況を追跡する
実験が完了、停止、または失敗するまで、実行中の実験の進行状況を追跡できます。

実験の進行状況を追跡するには

1. 始めたばかりの実験の詳細ページにいるはずです。または、[Experiments] (実験) の ID を選択して、
詳細ページを開きます。

2. 実験の状態を表示するには、状態のの詳細ペインを確認してください。詳細については、「実験状
態 (p. 78)」を参照してください。

3. 実験状態が実行中のときは、次のステップに進みます。

ステップ 5: 実験結果の検証
実験の実行中に、インスタンスの CPU 使用率を監視できます。CPU 使用率がしきい値に達すると、ア
ラームがトリガーされ、停止条件によって実験が停止されます。

実験の結果を検証するには

1. [停止条件] タブを選択します。緑の境界線と緑のチェックマークアイコンは、アラームの初期状態が
OK であることを示しています。赤い線は、アラームのしきい値を示します。より詳細なグラフが必要
な場合は、ウイジェットメニューから[拡大する] を選択します。

2. CPU 使用率がしきい値を超えると、停止条件タブの赤い境界線と赤い感嘆符のアイコンが、アラーム
の状態が ALARM に変わったことを示します。詳細ペインでは、実験の状態は停止です。状態を選択す
ると、表示されるメッセージは「実験を停止条件で停止しました」です。
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ステップ 6: クリーンアップする

3. CPU 使用率がしきい値を下回ると、緑の境界線と緑のチェックマークアイコンは、アラームの状態が
OK に変わったことを示します。

4. (オプション) ウィジェットメニューから [アラームの表示] を選択します。これにより、 CloudWatch 
コンソールにアラームの詳細ページが開き、アラームの詳細ページを取得したり、アラームの詳細
ページを取得したり、アラームの詳細を取得したり、アラームの詳細ページを編集したりできます。

ステップ 6: クリーンアップする
この実験で作成したテスト EC2 インスタンスが不要になった場合は、終了できます。

インスタンスを終了するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス) を選択します。
3. テストインスタンスを選択し、[インスタンスの状態]、[インスタンスの終了] の順に選択します。
4. 確認を求めるメッセージが表示されたら、[終了] を選択します。

実験テンプレートが不要になった場合は、削除できます。

AWS FIS コンソールを使用して実験テンプレートを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/fis で AWS FIS コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Experiment templates] (実験テンプレート) を選択します。
3. 実験テンプレートを選択し、[アクション]、[実験テンプレートの削除] を選択します。
4. 確認を求められたら、delete と入力し、[実験テンプレートの削除] を選択します。

チュートリアル: AWS FIS を使用してスポットイン
スタンスの中断をテストする

スポットインスタンスは、利用可能な予備の EC2 キャパシティーを使用します。オンデマンド料金と比較
して最大 90% の割引が適用されます。しかし、Amazon EC2 は、必要なときにスポットインスタンスを
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前提条件

中断できます。スポットインスタンスを使用する場合には、中断に備えておく必要があります。詳細につ
いては、[Amazon EC2 ユーザーガイド] の[スポットインスタンス中断] を参照してください。

AWS Fault Injection Simulator (AWS FIS) を使用してスポットインスタンスの中断を処理するようにアプリ
ケーションをテストできます。このチュートリアルを使用して、 スポットインスタンスの 1 つを中断する 
AWS FIS aws:ec2:send-spot-instance-interruptions アクションを使用する実験テンプレート
を作成します。

または、Amazon EC2 コンソールを使用して実験を開始するには、Amazon EC2 ユーザーガイドの「ス
ポットインスタンスの中断を開始する」を参照してください。

前提条件
AWS FIS を使用してスポットインスタンスを中断する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認し
てください。

IAM ロールの作成

ロールを作成し、AWS FIS にユーザーに代わって aws:ec2:send-spot-instance-interruptions
アクションを実行できるポリシーを付与します。詳細については、「AWS FIS実験の IAM ロー
ル (p. 59)」を参照してください。

AWS FIS へのアクセスを検証する

にアクセスがあることを確認しますAWS FIS。詳細については、「AWS FIS ポリシー例 (p. 102)」を参
照してください。

(オプション) スポットインスタンスリクエストを作成する

この実験に新しいスポットインスタンスを使用する場合は、request-spot-instanceコマンドを使用して、
スポットインスタンスをリクエストします。デフォルトでは、スポットインスタンスは中断されると終了
します。stop に割り込み動作を設定した場合は、タイプを persistent に設定する必要もあります。休
止状態プロセスがすぐに始まるので、このチュートリアルでは、中断動作を hibernate に設定しないで
ください。

aws ec2 request-spot-instances \ 
    --type persistent --instance-interruption-behavior stop \ 
    --launch-specification file://specification.json

次は、specification.json ファイルの例です。

{ 
    "ImageId": "ami-013a129d325529d4d", 
    "SubnetId": "subnet-1234567890abcdef0", 
    "KeyName": "my-key-pair", 
    "SecurityGroupIds": [ "sg-111222333444aaab" ], 
    "InstanceType": "t2.micro"
}

スポットインスタンスのインスタンス ID を検索するには、スポットインスタンスリクエストが受理され
た後に、describe-spot-instance-requests以下のコマンドから返されたスポットインスタンスリクエスト ID 
を指定します。

aws ec2 describe-spot-instance-requests \ 
    --spot-instance-request-ids sir-ksie869j \ 
    --query "SpotInstanceRequests[*].InstanceId"

タグを追加して AWS FIS がターゲットのスポットインスタンスを識別できるようにします。
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ステップ 1: 実験テンプレートを作成する

スポットインスタンスリクエストを作成するときに、スポットインスタンスのタグを指定することはで
きません。前のコマンドから返されたインスタンス ID を使用して、create-tags コマンドコマンドで、ス
ポットインスタンスにタグ Name=interruptMe を付けます。

aws ec2 create-tags \ 
    --resources i-0abcdef1234567890 \ 
    --tags Key=Name,Value=interruptMe

ステップ 1: 実験テンプレートを作成する
AWS FIS コンソールを使用して、実験テンプレートを作成します。テンプレートで、実行するアクショ
ンを指定します。アクションは、指定されたタグでスポットインスタンスを中断します。タグが付いたス
ポットインスタンスが複数ある場合、AWS FIS はそのうちの 1 つをランダムに選択します。

実験テンプレートを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/fis で AWS FIS コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Experiment templates] (実験テンプレート) を選択します。
3. [Create experiment template] (実験テンプレートの作成) を選択します。
4. [説明と名前] に、テンプレートの説明と名前を入力します。
5. [操作] で、以下の作業を行います。

a. [Add action] を選択します。
b. アクションに名前を入力します。例えば、interruptSpotInstance と入力します。
c. アクションタイプには、aws: ec2: を選択しますsend-spot-instance-interruptions。
d. Target には、AWS FIS自動的に作成されるターゲットをそのまま使用してください。
e. アクションパラメーターの [中断までの期間] に、2 分 (PT2M) を指定します。
f. [Save] (保存) を選択します。

6. [ターゲット] で、以下の作業を行います。

a. AWS FIS が前のステップで自動的に作成したターゲットの編集を選択します。
b. デフォルト名を、よりわかりやすい名前に置き換えます。例えば、oneSpotInstance と入力し

ます。
c. [リソースタイプ]がaws:ec2:spot-instanceになっていることを確認します。
d. [ターゲットメソッド] で、[リソースタグ、フィルター、パラメーター] を選択します。
e. [リソースタグ] で、新しいタグを追加を選択し、タグのキーとタグの値を入力します。この

チュートリアルの前提条件の説明に従って、スポットインスタンスに追加したタグを使用して割
り込みます。

f. リソースフィルターでは、[新しいフィルターを追加] を選択し、State.Namerunningパスと値
として入力します。

g. 選択モードの場合は、「カウント」を選択します。リソース数に、「1」と入力します。
h. [Save] (保存) を選択します。

7. サービスアクセスでは、[既存の IAM ロールを使用する] を選択し、このチュートリアルの前提条件で
説明されているように作成した IAM ロールを選択します。ロールが表示されない場合は、必要な信頼
関係があることを確認します。詳細については、「信頼ポリシー例 (p. 60)」を参照してください。

8. (オプション) タグで、[Add Tag] (タグの追加) を選択して、タグのキーと値を指定します。追加したタ
グは、テンプレートを使用して実行される実験ではなく、実験テンプレートに適用されます。

9. [Create experiment template] (実験テンプレートの作成) を選択します。確認を求められたら、
「create」と入力して、[実験テンプレートを作成する] を選択します。

(オプション) 実験テンプレート JSON を表示するには
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ステップ 2: 実験を開始する

[エクスポートタブを選択します。次に、前述のコンソールプロシージャで作成された JSON の例を示しま
す。

{ 
    "description": "Test Spot Instance interruptions", 
    "targets": { 
        "oneSpotInstance": { 
            "resourceType": "aws:ec2:spot-instance", 
            "resourceTags": { 
                "Name": "interruptMe" 
            }, 
            "filters": [ 
                { 
                    "path": "State.Name", 
                    "values": [ 
                        "running" 
                    ] 
                } 
            ], 
            "selectionMode": "COUNT(1)" 
        } 
    }, 
    "actions": { 
        "interruptSpotInstance": { 
            "actionId": "aws:ec2:send-spot-instance-interruptions", 
            "parameters": { 
                "durationBeforeInterruption": "PT2M" 
            }, 
            "targets": { 
                "SpotInstances": "oneSpotInstance" 
            } 
        } 
    }, 
    "stopConditions": [ 
        { 
            "source": "none" 
        } 
    ], 
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AllowFISSpotInterruptionActions", 
    "tags": { 
        "Name": "my-template" 
    }
}

ステップ 2: 実験を開始する
実験テンプレートの作成が完了したら、それを使用して実験を開始できます。

実験を開始するには

1. 作成した実験テンプレートの詳細ページに移動する必要があります。または、[Experiment templates] 
(実験テンプレート) の ID を選択して、詳細ページを開きます。

2. [実験を開始する] を選択します。
3. (オプション) 実験にタグを追加するには、[Add new tag] を選択し、タグキーとタグ値を入力します。
4. [実験を開始する] を選択します。確認を求められたら、start を入力して、[実験を開始する] を選択

します。
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ステップ 3: 実験の進行状況を追跡する

ステップ 3: 実験の進行状況を追跡する
実験の完了、停止、または失敗するまで、実行中の実験の進行状況を追跡できます。

実験の進行状況を追跡するには

1. 始めたばかりの実験の詳細ページにいるはずです。または、[Experiments] (実験) の ID を選択して、
詳細ページを開きます。

2. 実験の状態を表示するには、[詳細] ペインの [状態] を確認してください。詳細については、「実験状
態 (p. 78)」を参照してください。

3. 実験の状態が[実行中] のときは、次のステップに進みます。

ステップ 4: 実験結果の検証
この実験のアクションが完了すると、以下の状況が発生します。

• ターゲットのスポットインスタンスはインスタンスの再調整に関する推奨事項を受け取ります。
• スポットインスタンスの中断通知は、Amazon EC2 がインスタンスを停止または終了する 2 分前に発行

されます。
• 2 分後、スポットインスタンスは終了または停止します。
• AWS FIS によって停止されたスポットインスタンスは、ユーザーにより再起動されるまで停止状態を維

持します。

インスタンスが実験によって中断されたことを検証するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[スポットリクエスト] を開いてから、別のブラウザタブまたはウィンドウ

で[インスタンス] を開きます。
3. スポットリクエストで、スポットインスタンスリクエストを選択します。初期ステータス

は、fulfilled です。実験が完了すると、ステータスは次のように変わります。
• terminate - ステータスが instance-terminated-by-experiment に変わります。
• stop - ステータスが marked-for-stop-by-experiment そしてその後 instance-

stopped-by-experiment に変わります。
4. インスタンスで、スポットインスタンスを選択します。初期ステータスは、Running です。スポット

インスタンスの中断通知を受け取った後 2 分後、ステータスは次のように変化します。
• stop - ステータスが Stopping そしてその後 Stopped に変わります。
• terminate - ステータスが Shutting-down そしてその後 Terminated に変わります。

ステップ 5：クリーンアップ
この実験のテストスポットインスタンスを中断動作 stop で作成した場合で、そのスポットインスタンス
が必要でなくなったら、スポットインスタンスリクエストをキャンセルし、スポットインスタンスを終了
することができます。

リクエストをキャンセルし、AWS CLI を使用してインスタンスを終了するには

1. スポットインスタンスリクエストをキャンセルするには、cancel-spot-instance-requestsコマンドを使
用します。

aws ec2 cancel-spot-instance-requests --spot-instance-request-ids sir-ksie869j
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接続イベントをシミュレート

2. インスタンスを終了するには、terminate-instances コマンドを使用します。

aws ec2 terminate-instances --instance-ids i-0abcdef1234567890

実験テンプレートが不要になった場合には、それを削除することができます。

AWS FIS コンソールを使用して実験テンプレートを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/fis で AWS FIS コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Experiment templates] (実験テンプレート) を選択します。
3. 実験テンプレートを選択し、[アクション]、[実験テンプレートの削除] を選択します。
4. 確認を求められたら、delete と入力し、[実験テンプレートの削除] を選択します。

チュートリアル:接続イベントのシミュレーション
AWS Fault Injection Simulator(AWS FIS) を使用して、さまざまな接続イベントをシミュレートできます。 
AWS FISは、次のいずれかの方法でネットワーク接続をブロックすることにより、接続イベントをシミュ
レートします。

• all— サブネットに出入りするトラフィックをすべて拒否します。このオプションでは、サブネット内
のネットワークインターフェイスとの間のトラフィックを含む、サブネット内のトラフィックが許可さ
れることに注意してください。

• availability-zone— 他のアベイラビリティーゾーンのサブネットとの間での VPC 内トラフィック
を拒否します。

• dynamodb— 現在のリージョンの DynamoDB のリージョンエンドポイントとの間のトラフィックを拒
否します。

• prefix-list— 指定されたプレフィックスリストとの間で送受信されるトラフィックを拒否します。
• s3— 現在のリージョンの Amazon S3 のリージョンエンドポイントとの間のトラフィックを拒否しま

す。
• vpc— VPC に出入りするトラフィックを拒否します。

このチュートリアルを使用して、AWS FISaws:network:disrupt-connectivityアクションを使用し
てターゲットサブネットの Amazon S3 への接続を切断する実験テンプレートを作成します。

トピック
• 前提条件 (p. 18)
• ステップ 1:AWS FIS 実験テンプレートを作成する (p. 19)
• ステップ 2: Amazon S3 エンドポイントの PING を実行する (p. 20)
• ステップ 3:AWS FIS 実験を開始する (p. 20)
• ステップ 4:AWS FIS 実験の進行状況を追跡する (p. 21)
• ステップ 5: Amazon S3 ネットワークの中断を検証する (p. 21)
• ステップ 5：クリーンアップ (p. 21)

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、適切な権限を持つロールとAWS アカウント、テスト用の Amazon 
EC2 インスタンスが必要です。

自分の権限を持つロールAWS アカウント
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ステップ 1:AWS FIS 実験テンプレートを作成する

ロールを作成し、AWS FIS にユーザーに代わって aws:network:disrupt-connectivity アクション
を実行できるポリシーを付与します。

IAM ロールには次のポリシーが必要です。

• AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess— Amazon EC2AWS FIS ネットワーキングおよびその他の
必要なサービスで、AWS FISネットワークインフラストラクチャに関連するアクションを実行するため
のサービス権限を付与します。

Note

このチュートリアルでは、AWSわかりやすくするために管理ポリシーを使用します。実稼働環境
では、代わりに、ユースケースに必要な最小限の許可のみを付与することをお勧めします。
IAM ロールの作成方法の詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS FIS実験用の IAM ロール 
(AWS CLI)」または「IAM ロールの作成 (コンソール)」を参照してください。

Amazon EC2 インスタンスのテスト

Amazon EC2 インスタンスを起動し、接続します。Amazon EC2 インスタンスを起動して接続できま
す。チュートリアル:Amazon EC2 Linux インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドのチュートリア
ル:Amazon EC2 Linux インスタンスの開始方法。

ステップ 1:AWS FIS 実験テンプレートを作成する
を使用して実験テンプレートを作成しますAWS FISAWS Management Console。AWS FISテンプレート
は、アクション、ターゲット、停止条件、および実験ロールで構成されています。テンプレートの仕組み
の詳細については、「の実験テンプレート」を参照してくださいAWS FIS。

開始する前に、以下のものを用意したことを確認します。

• 適切なアクセス許可を持つ IAM ロール。
• Amazon EC2 インスタンス。
• Amazon EC2 インスタンスのサブネット ID。

実験テンプレートを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/fis で AWS FIS コンソール を開きます。
2. 左のナビゲーションペインで [実験テンプレート] を選択します。
3. [Create experiment template] (実験テンプレートの作成) を選択します。
4. テンプレートの説明 (など) を入力しますAmazon S3 Network Disrupt Connectivity。
5. [アクション] で [アクションを追加] を選択します。

a. [名前] に、と入力しますdisruptConnectivity。
b. アクションタイプには、aws: network: Disrupt-connect を選択します。
c. [アクションパラメータ] で、[期間] をに設定します2 minutes。
d. [スコープ] で [s3] を選択します。
e. 上部にある [保存] を選択します。

6. [ターゲット] に、自動的に作成されたターゲットが表示されます。[編集] を選択します。

a. リソースタイプがであることを確認しますaws:ec2:subnet。
b. [ターゲットメソッド] で [リソース ID] を選択し、前提条件のステップで Amazon EC2 インスタ

ンスを作成するときに使用したサブネットを選択します。
c. 選択モードが All であることを確認します。
d. [Save] (保存) を選択します。
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ステップ 2: Amazon S3 エンドポイントの PING を実行する

7. 「サービスアクセス」で、このチュートリアルの前提条件の説明に従って作成した IAM ロールを選択
します。ロールが表示されない場合は、必要な信頼関係があることを確認します。詳細については、
「必要な信頼関係ポリシー」を参照してください。

8. (オプション)「停止条件」で、 CloudWatch条件が発生した場合に実験を停止するアラームを選択でき
ます。詳細については、「の停止条件」を参照してくださいAWS FIS。

9. (オプション)「Logs」で Amazon S3 バケットを選択するか、 CloudWatch テスト用にログを送信でき
ます。

10. [テストテンプレートの作成] を選択し、確認を求められたら、を入力しますcreate。次に、[テスト
テンプレートの作成] を選択します。

ステップ 2: Amazon S3 エンドポイントの PING を実
行する
Amazon EC2 インスタンスが Amazon S3 エンドポイントに到達できることを確認します。

1. 前提条件のステップで作成した Amazon EC2 インスタンスConnect。

トラブルシューティングについては、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドのインスタ
ンスへの接続に関するトラブルシューティングを参照してください。

2. AWS リージョンインスタンスがどこにあるかを確認してください。これを行うには、Amazon EC2 
コンソールを使用するか、次のコマンドを実行します。

hostname

たとえば、Amazon EC2 インスタンスを起動した場合us-west-2、次の出力が表示されます。

[ec2-user@ip-172.16.0.0 ~]$ hostname
ip-172.16.0.0.us-west-2.compute.internal

3. の Amazon S3 エンドポイントに ping を送信しますAWS リージョン。AWS ##### は、実際のリー
ジョンに置き換えます。

ping -c 1 s3.AWS #####.amazonaws.com

出力では、次の例に示すように、パケット損失が 0% の ping が成功したことがわかります。

PING s3.us-west-2.amazonaws.com (x.x.x.x) 56(84) bytes of data.
64 bytes from s3-us-west-2.amazonaws.com (x.x.x.x: icmp_seq=1 ttl=249 time=1.30 ms

--- s3.us-west-2.amazonaws.com ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.306/1.306/1.306/0.000 ms

ステップ 3:AWS FIS 実験を開始する
作成した実験テンプレートを使用して、実験を開始します。

1. https://console.aws.amazon.com/fis で AWS FIS コンソール を開きます。
2. 左のナビゲーションペインで [実験テンプレート] を選択します。
3. 作成した実験テンプレートの ID を選択して、その詳細ページを開きます。
4. [実験を開始する] を選択します。
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5. (オプション) 確認ページで、実験用のタグを追加します。
6. 確認ページで、[実験を開始] を選択します。

ステップ 4:AWS FIS 実験の進行状況を追跡する
実験の完了、停止、または失敗するまで、実行中の実験の進行状況を追跡できます。

1. 始めたばかりの実験の詳細ページにいるはずです。そうでない場合は、[テスト] を選択し、テストの 
ID を選択して詳細ページを開きます。

2. 実験の状態を表示するには、詳細ペインの状態を確認します。詳細については、「実験状態」を参照
してください。

3. 実験の状態が実行中のときは、次のステップに進みます。

ステップ 5: Amazon S3 ネットワークの中断を検証す
る
Amazon S3 エンドポイントに ping を実行して、実験の進行状況を検証できます。

• Amazon EC2 インスタンスから、の Amazon EC2 インスタンスの Amazon S3 エンドポイントに 
pingAWS リージョン を送信します。AWS ##### は、実際のリージョンに置き換えます。

ping -c 1 s3.AWS #####.amazonaws.com

出力には、次の例に示すように、パケット損失が 100% の ping に失敗したことがわかります。

ping -c 1 s3.us-west-2.amazonaws.com
PING s3.us-west-2.amazonaws.com (x.x.x.x) 56(84) bytes of data.

--- s3.us-west-2.amazonaws.com ping statistics ---
1 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 0ms

ステップ 5：クリーンアップ
実験で作成した Amazon EC2AWS FIS インスタンスまたはテンプレートが不要になった場合は、削除でき
ます。

Amazon EC2 インスタンスを削除するには

1. Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Instances] (インスタンス) を選択します。
3. テストインスタンスを選択し、[インスタンスの状態] を選択し、[インスタンスを終了] を選択しま

す。
4. 確認を求めるメッセージが表示されたら、[終了] を選択します。

AWS FISコンソールを使用して実験テンプレートを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/fis で AWS FIS コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Experiment templates] (実験テンプレート) を選択します。
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定期的な実験をスケジュールする

3. 実験テンプレートを選択し、[アクション]、[実験テンプレートの削除] を選択します。
4. 確認を求められたら、と入力しdelete、[実験テンプレートの削除] を選択します。

チュートリアル:繰り返し実験をスケジュールする
AWS Fault Injection Simulator(AWS FIS) を使用すると、AWSワークロードでフォールトインジェクション
実験を実行できます。実験は、指定したターゲットに対して実行する 1 つ以上のアクションを含むテンプ
レートに対して実験を実行します。またAmazon EventBridge、を使用する場合、実験を 1 回限りのタスク
または定期的なタスクとしてスケジュールできます。

このチュートリアルを使用して、5 EventBridge AWS FIS 分ごとに実験テンプレートを実行するスケ
ジュールを作成します。

タスク
• 前提条件 (p. 22)
• ステップ 1: IAM ロールを作成する (p. 22)
• ステップ 2:Amazon EventBridge スケジューラーを作成する (p. 23)
• ステップ 3: 実験の検証 (p. 24)
• ステップ 4: クリーンアップする (p. 24)

前提条件
このチュートリアルを開始する前に、AWS FISスケジュールに従って実行したい実験テンプレートを用意
する必要があります。すでに有効な実験テンプレートがある場合は、テンプレート IDAWS リージョン と
メモしておきます。それ以外の場合は、の手順に従ってテンプレートを作成してからthe section called “テ
ストインスタンスの停止と開始” (p. 5)、このチュートリアルに戻ってください。

ステップ 1: IAM ロールを作成する

IAM ロールを作成するには

1. IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。
2. 左側のナビゲーションペインで、[ロール] を選択し、次に [ロールの作成] を選択します。
3. [カスタムトラストポリシー] を選択し、次のスニペットを挿入して、Amazon EventBridgeスケジュー

ラーがユーザーに代わって役割を引き受けられるようにします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                  "Service": "scheduler.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}

[Next] (次へ) を選択します。
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ステップ 2:Amazon EventBridge スケジューラーを作成する

4. [権限の追加] で [ポリシーの作成] を選択します。
5. JSON を選択し、次のポリシーを挿入します。your-experiment-template-id値を、前提条件ス

テップのテストのテンプレート ID に置き換えます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "fis:StartExperiment", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:fis:*:*:experiment-template/your-experiment-template-id", 
                "arn:aws:fis:*:*:experiment/*" 
            ] 
        } 
    ]
}

AWS FIS特定のタグ値を持つテストのみを実行するようにスケジューラーを制限できます。た
とえば、次のポリシーでは、StartExperimentAWS FISすべてのテストテンプレートへのア
クセス権限を付与しますが、スケジューラーはタグ付きのテストのみを実行するように制限しま
すPurpose=Schedule。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "fis:StartExperiment", 
            "Resource": "arn:aws:fis:*:*:experiment/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "fis:StartExperiment", 
            "Resource": "arn:aws:fis:*:*:experiment-template/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Purpose": "Schedule" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

[Next: Tags] (次のステップ: タグ) を選択します。
6. [Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。
7. [ポリシーの確認] で、ポリシーに名前を付けFIS_RecurringExperiment、[ポリシーの作成] を選択

します。
8. [権限の追加] で、FIS_RecurringExperiment新しいポリシーをロールに追加し、[次へ] を選択しま

す。
9. [名前、確認、作成] でロールに名前を付けFIS_RecurringExperiment_role、[ロールの作成] を選

択します。

ステップ 2:Amazon EventBridge スケジューラーを作
成する
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Amazon EventBridgeスケジューラーを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/events/ で Amazon EventBridge コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインで [スケジュール] を選択します。
3. AWS リージョンAWS FISテストテンプレートと同じであることを確認してください。
4. [スケジュールを作成] を選択し、以下を入力します。

• [スケジュール名]FIS_recurring_experiment_tutorial にを挿入します。
• [スケジュールパターン] で、[定期的なスケジュール] を選択します。
• [スケジュールタイプ] で、[レートベースのスケジュール] を選択します。
• [レート表現] で [5 分] を選択します。
• 「フレキシブルタイムウィンドウ」 で「オフ」を選択します。
• (オプション)「タイムフレーム」で、タイムゾーンを選択します。
• [Next] (次へ) を選択します。

5. [ターゲットの選択] で [すべての API] を選択し、AWS FIS検索します。
6. を選択しAWS FIS、選択しますStartExperiment。
7. [入力] に、次の JSON ペイロードを挿入します。your-experiment-template-id値を実験のテン

プレート ID に置き換えます。ClientTokenはスケジューラの一意の識別子です。このチュートリア
ルでは、Amazon EventBridge Scheduler で許可されているコンテキストキーワードを使用していま
す。詳細については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「コンテキスト属性の追加」を参照し
てください。

{ 
    "ClientToken": "<aws.scheduler.execution-id>", 
    "ExperimentTemplateId": "your-experiment-template-id"
}

[Next] (次へ) を選択します。
8. (オプション) [設定] で、再試行ポリシー、デッドレターキュー (DLQ)、および暗号化の設定を設定で

きます。または、デフォルト値のままにします。
9. [権限] で [既存のロールを使用する] を選択し、FIS_RecurringExperiment_role検索します。
10. [Next] (次へ) を選択します。
11. [スケジュールの確認と作成] でスケジューラーの詳細を確認し、[スケジュールの作成] を選択しま

す。

ステップ 3: 実験の検証
AWS FISテストがスケジュールどおりに実行されたことを確認するには

1. https://console.aws.amazon.com/fis で AWS FIS コンソール を開きます。
2. 左のナビゲーションペインで [実験を行う] を選択します。
3. スケジュールを作成してから 5 分後に、テストが実行されていることを確認できるはずです。

ステップ 4: クリーンアップする
Amazon EventBridgeスケジューラーを無効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/events/ で Amazon EventBridge コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションペインで [スケジュール] を選択します。
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ステップ 4: クリーンアップする

3. 新しく作成したスケジューラーを選択し、[無効化] を選択します。
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アクション識別子

AWS FIS のアクション
アクションとは、AWS Fault Injection Simulator (AWS FIS) を使用してターゲットで実行する障害注入アク
ティビティです。AWS FIS は、AWS サービスの特定のタイプのターゲットに対して事前設定済みのアク
ションを提供します。実験テンプレートにアクションを追加し、実験の実行に使用します。

内容
• アクション識別子 (p. 26)
• アクションパラメータ (p. 26)
• アクションターゲット (p. 27)
• AWS FIS アクションリファレンス (p. 27)
• AWS FIS に関連する Systems Manager SSM ドキュメント (p. 38)
• AWS FISを使用してアクションを一覧表示しますAWS CLI (p. 45)

アクション識別子
各 AWS FIS アクションには、次の形式の識別子があります。

aws:service-name:action-type

例えば、以下のアクションは、ターゲットの Amazon EC2 インスタンスを停止します。

aws:ec2:stop-instances

アクションの完全なリストについては、AWS FIS アクションリファレンス (p. 27) を参照してく
ださい。を使用してリストを取得するにはAWS CLI、を参照してくださいアクションを一覧表示す
る (p. 45)。

アクションパラメータ
AWS FIS アクションには、特定のアクションに対する追加パラメータがあるものがあります。これらのパ
ラメータは、アクション実行時に AWS FIS に情報を渡すために使用されます。

AWS FIS は、SSM Agentと SSM コマンドドキュメントを使ってターゲットのインスタンスに障害状
態を作成する aws:ssm:send-command アクションを使用して、カスタム障害タイプをサポートしま
す。aws:ssm:send-command アクションには、SSM ドキュメントの Amazon リソースネーム (ARN) を
値として取る documentArn パラメータが含まれています。実験テンプレートにアクションを追加すると
きに、パラメータの値を指定します。

aws:ssm:send-command アクションのパラメータを指定する方法の詳細については、「aws:ssm:send-
commandアクションを使う (p. 38)」を参照してください。

可能な場合は、アクションパラメータ内のロールバック設定を入力できます (ポストアクションともよば
れます) 。ポストアクションは、ターゲットをアクションが実行される前の状態に戻します。ポストアク
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アクションターゲット

ションは、アクション期間に指定された時間後に実行されます。すべてのアクションがポストアクション
をサポートできるわけではありません。例えば、アクションによって Amazon EC2 インスタンスが終了し
た場合、インスタンス終了後にこのインスタンスを回復することはできません。

アクションターゲット
アクションは、指定したターゲットリソースで実行されます。ターゲットを定義したら、アクションを定
義するときにターゲット名を指定できます。

"targets": { 
    "resource_type": "resource_name"
}

AWS FISアクションは、アクションターゲット用に次のリソースタイプをサポートします。

• クラスター — Amazon ECS クラスター
• DB クラスター — Amazon Aurora クラスター
• インスタンス — Amazon EC2 インスタンス
• ノードグループ — Amazon ノードグループ
• ロール — IAM ロール
• SpotInstances— Amazon EC2 インスタンス
• サブネット — サブネット
• タスク — Amazon ECS タスク
• ボリューム — Amazon EBS ボリューム

例については、「the section called “アクションの例” (p. 49)」を参照してください。

AWS FIS アクションリファレンス
このリファレンスでは、アクションパラメータや必要な IAM アクセス権限に関する情報を含む、AWS FIS 
の一般的なアクションについて説明します。AWS FIS コンソールまたは AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) から list-actions コマンドを実行することで、サポートされている AWS FIS アクションの一覧
を表示することもできます。

詳細については、AWS FIS のアクション (p. 26)およびAWSフォールト・インジェクション・シミュ
レータとIAMの仕組み (p. 97)を参照してください。

アクション
• 障害注入アクション (p. 28)
• Wait アクション (p. 29)
• CloudWatch アマゾンアクション (p. 29)
• Amazon アクション (p. 30)
• Amazon EC2 アクション (p. 30)
• Amazon ECS アクション (p. 32)
• Amazon EKS アクション (p. 33)
• ネットワークアクション (p. 34)
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障害注入アクション

• Amazon RDS アクション (p. 35)
• Systems Manager アクション (p. 36)

障害注入アクション
AWS FIS では、次の障害注入アクションがサポートされています。

アクション
• aws:fis:inject-api-internal-error (p. 28)
• aws:fis:inject-api-throttle-error (p. 28)
• aws:fis:inject-api-unavailable-error (p. 29)

aws:fis:inject-api-internal-error
InjectApiInternalError ターゲットの IAMAWS FIS ロールに対してアクションを実行します。

リソースタイプ

• aws:iam:role

パラメータ

• duration— 所要時間は1分から12時間です。AWS FISAPI の場合、値は ISO 8601 形式の文字列です。例
えば、PT1M は 1 分を表します。AWS FISコンソールで、秒数、分数、または時間数を入力します。

• service— ターゲットAWS API 名前空間。サポートされる値は ec2 です。
• percentage— 障害を注入するコールの割合 (1～100)。
• operations— 障害を挿入する操作。カンマで区切られています。ec2 名前空間の API アクションのリス

トについては、「Amazon EC2 API リファレンス」のアクションを参照してください。

許可

• fis:InjectApiInternalError

aws:fis:inject-api-throttle-error
InjectApiThrottleError ターゲットの IAMAWS FIS ロールに対してアクションを実行します。

リソースタイプ

• aws:iam:role

パラメータ

• duration— 所要時間は1分から12時間です。AWS FISAPI の場合、値は ISO 8601 形式の文字列です。例
えば、PT1M は 1 分を表します。AWS FISコンソールで、秒数、分数、または時間数を入力します。

• service— ターゲットAWS API 名前空間。サポートされる値は ec2 です。
• percentage— 障害を注入するコールの割合 (1～100)。
• operations— 障害を挿入する操作。カンマで区切られています。ec2 名前空間の API アクションのリス

トについては、「Amazon EC2 API リファレンス」のアクションを参照してください。
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許可

• fis:InjectApiThrottleError

aws:fis:inject-api-unavailable-error
InjectApiUnavailableError ターゲットの IAMAWS FIS ロールに対してアクションを実行します。

リソースタイプ

• aws:iam:role

パラメータ

• duration— 所要時間は1分から12時間です。AWS FISAPI の場合、値は ISO 8601 形式の文字列です。例
えば、PT1M は 1 分を表します。AWS FISコンソールで、秒数、分数、または時間数を入力します。

• service— ターゲットAWS API 名前空間。サポートされる値は ec2 です。
• percentage— 障害を注入するコールの割合 (1～100)。
• operations— 障害を挿入する操作。カンマで区切られています。ec2 名前空間の API アクションのリス

トについては、「Amazon EC2 API リファレンス」のアクションを参照してください。

許可

• fis:InjectApiUnavailableError

Wait アクション
AWS FIS では、次の Wait アクションをサポートします。

aws:fis:wait
AWS FIS Wait アクションを実行します。

パラメータ

• duration— 所要時間は1分から12時間です。AWS FISAPI の場合、値は ISO 8601 形式の文字列です。例
えば、PT1M は 1 分を表します。AWS FISコンソールで、秒数、分数、または時間数を入力します。

許可

• なし

CloudWatch アマゾンアクション
AWS FIS次の Amazon CloudWatch アクションをサポートします。

aws:cloudwatch:assert-alarm-state
指定したアラームが指定したアラーム状態のいずれかになっていることを確認します。
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Amazon アクション

リソースタイプ

• なし

パラメータ

• alarmArns— コンマで区切られたアラームの ARN。最大 5 つのアラームを指定できます。
• alarmStates— アラームステートはカンマで区切られています。指定できるアラーム状態

は、OK、ALARM、および INSUFFICIENT_DATA です。

許可

• cloudwatch:DescribeAlarms

Amazon アクション
AWS FISは、次の Amazon EBS アクションをサポートします。

aws:ebs:pause-volume-io
ターゲット EBS ボリュームの I/O 操作を一時停止します。ターゲットボリュームは、同じアベイラビリ
ティビリティーゾーンにあり、Nitro Systemで構築されたインスタンスにアタッチされている必要があり
ます。ボリュームは、Outpost のインスタンスにアタッチできません。

Amazon EC2 コンソールを使用して実験を開始するには、Amazon EC2 ユーザーガイドの 「Amazon EBS 
での障害テスト」を参照してください。

リソースタイプ

• aws:ec2:ebs-volume

パラメータ

• duration— 所要時間は1秒から12時間です。AWS FISAPI の場合、値は ISO 8601 形式の文字列です。た
とえば、PT1Mは1分、PT5Sは5秒、PT6Hは6時間を表します。AWS FISコンソールで、秒数、分数、ま
たは時間数を入力します。PT5S のように期間が短い場合、I/O は指定された時間だけ一時停止されます
が、実験の初期化に時間がかかるため、実験が完了するまでに時間がかかる場合があります。

許可

• ec2:DescribeVolumes

• ec2:PauseVolumeIO

Amazon EC2 アクション
AWS FIS では、次の Amazon EC2 アクションをサポートします。

アクション
• aws:ec2:reboot-instances (p. 31)
• aws:ec2:send-spot-instance-interruptions (p. 31)
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• aws:ec2:stop-instances (p. 32)
• aws:ec2:terminate-instances (p. 32)

関連アクション

CPU stress やネットワークレイテンシーなど、EC2 インスタンスで実行できるその他の障害タイプについ
ては、を参照してくださいthe section called “事前設定済み AWS FIS SSM ドキュメント” (p. 39)。

aws:ec2:reboot-instances
ターゲットの EC2 RebootInstancesインスタンスに対して Amazon EC2 アクションを実行します。

リソースタイプ

• aws:ec2:instance

パラメータ

• なし

許可

• ec2:RebootInstances

aws:ec2:send-spot-instance-interruptions
ターゲットのスポットインスタンスを中断します。スポットインスタンスの中断通知を送信して、ス
ポットインスタンスを中断する 2 分前にスポットインスタンスをターゲットにします。割り込み時間
は、durationBeforeInterruption指定されたパラメータによって決定されます。中断時間の 2 分後、スポッ
トインスタンスは中断動作に応じて終了または停止されます。AWS FIS によって停止されたスポットイン
スタンスは、ユーザーにより再起動されるまで停止状態を維持します。

アクションが実行された直後に、ターゲットインスタンスは、EC2 インスタンスの再調整に関する推奨事
項を受け取ります。指定した場合durationBeforeInterruption、再調整に関するレコメンデーションと中断
通知の間に遅延が発生する可能性があります。

詳細については、「the section called “スポットインスタンスの中断をテストする” (p. 13)」を参照してく
ださい。または、Amazon EC2 コンソールを使用して実験を開始するには、Amazon EC2 ユーザーガイド
の「スポットインスタンスの中断を開始する」を参照してください。

リソースタイプ

• aws:ec2:spot-instance

パラメータ

• durationBeforeInterruption— インスタンスを中断するまでの待機時間。2 分から 15 分です。AWS 
FISAPI の場合、値は ISO 8601 形式の文字列です。例えば、PT2M は 2 分を表します。AWS FISコン
ソールに、分数を入力します。

許可

• ec2:SendSpotInstanceInterruptions
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aws:ec2:stop-instances
ターゲットの EC2 StopInstancesインスタンスに対して Amazon EC2 アクションを実行します。

リソースタイプ

• aws:ec2:instance

パラメータ

• startInstancesAfterDuration - オプション。インスタンスを起動する前に待機する時間。1 分から 12 時
間までです。AWS FISAPI の場合、値は ISO 8601 形式の文字列です。例えば、PT1M は 1 分を表しま
す。AWS FISコンソールで、秒数、分数、または時間数を入力します。インスタンスに暗号化された 
EBS ボリュームがある場合は、ボリュームの暗号化に使用される KMSAWS FIS キーにアクセス権限を
付与するか、KMS キーポリシーにテストロールを追加する必要があります。

許可

• ec2:StopInstances
• ec2:StartInstances
• kms:CreateGrant - オプション。暗号化されたボリュームを持つインスタンスを再起動するに

は、startInstancesAfterDuration とともに必要です。

aws:ec2:terminate-instances
ターゲットの EC2 TerminateInstancesインスタンスに対して Amazon EC2 アクションを実行します。

リソースタイプ

• aws:ec2:instance

パラメータ

• なし

許可

• ec2:TerminateInstances

Amazon ECS アクション
AWS FISは、次の Amazon ECS アクションをサポートします。

アクション
• aws:ecs:drain-container-instances (p. 32)
• aws:ecs:stop-task (p. 33)

aws:ecs:drain-container-instances
Amazon API UpdateContainerInstancesStateアクションを実行して、ターゲットクラスターの基盤となる 
Amazon EC2 インスタンスの指定された割合をドレインします。
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リソースタイプ

• aws:ecs:cluster

パラメータ

• drainagePercentage— 割合 (1 ～ 100)。
• duration— 所要時間は1分から12時間です。AWS FISAPI の場合、値は ISO 8601 形式の文字列です。例

えば、PT1M は 1 分を表します。AWS FISコンソールで、秒数、分数、または時間数を入力します。

許可

• ecs:DescribeClusters
• ecs:UpdateContainerInstancesState
• ecs:ListContainerInstances

aws:ecs:stop-task
Amazon ECS API StopTaskアクションを実行してターゲットタスクを停止します。

リソースタイプ

• aws:ecs:task

パラメータ

• なし

許可

• ecs:DescribeTasks
• ecs:ListTasks
• ecs:StopTask

Amazon EKS アクション
AWS FISは、次の Amazon API アクションをサポートします。

アクション
• aws:eks:inject-kubernetes-custom-resource (p. 33)
• aws:eks:terminate-nodegroup-instances (p. 34)

aws:eks:inject-kubernetes-custom-resource
1 つのターゲットクラスターで、 ChaosMesh または Litmus の実験を実行します。 ChaosMesh ターゲッ
トクラスタに Litmus をインストールする必要があります。

テストテンプレートを作成してタイプのターゲットを定義するときはaws:eks:cluster、このアクショ
ンを単一の Amazon リソースネーム (ARN) を対象とする必要があります。このアクションは、リソースタ
グ、フィルター、またはパラメーターを使用したターゲットの定義をサポートしていません。
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インストールするときは ChaosMesh、適切なコンテナランタイムを指定する必要があります。Amazon 
EKS バージョン 1.23 以降、デフォルトのランタイムは Docker からに変更されましたcontainerd。バー
ジョン 1.24 以降、Docker は削除されました。

リソースタイプ

• aws:eks:cluster

パラメータ

• kubernetesApiVersion— Kubernetes カスタムリソースの API バージョン。指定できる値はchaos-
mesh.org/v1alpha1 |litmuschaos.io/v1alpha1 です。

• kubernetesKind— Kubernetes のカスタムリソースの種類。値は API バージョンによって異なります。
• chaos-mesh.org/v1alpha1— 指定できる値はAWSChaosDNSChaos |GCPChaosHTTPChaos

|IOChaos |JVMChaos |KernelChaosNetworkChaos |PhysicalMachineChaos
|PodChaosPodHttpChaos |PodIOChaos |PodNetworkChaos |ScheduleStressChaos
|TimeChaos |

• litmuschaos.io/v1alpha1— 指定できる値はですChaosEngine。
• kubernetesNamespace— Kubernetes ネームスペース。
• kubernetesSpec— Kubernetes カスタムリソースの JSONspec 形式のセクション。
• maxDuration— オートメーション実行が完了するまでの最大許容時間。1 分から 12 時間までで

す。AWS FISAPI の場合、値は ISO 8601 形式の文字列です。例えば、PT1M は 1 分を表します。AWS 
FISコンソールで、秒数、分数、または時間数を入力します。

許可

このアクションには、AWS Identity and Access Management (IAM) 許可は必要ありません。このアクショ
ンを使用するために必要な権限は、RBAC認証を使用してKubernetesによって制御されます。詳細につい
ては、Kubernetes ドキュメントの RBAC 認証の使用を参照してください。Chaos Mesh の詳細について
は、Chaos Mesh の公式ドキュメントを参照してください。Litmus の詳細については、Litmus の公式ド
キュメントを参照してください。

aws:eks:terminate-nodegroup-instances
TerminateInstancesターゲットノードグループに対して Amazon EC2 API アクションを実行します。

リソースタイプ

• aws:eks:nodegroup

パラメータ

• instanceTerminationPercentage— 終了するインスタンスの割合 (1～100)。

許可

• ec2:DescribeInstances
• ec2:TerminateInstances

ネットワークアクション
AWS FISは、次のネットワークアクションをサポートします。
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aws:network:disrupt-connectivity
ターゲットサブネットへの指定されたトラフィックを拒否します。

リソースタイプ

• aws:ec2:subnet

パラメータ

• scope— 拒否するトラフィックのタイプ。指定できる値は以下のとおりです。
• all— サブネットに出入りするトラフィックをすべて拒否します。このオプションでは、サブネット

内のネットワークインターフェイスとの間のトラフィックを含む、サブネット内のトラフィックが許
可されることに注意してください。

• availability-zone— 他のアベイラビリティーゾーンのサブネットとの間での VPC 内トラフィッ
クを拒否します。

• dynamodb— 現在のリージョンの DynamoDB のリージョンエンドポイントとの間のトラフィックを
拒否します。

• prefix-list— 指定されたプレフィックスリストとの間で送受信されるトラフィックを拒否しま
す。

• s3— 現在のリージョンの Amazon S3 のリージョンエンドポイントとの間のトラフィックを拒否しま
す。

• vpc— VPC に出入りするトラフィックを拒否します。
• duration— 所要時間は1分から12時間です。AWS FISAPI の場合、値は ISO 8601 形式の文字列です。例

えば、PT1M は 1 分を表します。AWS FISコンソールで、秒数、分数、または時間数を入力します。
• prefixListIdentifier— 対象範囲がの場合prefix-list、これは顧客管理プレフィックスリストの識別子

です。名前、ID、または ARN を指定できます。プレフィクスリストは、最大 10 エントリです。

許可

• ec2:CreateNetworkAcl— ManagedByFis=True というタグを使用してネットワーク ACL を作成しま
す。

• ec2:CreateNetworkAclEntry— ネットワーク ACL には、ManagedByFIS=True というタグが必要で
す。

• ec2:CreateTags
• ec2:DeleteNetworkAcl— ネットワーク ACL には、ManagedByFIS=True というタグが必要です。
• ec2:DescribeManagedPrefixLists
• ec2:DescribeNetworkAcls
• ec2:DescribeSubnets
• ec2:DescribeVpcs
• ec2:GetManagedPrefixListEntries
• ec2:ReplaceNetworkAclAssociation

Amazon RDS アクション
AWS FIS は、次の Amazon RDS アクションをサポートします。

アクション
• aws:rds:failover-db-cluster (p. 36)
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• aws:rds:reboot-db-instances (p. 36)

aws:rds:failover-db-cluster
ターゲットの Aurora DB クラスターに対して Amazon RDS API アクション FailoverDBCluster を実行しま
す。

リソースタイプ

• aws:rds:cluster

パラメータ

• なし

許可

• rds:FailoverDBCluster

aws:rds:reboot-db-instances
ターゲットの DB インスタンスに対して Amazon RDS API アクション RebootDBInstance を実行します。

リソースタイプ

• aws:rds:db

パラメータ

• forceFailover - オプション。値が true の場合、インスタンスがマルチ AZ の場合は、1 つのアベイラビ
リティーゾーンから別のアベイラビリティーゾーンへのフェイルオーバーを強制的に実行できます。デ
フォルトは false です。

許可

• rds:RebootDBInstance

Systems Manager アクション
AWS FIS では、次のSystems Manager アクションをサポートします。

アクション
• aws:ssm:send-command (p. 36)
• aws:ssm:start-automation-execution (p. 37)

aws:ssm:send-command
ターゲットの EC2 SendCommandインスタンスに対して Systems Manager API アクションを実行しま
す。Systems Manager ドキュメント (SSM ドキュメント) は、Systems Manager がインスタンスで実行す
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るアクションを定義します。詳細については、「aws:ssm:send-commandアクションを使う (p. 38)」を
参照してください。

リソースタイプ

• aws:ec2:instance

パラメータ

• documentArn— ドキュメントの Amazon リソースネーム (ARN)。コンソールで、設定済みのAWS FIS 
SSM ドキュメントのいずれかに対応する値を (p. 39) Action type から選択すると、このパラメータが
自動的に入力されます。

• documentVersion - オプション。ドキュメントのバージョン。空の場合、デフォルトバージョンが実行
されます。

• documentParameters— 条件付き。ドキュメントが受け付ける必須およびオプションのパラメータ。こ
の形式は、キーが文字列で、値が文字列または文字列の配列である JSON オブジェクトです。

• duration— 所要時間は1分から12時間です。AWS FISAPI の場合、値は ISO 8601 形式の文字列です。例
えば、PT1M は 1 分を表します。AWS FISコンソールで、秒数、分数、または時間数を入力します。

許可

• ssm:SendCommand

• ssm:ListCommands

• ssm:CancelCommand

aws:ssm:start-automation-execution
Systems Manager API アクションを実行しますStartAutomationExecution。

リソースタイプ

• なし

パラメータ

• documentArn— オートメーションドキュメントの Amazon リソースネーム (ARN)。
• documentVersion - オプション。ドキュメントのバージョン。空の場合、デフォルトバージョンが実行

されます。
• documentParameters— 条件付き。ドキュメントが受け付ける必須およびオプションのパラメータ。こ

の形式は、キーが文字列で、値が文字列または文字列の配列である JSON オブジェクトです。
• maxDuration— オートメーション実行が完了するまでの最大許容時間。1 分から 12 時間までで

す。AWS FISAPI の場合、値は ISO 8601 形式の文字列です。例えば、PT1M は 1 分を表します。AWS 
FISコンソールで、秒数、分数、または時間数を入力します。

許可

• ssm:GetAutomationExecution

• ssm:StartAutomationExecution

• ssm:StopAutomationExecution

• iam:PassRole - オプション。自動化ドキュメントが役割を担う場合は必須です。
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SSM ドキュメントを使用する

AWS FIS に関連する Systems Manager SSM ド
キュメント

AWS FIS では、AWS Systems Manager SSM Agent とAWS FIS アクション aws:ssm:send-
command (p. 36) を通じてカスタム障害タイプがサポートされています。一般的な障害注入アクション
を作成するために使用できる、事前設定済みの Systems Manager SSM ドキュメント (SSMAWS ドキュメ
ント) は、 AWSFIS-プレフィックスで始まるパブリックドキュメントとして利用できます。

SSM Agentは、 Amazon EC2 インスタンス、オンプレミスサーバー、または仮想マシン (VM) にインス
トールして設定することができる Amazon のソフトウェアです。これにより、Systems Manager はこれら
のリソースを管理できるようになります。エージェントは Systems Manager からのリクエストを処理し、
リクエストに指定されたとおりにそれらを実行します。独自の SSM ドキュメントを含めて、カスタム障
害を注入したり、Amazon が所有するパブリックドキュメントの 1 つを参照したりできます。

要件

SSM Agent がターゲットに対して実行することになるアクションについては、次のことを確認する必要が
あります。

• エージェントがターゲットにインストールされていること。SSM Agent が、Amazon マシンイメージ 
(AMI) にデフォルトで事前インストールされていること。または、インスタンスに SSM Agent をインス
トールできます。詳細については、「AWS Systems Manager ユーザーガイド」の「Linux 用 EC2 イン
スタンスに SSM Agent を手動でインストールする」を参照してください。

• Systems Manager にはインスタンスでアクションを実行するアクセス許可がありません。IAM インスタ
ンスプロファイルを使用してアクセスを許可する必要があります。詳細については、「AWS Systems 
Manager ユーザーガイド」の「Systems Manager の IAM インスタンスプロファイルを作成する」およ
び「IAM インスタンスプロファイルを EC2 インスタンスにアタッチする」を参照してください。

aws:ssm:send-commandアクションを使う
SSM ドキュメントは、マネージドインスタンスで Systems Manager が実行するアクションを定義しま
す。Systems Manager には、事前設定済みのドキュメントが多数含まれていますが、独自のドキュメン
トを作成することもできます。独自の SSM ドキュメント作成に関する詳細については、AWS Systems 
Manager ユーザーガイドの「Systems Manager のドキュメントを作成する」を参照してください。SSM 
ドキュメント全般の詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの「AWS Systems Manager 
ドキュメント」を参照してください。

AWS FIS は、事前設定済みの SSM ドキュメントを提供します。事前設定済みの SSM ドキュメントは、
のAWS Systems Manager コンソール:https://console.aws.amazon.com/systems-manager/documents のド
キュメントで見ることができます。また、AWS FIS コンソールで事前設定済みのドキュメントから選択す
ることもできます。詳細については、「事前設定済み AWS FIS SSM ドキュメント (p. 39)」を参照し
てください。

AWS FIS 実験で SSM ドキュメントを使うために、aws:ssm:send-command (p. 36) アクションを使
用することもできます。このアクションは、ターゲットインスタンスで指定された SSM ドキュメントを
フェッチして実行します。

実験テンプレート内で aws:ssm:send-command アクションを使用する場合は、以下を含むアクションの
追加パラメータを指定する必要があります。

• documentArn – 必須。SSM ドキュメントの Amazon リソースネーム (ARN) 。
• documentParameters— 条件付き。SSM ドキュメントが受け入れる必須およびオプションのパラメー

タ。この形式は、キーが文字列で、値が文字列または文字列の配列である JSON オブジェクトです。
• documentVersion - オプション。実行する SSM ドキュメントのバージョン。
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事前設定済み AWS FIS SSM ドキュメント

Systems Manager コンソールまたはコマンドラインを使用して、SSM ドキュメントの情報 (ドキュメント
のパラメータを含む) を表示できます。

コンソールを使用して、SSM ドキュメントについての情報を表示するには

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きま
す。

2. ナビゲーションペインで、[ドキュメント] を選択します。
3. ドキュメントを選択し、[Details] (詳細) タブをクリックします。

コマンドラインを使用して、SSM ドキュメントについての情報を表示するには

SSM describe-document コマンドを使用します。

事前設定済み AWS FIS SSM ドキュメント
実験テンプレートの aws:ssm:send-command アクションで事前設定済みの AWS FIS SSM ドキュメン
トを使用できます。

要件

• で提供される事前設定済みの SSMAWS FIS ドキュメントは、次のオペレーティングシステムでのみサ
ポートされています。
• Amazon Linux 2、Amazon Linux 2
• Ubuntu
• RHEL 7, 8, 9
• CentOS 7, 8, 9

• で提供される事前設定済みの SSMAWS FIS ドキュメントは、EC2 インスタンスでのみサポートされて
います。オンプレミスサーバーなど、他のタイプの管理対象ノードではサポートされていません。

ドキュメント
• AWSFIS-Run-CPU-Stress (p. 39)
• AWSFIS-Run-Disk-Fill (p. 40)
• AWSFIS-Run-IO-Stress (p. 40)
• AWSFIS-Run-Kill-Process (p. 41)
• AWSFIS-Run-Memory-Stress (p. 41)
• AWSFIS-Run-Network-Blackhole-Port (p. 42)
• AWSFIS-Run-Network-Latency (p. 42)
• AWSFIS-Run-Network-Latency-Sources (p. 43)
• AWSFIS-Run-Network-Packet-Loss (p. 44)
• AWSFIS-Run-Network-Packet-Loss-Sources (p. 44)

AWSFIS-Run-CPU-Stress
stress-ng ツールを使用して、インスタンスに対して CPU ストレスを実行します。AWSFIS-Run-CPU-
Stress SSM ドキュメントを使用します。

アクションタイプ (コンソールのみ)

aws:ssm:send-command/AWSFIS-Run-CPU-Stress

ARN
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arn:aws:ssm:region::document/AWSFIS-Run-CPU-Stress

ドキュメントパラメーター

• DurationSeconds – 必須。CPU ストレステストの継続時間 (秒単位)。
• CPU - オプション。使用する CPU ストレッサーの数。デフォルト値は 0 で、すべての CPU ストレッ

サーを使用します。
• LoadPercent - オプション。0 (無負荷) から 100 (全負荷) までのターゲット CPU 負荷パーセンテージ。

デフォルトは 100 です。
• InstallDependencies - オプション。値が True の場合、Systems Manager は、ターゲットインスタンス

に必要な依存関係をインストールします (まだインストールされていない場合)。デフォルトは True で
す。依存関係は stress-ng です。

次は、コンソールに入力できる文字列の例です。

{"DurationSeconds":"60", "InstallDependencies":"True"}

AWSFIS-Run-Disk-Fill
インスタンスのルートボリュームにディスク容量を割り当てて、ディスクがいっぱいの障害をシミュレー
トします。AWSFIS-Run-Disk-Fill SSM ドキュメントを使用します。

この障害を挿入する実験が手動または停止条件で停止した場合、実行中の SSMAWS FIS ドキュメントを
キャンセルしてロールバックを試みます。ただし、障害または障害とアプリケーションのアクティビティ
が原因でディスクが 100% いっぱいになっている場合、Systems Manager はキャンセル操作を完了できな
い可能性があります。したがって、実験を中止する必要がある場合は、ディスクが 100% いっぱいになら
ないようにしてください。

アクションタイプ (コンソールのみ)

aws:ssm:send-command/AWSFIS-Run-Disk-Fill

ARN

arn:aws:ssm:region::document/AWSFIS-Run-Disk-Fill

ドキュメントパラメーター

• DurationSeconds – 必須。ディスク充填テストの期間 (秒単位)。
• Percent - オプション。ディスク充填テスト中に割り当てるディスクの割合。デフォルトは 95% です。
• InstallDependencies - オプション。値が True の場合、Systems Manager は、ターゲットインスタンス

に必要な依存関係をインストールします (まだインストールされていない場合)。デフォルトは True で
す。依存関係は、atd と fallocate です。

次は、コンソールに入力できる文字列の例です。

{"DurationSeconds":"60", "InstallDependencies":"True"}

AWSFIS-Run-IO-Stress
stress-ng ツールを使用して、インスタンスに対して IO ストレスを実行します。AWSFIS-Run-IO-Stress
SSM ドキュメントを使用します。

アクションタイプ (コンソールのみ)
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aws:ssm:send-command/AWSFIS-Run-IO-Stress

ARN

arn:aws:ssm:region::document/AWSFIS-Run-IO-Stress

ドキュメントパラメーター

• DurationSeconds – 必須。IO ストレステストの継続時間 (秒単位)。
• Workers - オプション。シーケンシャル、ランダム、およびメモリマップされた読み取り/書き込み操

作、強制同期、およびキャッシュドロップの組み合わせを実行する Workers の数。複数の子プロセスが
同じファイルに対して異なる I/O 操作を実行します。デフォルトは 1 です。

• Percent - オプション。I/O ストレステスト中に使用するファイルシステム上の空き領域の割合。デフォ
ルトは 80% です。

• InstallDependencies - オプション。値が True の場合、Systems Manager は、ターゲットインスタンス
に必要な依存関係をインストールします (まだインストールされていない場合)。デフォルトは True で
す。依存関係は stress-ng です。

次は、コンソールに入力できる文字列の例です。

{"Workers":"1", "Percent":"80", "DurationSeconds":"60", "InstallDependencies":"True"}

AWSFIS-Run-Kill-Process
killall コマンドを使用して、インスタンス内の指定されたプロセスを停止します。AWSFIS-Run-Kill-
Process SSM ドキュメントを使用します。

アクションタイプ (コンソールのみ)

aws:ssm:send-command/AWSFIS-Run-Kill-Process

ARN

arn:aws:ssm:region::document/AWSFIS-Run-Kill-Process

ドキュメントパラメーター

• ProcessName – 必須。停止するプロセスの名前。
• Signal - オプション。コマンドと一緒に送信するシグナル。指定できる値は、SIGTERM (受信者が無視す

ることを選択できる) と SIGKILL (無視できない) です。デフォルト: SIGTERM。
• InstallDependencies - オプション。値が True の場合、Systems Manager は、ターゲットインスタンス

に必要な依存関係をインストールします (まだインストールされていない場合)。デフォルトは True で
す。依存関係は killall です。

次は、コンソールに入力できる文字列の例です。

{"ProcessName":"myapplication", "Signal":"SIGTERM"}

AWSFIS-Run-Memory-Stress
stress-ng ツールを使用して、インスタンスに対してメモリストレスを実行します。AWSFIS-Run-
Memory-Stress SSM ドキュメントを使用します。

アクションタイプ (コンソールのみ)
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aws:ssm:send-command/AWSFIS-Run-Memory-Stress

ARN

arn:aws:ssm:region::document/AWSFIS-Run-Memory-Stress

ドキュメントパラメーター

• DurationSeconds – 必須。メモリストレステストの継続時間 (秒単位)。
• Workers - オプション。仮想メモリストレッサーの数。デフォルトは 1 です。
• Percent – 必須。メモリストレステスト中に使用する仮想メモリの割合。
• InstallDependencies - オプション。値が True の場合、Systems Manager は、ターゲットインスタンス

に必要な依存関係をインストールします (まだインストールされていない場合)。デフォルトは True で
す。依存関係は stress-ng です。

次は、コンソールに入力できる文字列の例です。

{"Percent":"80", "DurationSeconds":"60", "InstallDependencies":"True"}

AWSFIS-Run-Network-Blackhole-Port
iptablesツールを使用して、プロトコルおよびポートのインバウンドトラフィックまたはアウトバウンドト
ラフィックをドロップします。AWSFIS-Run-Network-Port SSM ドキュメントを使用します。

アクションタイプ (コンソールのみ)

aws:ssm:send-command/AWSFIS-Run-Network-Blackhole-Port

ARN

arn:aws:ssm:region::document/AWSFIS-Run-Network-Blackhole-Port

ドキュメントパラメーター

• Protocol – 必須。プロトコル。指定できる値は tcp および udp です。
• Port – 必須。ポート番号。
• TrafficType - オプション。トラフィックの種類。指定できる値は ingress および egress です。デ

フォルトは ingress です。
• DurationSeconds – 必須。ネットワークブラックホールテストの継続時間 (秒単位)。
• InstallDependencies - オプション。値が True の場合、Systems Manager は、ターゲットインスタンス

に必要な依存関係をインストールします (まだインストールされていない場合)。デフォルトは True で
す。依存関係は、atd、dig、および iptables です。

次は、コンソールに入力できる文字列の例です。

{"Protocol":"tcp", "Port":"8080", "TrafficType":"egress", "DurationSeconds":"60", 
 "InstallDependencies":"True"}

AWSFIS-Run-Network-Latency
tc ツールを使用して、ネットワークインターフェイスにレイテンシーを追加します。AWSFIS-Run-
Network-Latency SSM ドキュメントを使用します。

アクションタイプ (コンソールのみ)
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aws:ssm:send-command/AWSFIS-Run-Network-Latency

ARN

arn:aws:ssm:region::document/AWSFIS-Run-Network-Latency

ドキュメントパラメーター

• Interface - オプション。ネットワークインターフェース。デフォルト: eth0。
• DelayMilliseconds - オプション。遅延 (ミリ秒単位) 。デフォルトは 200 です。
• DurationSeconds – 必須。ネットワーク遅延テストの継続時間 (秒単位)。
• InstallDependencies - オプション。値が True の場合、Systems Manager は、ターゲットインスタンス

に必要な依存関係をインストールします (まだインストールされていない場合)。デフォルトは True で
す。依存関係は、atd、dig、および tc です。

次は、コンソールに入力できる文字列の例です。

{"DelayMilliseconds":"200", "Interface":"eth0", "DurationSeconds":"60", 
 "InstallDependencies":"True"}

AWSFIS-Run-Network-Latency-Sources
特定のソースへのトラフィックまたは特定のソースからのトラフィックのためのツール tc を使用してネッ
トワークインターフェイスにレイテンシーとジッタを追加します。AWSFIS-Network-Sources SSM ドキュ
メントを使用します。

アクションタイプ (コンソールのみ)

aws:ssm:send-command/AWSFIS-Run-Network-Latency-Sources

ARN

arn:aws:ssm:region::document/AWSFIS-Run-Network-Latency-Sources

ドキュメントパラメーター

• Interface - オプション。ネットワークインターフェース。デフォルト: eth0。
• DelayMilliseconds - オプション。遅延 (ミリ秒単位) 。デフォルトは 200 です。
• JitterMilliseconds - オプション。ジッタ (ミリ秒単位)。デフォルトは 10 です。
• Sources – 必須。ソースはカンマで区切ります。指定できる値は、IPv4 アドレス、IPv4 アドレス、IPv4 

CIDR ブロック、ドメイン名DYNAMODB、S3です。DYNAMODBまたはを指定した場合S3、これは現在の
リージョンのリージョンエンドポイントにのみ適用されます。

• TrafficType - オプション。トラフィックの種類。指定できる値は ingress および egress です。デ
フォルトは ingress です。

• DurationSeconds – 必須。ネットワーク遅延テストの継続時間 (秒単位)。
• InstallDependencies - オプション。値が True の場合、Systems Manager は、ターゲットインスタンス

に必要な依存関係をインストールします (まだインストールされていない場合)。デフォルトは True で
す。依存関係はatd、、dig、jq、tcです。

次は、コンソールに入力できる文字列の例です。

{"DelayMilliseconds":"200", "JitterMilliseconds":"15", 
 "Sources":"S3,www.example.com,72.21.198.67", "Interface":"eth0", "TrafficType":"egress", 
 "DurationSeconds":"60", "InstallDependencies":"True"}
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AWSFIS-Run-Network-Packet-Loss
tcツールを使用して、ネットワークインターフェイスへのパケット損失を追加します。AWSFIS-Network-
Packet-Loss SSM ドキュメントを使用します。

アクションタイプ (コンソールのみ)

aws:ssm:send-command/AWSFIS-Run-Network-Packet-Loss

ARN

arn:aws:ssm:region::document/AWSFIS-Run-Network-Packet-Loss

ドキュメントパラメーター

• Interface - オプション。ネットワークインターフェース。デフォルト: eth0。
• LossPercent - オプション。パケット損失の割合。デフォルトは 7% です。
• DurationSeconds – 必須。ネットワークパケット損失テストの継続時間 (秒単位)。
• InstallDependencies - オプション。値が True の場合、Systems Manager は、ターゲットインスタンス

に必要な依存関係をインストールします。デフォルトは True です。依存関係は、atd、dig、および tc
です。

次は、コンソールに入力できる文字列の例です。

{"LossPercent":"15", "Interface":"eth0", "DurationSeconds":"60", 
 "InstallDependencies":"True"}

AWSFIS-Run-Network-Packet-Loss-Sources
tc特定のソースへのトラフィックまたは特定のソースからのトラフィックのためのツールを使用してネッ
トワークインターフェイスへのパケット損失を追加します。AWSFIS-Network-Packet-Sources SSM ド
キュメントを使用します。

アクションタイプ (コンソールのみ)

aws:ssm:send-command/AWSFIS-Run-Network-Packet-Loss-Sources

ARN

arn:aws:ssm:region::document/AWSFIS-Run-Network-Packet-Loss-Sources

ドキュメントパラメーター

• Interface - オプション。ネットワークインターフェース。デフォルト: eth0。
• LossPercent - オプション。パケット損失の割合。デフォルトは 7% です。
• Sources – 必須。ソースはカンマで区切ります。指定できる値は、IPv4 アドレス、IPv4 アドレス、IPv4 

CIDR ブロック、ドメイン名DYNAMODB、S3です。DYNAMODBまたはを指定した場合S3、これは現在の
リージョンのリージョンエンドポイントにのみ適用されます。

• TrafficType - オプション。トラフィックの種類。指定できる値は ingress および egress です。デ
フォルトは ingress です。

• DurationSeconds – 必須。ネットワークパケット損失テストの継続時間 (秒単位)。
• InstallDependencies - オプション。値が True の場合、Systems Manager は、ターゲットインスタンス

に必要な依存関係をインストールします。デフォルトは True です。依存関係はatd、、dig、jq、tcで
す。
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例

次は、コンソールに入力できる文字列の例です。

{"LossPercent":"15", "Sources":"S3,www.example.com,72.21.198.67", "Interface":"eth0", 
 "TrafficType":"egress", "DurationSeconds":"60", "InstallDependencies":"True"}

例
実験テンプレートの例については、を参照してくださいthe section called “事前構成済み AWS FIS SSM ド
キュメントを実行する” (p. 73)。

チュートリアルの例については、「インスタンスで CPU ストレスを実行する (p. 9)」を参照してくださ
い。

トラブルシューティング
次の手順を使用して、問題のトラブルシューティングを行います。

SSM ドキュメントに関する問題のトラブルシューティング

1. AWS Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きま
す。

2. ナビゲーションペインで、[ノード管理]、[コマンドの実行] を選択します。
3. [コマンド履歴] タブで、フィルターを使用してドキュメントの実行箇所を探します。
4. コマンドの ID を選択して、その詳細ページを開きます。
5. インスタンスの ID を選択します。各ステップの出力とエラーを確認します。

AWS FISを使用してアクションを一覧表示します
AWS CLI

AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用して、AWS FISサポートしているアクションに関する情
報を表示できます。

要件

AWS CLIご使用のコンピュータにをインストールしている。使用を開始するには、「AWS Command Line 
Interfaceユーザーガイド」を参照してください。のコマンドの詳細についてはAWS FIS、『AWS CLIコマ
ンドリファレンス』の「fis」を参照してください。

例:すべてのアクションの名前を一覧表示する

以下のように list-actions コマンドを使用して、すべてのアクションの名前を一覧表示できます。

aws fis list-actions --query "actions[*].[id]" --output text | sort

以下は出力例です。

aws:cloudwatch:assert-alarm-state
aws:ebs:pause-volume-io
aws:ec2:reboot-instances
aws:ec2:send-spot-instance-interruptions
aws:ec2:stop-instances
aws:ec2:terminate-instances
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アクションを一覧表示する

aws:ecs:drain-container-instances
aws:ecs:stop-task
aws:eks:inject-kubernetes-custom-resource
aws:eks:terminate-nodegroup-instances
aws:fis:inject-api-internal-error
aws:fis:inject-api-throttle-error
aws:fis:inject-api-unavailable-error
aws:fis:wait
aws:network:disrupt-connectivity
aws:rds:failover-db-cluster
aws:rds:reboot-db-instances
aws:ssm:send-command
aws:ssm:start-automation-execution

例:アクションに関する情報の表示

アクションの名前が決まったら、次のように get-action コマンドを使用してアクションに関する詳細情報
を表示できます。

aws fis get-action --id aws:ec2:reboot-instances

以下は出力例です。

{ 
    "action": { 
        "id": "aws:ec2:reboot-instances", 
        "description": "Reboot the specified EC2 instances.", 
        "targets": { 
            "Instances": { 
                "resourceType": "aws:ec2:instance" 
            } 
        }, 
        "tags": {} 
    }
}
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テンプレートコンポーネント

AWS FIS の実験テンプレート
実験テンプレートには、指定したターゲットに対して実験中に実行する 1 つ以上のアクションが含まれて
います。また、実験が範囲外になるのを防ぐ停止条件も含まれています。作成した実験テンプレートは、
実験を実行するのに使用できます。

テンプレートコンポーネント
実験テンプレートを構築するには、次のコンポーネントを使用します。

アクションセット

AWS FIS実行したいアクション (p. 26)。アクションは、指定した設定順序で実行することも、同時に
実行することもできます。詳細については、「アクションセット (p. 48)」を参照してください。

ターゲット

AWS特定のアクションが実行されるリソース。詳細については、「ターゲット (p. 50)」を参照し
てください。

停止条件

CloudWatch アプリケーションのパフォーマンスが許容範囲外となるしきい値を定義するアラーム。
実験の実行中に停止条件がトリガーされると、AWS FISが実験を停止させます。詳細については、
「停止条件 (p. 58)」を参照してください。

実験の役割

AWS FISに必要なアクセス許可を付与する IAM ロールで、が、ユーザーに代わって実験を実行できき
るようにします。詳細については、「実験ロール (p. 59)」を参照してください。

お客様のアカウントには、に関連するクォータがありますAWS FIS。たとえば、実験テンプレートごとに
アクションの数にはクォータがあります。詳細については、「クォータ (p. 115)」を参照してください。

テンプレート構文
実験テンプレートの構文は次のとおりです。

{ 
    "description": "string", 
    "targets": {}, 
    "actions": {}, 
    "stopConditions": [], 
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/AllowFISActions", 
    "tags": {}
}

例については、「テンプレートの例 (p. 71)」を参照してください。

開始方法
AWS Management Console を使用して実験テンプレートを作成するには「実験テンプレートの作
成 (p. 67)」を参照してください。
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アクションセット

AWS CLI を使用して実験テンプレートを作成するには「例 AWS FIS 実験テンプレート (p. 71)」を参照
してください。

AWS FIS のアクションセット
実験テンプレートを作成するには、アクションセットを構成する 1 つ以上のアクションを定義する必要が
あります。AWS FIS によって提供される定義済みのアクションの一覧については、「アクション (p. 26)」
を参照してください。

アクションは、実験中に 1 回だけ実行できます。同じ実験で複数回 AWS FIS アクションを実行するに
は、異なる名前を使用してテンプレートに複数回追加します。

内容
• アクション構文 (p. 48)
• アクション期間 (p. 49)
• アクションの例 (p. 49)

アクション構文
アクションセットの構文は次のとおりです。

{ 
    "actions": { 
        "action_name": { 
            "actionId": "aws:service:action-type", 
            "description": "string", 
            "parameters": { 
                "name": "value" 
             }, 
            "startAfter": ["action_name", ...], 
            "targets": { 
                "resource_type": "target_name" 
            } 
        } 
    }
}

アクションを定義する場合は、以下を指定します。

######

アクションの名前。
actionId

アクション識別子 (p. 26)。
description

オプションの説明。
parameters

任意のアクションパラメータ (p. 26)。
startAfter

このアクションを開始する前に完了する必要があるアクションは、すべて開始できます。それ以外の
場合、アクションは、実験の開始時に実行されます。
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アクション期間

targets

すべてのアクションターゲット (p. 27)。

例については、「the section called “アクションの例” (p. 49)」を参照してください。

アクション期間
アクションにアクションの継続時間を指定するために使用できるパラメータが含まれている場合、ア
クションは、指定した期間が経過した後にのみ完了とみなされます。例えば、5 分の期間を指定した場
合、AWS FIS は、5 分後にアクションが完了したと見なします。その後、すべてのアクションが完了する
まで、次のアクションが開始されます。

期間は、アクション条件が維持される時間、またはメトリクスが監視される時間の長さのいずれかです。
例えば、指定した時間の間、レイテンシーが注入されます。インスタンスの終了など、ほぼ瞬時のアク
ションタイプの場合、停止条件は指定された期間監視されます。

アクションがアクションパラメータ内にポストアクションを含んでいる場合、そのアクションが完了した
後にポストアクションが実行されます。ポストアクションを完了するのにかかる時間によって、指定され
たアクション期間から次のアクションの開始までの間に遅延が発生することがあります（または、他のす
べてのアクションが完了した場合は実験を終了します）。

アクションの例
以下はアクションの例です。

例

• EC2 インスタンスを停止する (p. 49)
• スポットインスタンスを中断 (p. 49)
• ネットワークトラフィックを中断 (p. 50)
• EKS ワーカーを解雇する (p. 50)

例:EC2インスタンスを停止する

次のアクションは、TargetInstances ##################### EC2 ############。2 分後、
ターゲットインスタンスが再起動されます。

"actions": { 
    "stopInstances": { 
        "actionId": "aws:ec2:stop-instances", 
        "parameters": { 
            "startInstancesAfterDuration": "PT2M" 
        }, 
        "targets": { 
            "Instances": "targetInstances" 
        } 
    }
}

例:スポットインスタンスの中断

次のアクションは、targetSpotInstances指定されたターゲットを使用して識別されたスポットインス
タンスを停止します。2 分間待ってから、スポットインスタンスを中断します。
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ターゲット

"actions": { 
    "interruptSpotInstances": { 
        "actionId": "aws:ec2:send-spot-instance-interruptions", 
        "parameters": { 
            "durationBeforeInterruption": "PT2M" 
        }, 
        "targets": { 
            "SpotInstances": "targetSpotInstances" 
        } 
    }
}

例:ネットワークトラフィックの中断

次のアクションは、ターゲットサブネットと他のアベイラビリティーゾーンのサブネット間のトラフィッ
クを拒否します。

"actions": { 
    "disruptAZConnectivity": { 
        "actionId": "aws:network:disrupt-connectivity", 
        "parameters": { 
            "scope": "availability-zone", 
            "duration": "PT5M" 
        }, 
        "targets": { 
            "Subnets": "targetSubnets" 
        } 
    }
}

例:EKS ワーカーの解雇

次のアクションは、指定されたターゲットを使用して特定された EKS クラスター内の EC2 インスタンス
の 50% targetNodeGroupsを終了します。

"actions": { 
    "terminateWorkers": { 
        "actionId": "aws:eks:terminate-nodegroup-instances", 
        "parameters": { 
            "instanceTerminationPercentage": "50" 
        }, 
        "targets": { 
            "Nodegroups": "targetNodeGroups" 
        } 
    }
}

AWS FIS のターゲット
ターゲットは、実験中に AWS Fault Injection Simulator (AWS FIS) で実行されるアクションに対して 1 つ
以上の AWS リソースです。ターゲットは、実験テンプレートの作成 (p. 67)をおこなう場合に定義しま
す。実験テンプレートの複数のアクションに対して同じターゲットを使用できます。

AWS FISは、アクションセット内のアクションを開始する前に、実験の開始時にアクションセット内のア
クションを開始する前に、実験の開始時にすべてのターゲットを識別します。 AWS FIS実験全体で選択し
たターゲットリソースを使用します。ターゲットが見つからない場合、実験は失敗します。
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ターゲット構文

目次
• ターゲット構文 (p. 51)
• リソースタイプ (p. 52)
• ターゲットリソースを特定する (p. 52)

• リソースフィルター (p. 53)
• リソースパラメーター (p. 53)

• 選択モード (p. 54)
• ターゲットの例 (p. 54)
• フィルターの例 (p. 55)

ターゲット構文
次、ターゲットの構文を示します。

{ 
    "targets": { 
        "target_name": { 
            "resourceType": "resource-type", 
            "resourceArns": [ 
                "resource-arn" 
            ], 
            "resourceTags": { 
                "tag-key": "tag-value" 
            }, 
            "filters": [ 
                { 
                    "path": "path-string", 
                    "values": ["value-string"] 
                } 
            ], 
            "selectionMode": "value" 
        } 
    }
}

ターゲットを定義する場合は、以下を指定します。

######

ターゲットの名前。
resourceType

リソースタイプ (p. 52)。
resourceArns

特定のリソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
resourceTags

特定のリソースに適用されるタグ。
filters

特定の属性を持つリソースを表すリソースフィルター (p. 53)。
selectionMode

特定されたリソースの選択モード (p. 54)。
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リソースタイプ

同一ターゲットのリソース ARN とリソースタグの両方を同一ターゲットに指定することはできません。
同一ターゲットのリソース ARN とリソースフィルターの両方を同一ターゲットに指定することはできま
せん。

例については、「the section called “ターゲットの例” (p. 54)」を参照してください。

リソースタイプ
各 AWS FIS アクションが特定の AWS リソースタイプで実行されます。ターゲットを定義する場合は、
厳密に 1 つのリソースタイプを指定する必要があります。アクションのターゲットを指定する場合、ター
ゲットはアクションでサポートされているリソースタイプである必要があります。

AWS FIS では以下のリソースタイプがサポートされています。

• aws: ec2: ebs-volume — アマゾン EBS ボリューム
• aws:ec2:instance — Amazon EC2 インスタンス
• aws:ec2:spot-instance — Amazon EC2 スポットインスタンス
• aws: ec2: サブネット — アマゾン VPC サブネット
• aws:ecs:cluster — Amazon ECS クラスター
• aws: ec: タスク — Amazon ECS タスク
• aws: eks: クラスター — Amazon EKS クラスター
• aws:eks:nodegroup — Amazon EKS ノードグループ
• aws:iam:role — IAM ロール
• aws:rds:cluster — Amazon Aurora DB クラスター
• aws:rds:db — Amazon RDS DB インスタンス

ターゲットリソースを特定する
AWS FIS コンソールでターゲットを定義すると、アカウント内でターゲットにする特定の AWS リソース 
(特定のリソースタイプの) を選択できます。または、AWS FIS 指定した基準に基づいて、リソースのグ
ループを特定します。

ターゲットリソースを識別するには、次の項目を指定できます。

• リソース ID — 特定の AWS リソースのリソースID。すべてのリソース ID は、同じタイプのリソースを
表す必要があります。

• リソースタグ — 特定の AWS リソースに適用されるタグ。
• リソースフィルター — 特定の属性を持つリソースを表すパスと値。詳細については、「リソースフィル

ター (p. 53)」を参照してください。
• リソースパラメータ — 特定の基準を満たすリソースを表すパラメータ。詳細については、「リソースパ

ラメーター (p. 53)」を参照してください。

考慮事項

• ターゲットに対して少なくとも 1 つのリソース ID または少なくとも 1 つのリソースタグを指定する必
要があります。同一ターゲットのリソース ID とリソースタグの両方を指定することはできません。

• 同一ターゲットのリソース ID とリソースフィルターの両方を同一ターゲットに指定することはできませ
ん。

• タグ値が空のリソースタグを指定した場合、ワイルドカードとは異なります。指定されたタグキーと空
のタグ値を持つタグを持つリソースを照合します。
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ターゲットリソースを特定する

リソースフィルター
リソースフィルターは、特定の属性に従ってターゲットリソースを識別するクエリです。AWS FIS は、指
定したリソースタイプに従って、クエリを AWS リソースの正規記述を含む API アクションの出力に適用
します。クエリに一致する属性を持つリソースは、ターゲット定義に含まれます。

各フィルターは、属性パスと指定可能な値として表されます。パスは、ピリオドで区切られた一連の要素
で、リソースの記述アクションの出力で属性に到達するパスを記述します。

"filters": [ 
    { 
        "path": "component.component.component", 
        "values": [  
            "string"  
        ] 
    }
],

次の表には、各リソースタイプの正規記述を取得するために使用できる API アクションと AWS CLI コマ
ンドが含まれています。AWS FIS はこれらのアクションをユーザーに代わって実行して、指定したフィル
ターを適用します。対応するドキュメントでは、デフォルトで結果に含まれるリソースについて説明しま
す。例えば、DescribeInstances のドキュメントは、最近終了したインスタンスが結果に表示される可能性
があると述べています。

リソースタイプ API アクション AWS CLI コマンド

AWS: ec2: EBS-ボリューム DescribeVolumes describe-volumes

aws:ec2:instances DescribeInstances インスタンス説明

AWS: ec2: サブネット DescribeSubnets describe-subnets()

aws:ecs:cluster DescribeClusters describe-clusters

AWS: EC: タスク DescribeTasks タスク説明

AWS: EKS: クラスタ DescribeClusters describe-clusters

aws:eks:nodegroup DescribeNodegroup describe-nodegroup

aws:iam:role ListRoles list-roles

aws:rds:cluster DescribeDBClusters describe-db-clusters

aws:rds:db DescribeDBInstances describe-db-instances

次のロジックは、すべてのリソースフィルターに適用されます。

• フィルター内の値 — OR
• フィルター間の値 — AND

例については、「the section called “フィルターの例” (p. 55)」を参照してください。

リソースパラメーター
リソースパラメータは、特定の基準に従ってターゲットリソースを識別します。

次のリソースタイプはパラメータをサポートしています。
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aws: ec2: ec2: ebs-ボリューム
• availabilityZoneIdentifier— ターゲットボリュームを含むアベイラビリティーゾーンの

コード (us-east-1a など)。
aws:ec2:instances

• State.Name— インスタンスの状態 (pending|running |shutting-down |stoppedstopping
|terminated)。デフォルトは running です。

AWS: ec2: サブネット
• availabilityZoneIdentifier— ターゲットサブネットを含むアベイラビリティーゾーンの

コード (us-east-1a など) または AZ ID (Use1-az1 など)。
• vpc— ターゲットサブネットを含む VPC。

AWS: EC: タスク
• cluster— ターゲットタスクを含むクラスタ。
• service— ターゲットタスクを含むサービス。

選択モード
選択モードを指定して、特定したリソースの範囲を指定します。 AWS FIS以下の、以下の選択モードをサ
ポートします。

• ALL— すべてのターゲットに対してアクションを実行します。
• COUNT(n) — 特定されたターゲットからランダムに選択された、指定された数のターゲットに対してア

クションを実行します。例えば、COUNT (1) は、特定されたターゲットの 1 つを選択します。
• PERCENT(n) — 特定されたターゲットからランダムに選択された、指定された割合のターゲットに対し

てアクションを実行します。例えば、PERCENT (25) では、特定されたターゲットの 25% が選択され
ます。

リソース数が奇数で 50% と指定すると、AWS FIS は切り下げをします。例えば、5 つの Amazon EC2 イ
ンスタンスをターゲットとし追加して、スコープを 50% にすると、AWS FIS は 2 つのインスタンスに切
り下げます。1 リソース未満のパーセンテージは指定できません。例えば、4 つの Amazon EC2 インスタ
ンスを追加し、スコープを 5% にすると、AWS FIS はインスタンスを選択できません。

同じターゲットリソースタイプを使用して複数のターゲットを定義する場合、AWS FIS同じリソースを複
数回選択できます。

どの選択モードを使用するかにかかわらず、指定したスコープでリソースが特定されない場合、実験は失
敗します。

ターゲットの例
以下はターゲットの例です。

例

• 指定した VPC 内の指定されたタグを持つインスタンス (p. 54)
• 指定されたパラメータを持つタスク (p. 55)

例:指定した VPC 内の特定のタグを持つインスタンス

この例のターゲットは、指定された VPC 内の VPC 内の VPC 内の VPC 内の VPC 内の VPC 内の VPC 内
の VPC 内の VPCenv=prod 選択モードでは、これらのターゲットの 1 つランダムにランダムにターゲット
を 1AWS FIS つランダムにランダムにランダムに選択します。
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{ 
    "targets": { 
        "randomInstance": { 
            "resourceType": "aws:ec2:instance", 
            "resourceTags": { 
                "env": "prod" 
            }, 
            "filters": [ 
                { 
                    "path": "VpcId", 
                    "values": [ 
                        "vpc-aabbcc11223344556" 
                    ] 
                } 
            ], 
            "selectionMode": "COUNT(1)" 
        } 
    }
}

例:指定されたパラメータを持つタスク

この例の対象となる可能性があるのは、指定されたクラスターとサービスを含む Amazon ECS タスクで
す。選択モードでは、これらのターゲットの 1 つランダムにランダムにターゲットを 1AWS FIS つランダ
ムにランダムにランダムに選択します。

{ 
    "targets": { 
        "randomTask": { 
            "resourceType": "aws:ecs:task", 
            "parameters": { 
                "cluster": "myCluster", 
                "service": "myService" 
            }, 
            "selectionMode": "COUNT(1)" 
        } 
    }
}

フィルターの例
以下はフィルターの例です。

例

• EC2 インスタンス (p. 55)
• DB クラスター (p. 57)

例: EC2インスタンス

aws:ec2:instance リソースタイプをサポートするアクションのフィルターを指定する場合、AWS FIS 
Amazon EC2 を使用します。describe-instances アカウントでコマンドを実行し、フィルターを適用して
ターゲットを識別します。

describe-instances コマンドは、各インスタンスが Instances の構造体である JSON 出力を返します。
以下は、##でマークされたフィールドを含む部分的な出力です。これらのフィールドを使用して、JSON 
出力の構造から属性パスを指定する例を紹介します。
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{ 
    "Reservations": [ 
        { 
            "Groups": [], 
            "Instances": [ 
                { 
                    "ImageId": "ami-00111111111111111", 
                    "InstanceId": "i-00aaaaaaaaaaaaaaa", 
                    "InstanceType": "t2.micro", 
                    "KeyName": "virginia-kp", 
                    "LaunchTime": "2020-09-30T11:38:17.000Z", 
                    "Monitoring": { 
                        "State": "disabled" 
                    }, 
                    "Placement": { 
                        "AvailabilityZone": "us-east-1a", 
                        "GroupName": "", 
                        "Tenancy": "default" 
                    }, 
                    "PrivateDnsName": "ip-10-0-1-240.ec2.internal", 
                    "PrivateIpAddress": "10.0.1.240", 
                    "ProductCodes": [], 
                    "PublicDnsName": "ec2-203-0-113-17.compute-1.amazonaws.com", 
                    "PublicIpAddress": "203.0.113.17", 
                    "State": { 
                        "Code": 16, 
                        "Name": "running" 
                    }, 
                    "StateTransitionReason": "", 
                    "SubnetId": "subnet-aabbcc11223344556", 
                    "VpcId": "vpc-00bbbbbbbbbbbbbbbbb", 
                    ... 
                }, 
                ... 
                { 
                    ... 
                } 
            ], 
            "OwnerId": "123456789012", 
            "ReservationId": "r-aaaaaabbbbb111111" 
        }, 
        ...         
    ]
}

リソースフィルターを使用して特定のアベイラビリティーゾーン内のインスタンスを選択するに
は、AvailabilityZone の属性パスを指定し、アベイラビリティーゾーンのコードを値として指定しま
す。例:

"filters": [ 
    { 
        "path": "Placement.AvailabilityZone", 
        "values": [ "us-east-1a" ] 
    }
],

リソースフィルターを使用して特定のサブネット内のインスタンスを選択するには、SubnetId の属性パ
スを指定し、値としてサブネットの ID を指定します。例:

"filters": [ 
    { 
        "path": "SubnetId", 
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        "values": [ "subnet-aabbcc11223344556" ] 
    }
],

特定のインスタンス状態にあるインスタンスを選択するには、Name の属性パスを指定します。値と
して、次のいずれかの状態名を指定します。pending | running | shutting-down | terminated |
stopping | stopped。例:

"filters": [ 
    { 
        "path": "State.Name", 
        "values": [ "running" ] 
    }
],

例: Amazon RDS クラスター (DB クラスター)

aws:rds:clusterリソースタイプをサポートするアクションのフィルターを指定する場合、アカウントで 
AWS FIS Amazon RDS describe-db-clusters コマンドを実行し、フィルターを適用してターゲットを識別
します。

describe-db-clusters コマンドは各 DB クラスターに対して次のような JSON 出力を返します。以下は、#
#でマークされたフィールドを含む部分的な出力です。これらのフィールドを使用して、JSON 出力の構造
から属性パスを指定する例を紹介します。

[ 
    { 
        "AllocatedStorage": 1, 
        "AvailabilityZones": [ 
            "us-east-2a", 
            "us-east-2b", 
            "us-east-2c" 
        ], 
        "BackupRetentionPeriod": 7, 
        "DatabaseName": "", 
        "DBClusterIdentifier": "database-1", 
        "DBClusterParameterGroup": "default.aurora-postgresql11", 
        "DBSubnetGroup": "default-vpc-01234567abc123456", 
        "Status": "available", 
        "EarliestRestorableTime": "2020-11-13T15:08:32.211Z", 
        "Endpoint": "database-1.cluster-example.us-east-2.rds.amazonaws.com", 
        "ReaderEndpoint": "database-1.cluster-ro-example.us-east-2.rds.amazonaws.com", 
        "MultiAZ": false, 
        "Engine": "aurora-postgresql", 
        "EngineVersion": "11.7", 
        ... 
    }
]

特定の DB エンジンを使用する DB クラスターのみを返すリソースフィルターを適用するには、次の例に
示すように Engine として属性パス aurora-postgresql として値を指定します。

"filters": [ 
    { 
        "path": "Engine", 
        "values": [ "aurora-postgresql" ] 
    }
],
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特定のアベイラビリティーゾーン内の DB クラスターのみを返すリソースフィルターを適用するには、次
の例に示すように、属性のパスと値を指定します。

"filters": [ 
    { 
        "path": "AvailabilityZones", 
        "values": [ "us-east-2a" ]  
    }
],

AWS FIS の停止条件
AWS Fault Injection Simulator (AWS FIS) は、AWS ワークロードで実験を安全に実行するためのコント
ロールとガードレールを提供します。ある停止条件は、Amazon CloudWatch アラームとして定義したし
きい値に達した場合に実験を停止する仕組みです。実験中に停止条件がトリガーされた場合、AWS FIS は
実験を停止します。停止した実験を再開することはできません。

停止条件を作成するには、まずアプリケーションまたはサービスの定常状態を定義します。定常状態と
は、アプリケーションがビジネスまたは技術メトリクスの観点から最適に動作すると定義される状態で
す。例えば、レイテンシー、CPU 負荷、または再試行回数などです。定常状態を使用して CloudWatch 
アラームを作成し、アプリケーションまたはサービスが、パフォーマンスが許容できない状態に達した場
合に、実験を停止するためにそのアラームを使用できます。詳細については、Amazon  CloudWatch ユー
ザーガイドの「Amazon CloudWatch アラームの使用」を参照してください。

アカウントには、実験テンプレートで指定できる停止条件の数に制限があります。詳細については、
「AWS Fault Injection Simulator のクォータ (p. 115)」を参照してください。

停止条件
実験テンプレートを作成するときは、 CloudWatch 作成したアラームを指定して、1 つ以上の停止条件を
指定します。

{ 
    "stopConditions": [ 
        { 
            "source": "aws:cloudwatch:alarm", 
            "value": "arn:aws:cloudwatch:region:123456789012:alarm:alarm-name" 
        } 
    ]
}

次の例は、実験テンプレートに停止条件が指定されていないことを示しています。

{ 
    "stopConditions": [ 
        { 
            "source": "none" 
        } 
    }
}

詳細
CloudWatch アラームを作成し、実験テンプレートに停止条件を追加する方法を示すチュートリアルにつ
いては、「」を参照してくださいインスタンスで CPU ストレスを実行する (p. 9)。
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でサポートされているリソースタイスタイプで使用可能な Run Command CloudWatch メトリクスの詳細
についてはAWS FIS、以下を参照してください。

• を使用してインスタンスを監視する CloudWatch
• Amazon ECS CloudWatch メトリックス
• を使用して Amazon RDS メトリックスをモニタリングする CloudWatch
• を使用した Run Command メトリクスのモニタリング CloudWatch

AWS FIS実験の IAM ロール
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コント
ロールするために役立つ AWS のサービスです。AWS FIS を使用するには、AWS FIS に必要なアクセス
許可を付与する IAM ロールを作成して、AWS FIS が、ユーザーに代わって実験を実行でききるようにす
る必要があります。この実験ロールは、実験テンプレートの作成時に指定します。実験ロールの IAM ポリ
シーは、実験テンプレートでターゲットとして指定したリソースを変更するアクセス権限を付与する必要
があります。

ベストプラクティスとして、最小権限を付与する標準のセキュリティプラクティスに従うことをお勧めし
ます。これを行うには、ポリシーで特定のリソース ARN またはタグを指定します。

内容
• を使用してテストロールを作成します。AWS CLI (p. 59)
• 必要な信頼関係ポリシー (p. 60)
• インラインポリシー文書の例 (p. 61)

を使用してテストロールを作成します。AWS CLI
ロールを作成するときは、以下のいずれかのオプションを使用します。

1. AWS管理ポリシーを添付する (p. 59) — このオプションを使用すると、すぐに開始できます。
2. インラインポリシードキュメントを追加 (p. 60) — このオプションを使用すると、特定のユースケー

スに必要のない権限を削除できます。

オプション 1:AWS テストロールを作成して管理ポリシーをア
タッチする
AWSテストロールを作成して管理ポリシーをアタッチするには

1. fis-role-trust-policy.jsonという名前のテキストファイルを作成し、で説明されている信頼関
係ポリシーを追加しますthe section called “必要な信頼関係ポリシー” (p. 60)。

2. 以下の create-role コマンドを使用して、ロールを作成し、前のステップで作成した信頼ポリシーを追
加します。

aws iam create-role --role-name my-fis-role --assume-role-policy-document file://fis-
role-trust-policy.json

3. attach-role-policy次のコマンドを使用して、AWS管理ポリシーをアタッチします。

aws iam attach-role-policy --role-name my-fis-role --policy-arn fis-policy-arn
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fis-policy-arn次のいずれかがどこにあるか:

• arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access
• arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess
• arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess
• arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess
• arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess
• arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess

詳細については、「the section called “AWS マネージドポリシー” (p. 109)」を参照してください。

オプション 2: テストロールを作成し、インラインポリシード
キュメントを追加する
テストを作成してインラインポリシードキュメントを追加するには

1. fis-role-trust-policy.jsonという名前のテキストファイルを作成し、で説明されている信頼関
係ポリシーを追加しますthe section called “必要な信頼関係ポリシー” (p. 60)。

2. 以下の create-role コマンドを使用して、ロールを作成し、前のステップで作成した信頼ポリシーを追
加します。

aws iam create-role --role-name my-fis-role --assume-role-policy-document file://fis-
role-trust-policy.json

3. fis-role-permissions-policy.jsonという名前のテキストファイルを作成し、アクセス
権限ポリシーを追加します。詳細については、「the section called “インラインポリシー文書の
例” (p. 61)」を参照してください。

4. put-role-policy次のコマンドを使用して、前のステップで作成したアクセス権限ポリシーを追加しま
す。

aws iam put-role-policy --role-name my-fis-role --policy-name my-fis-policy --policy-
document file://fis-role-permissions-policy.json

必要な信頼関係ポリシー
実験ロールにはAWS FISサービスがこのロールを引き受けることができる信頼関係が必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": [ 
                  "fis.amazonaws.com" 
                ] 
            }, 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        } 
    ]
}
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「混乱した代理」問題に対して自分を守るために aws:SourceAccount および aws:SourceArn 条件
キーを使用することをお勧めします。ソースアカウントは実験の所有者であり、ソース ARN は実験の 
ARN です。例えば、次の条件ブロックを信頼ポリシーに追加できます。

"Condition": { 
    "StringEquals": { 
        "aws:SourceAccount": "account_id" 
    }, 
    "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:fis:region:account_id:experiment/*" 
    }
}

インラインポリシー文書の例
テストロールには、AWS FISユーザーに代わってテストを実行する権限を付与するアクセス権限ポリシー
が含まれている必要があります。含める必要がある具体的なポリシーステートメントは、AWS FIS実験に
含めるアクションによって異なります。

例

• Amazon EBS (p. 61)
• Amazon EC2 (p. 61)
• Amazon ECS (p. 63)
• Amazon EKS (p. 63)
• ネットワーク (p. 64)
• Amazon RDS (p. 65)
• Systems Manager (p. 65)
• フォールトインジェクション (p. 66)

Example 例:Amazon EBS アクションのアクセス許可

以下のポリシーは、に Amazon EBS のAWS FISAWS FISアクションを使用できるアクセス許可を付与し
ます。AWS FIS各権限を必要とするアクションの詳細については、「Amazon EBSAWS FIS のアクショ
ン (p. 30)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVolumes" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:PauseVolumeIO" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:volume/*" 
        } 
    ]
}
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Example 例 : Amazon EC2 アクションのアクセス許可

以下のポリシーは、AWS FIS に Amazon EC2 の AWS FIS アクションを使用できるアクセス許可を付与し
ます。AWS FISどのアクションが各アクセス権限を必要とするかについては、「Amazon EC2AWS FIS の
アクション (p. 30)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowFISExperimentRoleEC2Actions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:RebootInstances", 
                "ec2:StopInstances", 
                "ec2:StartInstances", 
                "ec2:TerminateInstances" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowFISExperimentRoleSpotInstanceActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:SendSpotInstanceInterruptions" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:SendCommand" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
                "arn:aws:ssm:*:*:document/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:CancelCommand", 
                "ssm:ListCommands" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

aws:ec2:stop-instancesテストでアクションを使用して暗号化された EBS ボリュームでインスタンスを停
止してから起動する場合は、ボリュームの暗号化に使用される KMSAWS FIS キーにアクセス許可を付与
するか、KMS キーポリシーにテストロールを追加する必要があります。次の例では、AWS FISは指定した 
KMS キーに権限を作成できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "kms:CreateGrant", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:kms:*:*:key/*" 
            ], 
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            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "kms:ViaService": "ec2.*.amazonaws.com" 
                }, 
                "Bool": { 
                    "kms:GrantIsForAWSResource": true 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Example 例 : Amazon ECS アクションのアクセス許可

以下のポリシーは、AWS FIS に Amazon ECS の AWS FIS アクションを使用できるアクセス許可を付与
します。AWS FIS各権限を必要とするアクションの詳細については、「Amazon ECSAWS FIS のアクショ
ン (p. 32)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowFISExperimentRoleECSUpdateState", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:UpdateContainerInstancesState" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:container-instance/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowFISExperimentRoleECSStopTask", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ecs:StopTask" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:ecs:*:*:task/*" 
        } 
    ]
}

Example 例 : Amazon EKS アクションのアクセス許可

以下のポリシーは、AWS FIS に Amazon EKS の AWS FIS アクションを使用できるアクセス許可を付与
します。AWS FIS各権限を必要とするアクションの詳細については、「Amazon EKSAWS FIS のアクショ
ン (p. 33)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeInstances" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:TerminateInstances" 
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            ], 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:instance/*" 
        } 
    ]
}

Example 例:ネットワークアクションのアクセス許可

以下のポリシーは、AWS FISAWS FISネットワークアクションを使用する権限を付与します。AWS FIS
各権限を必要とするアクションの詳細については、「ネットワークアクション (p. 34)」を参照してくださ
い。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:CreateTags", 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "ec2:CreateAction": "CreateNetworkAcl", 
                    "aws:RequestTag/managedByFIS": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:CreateNetworkAcl", 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/managedByFIS": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateNetworkAclEntry", 
                "ec2:DeleteNetworkAcl" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "ec2:ResourceTag/managedByFIS": "true" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:CreateNetworkAcl", 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:vpc/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:DescribeManagedPrefixLists", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
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                "ec2:DescribeNetworkAcls" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:ReplaceNetworkAclAssociation", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:subnet/*", 
                "arn:aws:ec2:*:*:network-acl/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ec2:GetManagedPrefixListEntries", 
            "Resource": "arn:aws:ec2:*:*:prefix-list/*" 
        } 
    ]
}

Example 例 : Amazon RDS アクションのアクセス許可

次のポリシーは、AWS FIS に Amazon RDS の AWS FIS アクションを使用できるアクセス許可を付与し
ます。AWS FIS各権限を必要とするアクションの詳細については、「Amazon RDSAWS FIS のアクショ
ン (p. 35)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowFISExperimentRoleRDSReboot", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "rds:RebootDBInstance" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:rds:*:*:db:*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowFISExperimentRoleRDSFailOver", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "rds:FailoverDBCluster" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:rds:*:*:cluster:*" 
        } 
    ]
}

Example 例 : Systems Manager アクションのアクセス許可

以下のポリシーは、AWS FIS に Systems Manager の AWS FIS アクションを使用できるアクセス許可を
付与します。AWS FIS各権限を必要とするアクションの詳細については、「Systems ManagerAWS FIS の
アクション (p. 36)」を参照してください。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowFISExperimentRoleSSMReadOnly", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
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                "ssm:GetAutomationExecution", 
                "ssm:ListCommands" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowFISExperimentRoleSSMSendCommand", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:SendCommand" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:instance/*", 
                "arn:aws:ssm:*:*:document/*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowFISExperimentRoleSSMCancelCommand", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:CancelCommand" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowFISExperimentRoleSSMAutomation", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:StartAutomationExecution", 
                "ssm:StopAutomationExecution" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AllowFISExperimentRoleSSMAutomationPassRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:PassRole" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:iam::account_id:role/role_name" 
        } 
    ]
}

Example 例 : 障害注入アクションのアクセス許可

以下のポリシーは、AWS FIS にフォールトインジェクションの AWS FIS アクションを使用できるアクセ
ス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "AllowFISExperimentRoleFaultInjectionActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fis:InjectApiInternalError", 
                "fis:InjectApiThrottleError", 
                "fis:InjectApiUnavailableError" 
            ], 
            "Resource": "arn:*:fis:*:*:experiment/*" 
        } 
    ]
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}

AWS FIS 実験テンプレートの操作
AWS FISコンソールまたはコマンドラインを使用して、実験テンプレートを作成および管理できます。作
成した実験テンプレートは、実験の実行に使用できます。

タスク
• 実験テンプレートの作成 (p. 67)
• 実験テンプレートを表示する (p. 68)
• テンプレートから実験を開始する (p. 69)
• 実験テンプレートを更新する (p. 69)
• 実験テンプレートにタグ付けする (p. 70)
• 実験テンプレートを削除する (p. 70)

実験テンプレートの作成
開始する前に、以下のタスクを完了します。

• 実験の計画 (p. 3)。
• AWS FIS のサービスがユーザーに代わってアクションを実行できるように許可する IAM ロールを作成

します。詳細については、「AWS FIS実験の IAM ロール (p. 59)」を参照してください。
• AWS FISにアクセスでききるようにしてください。詳細については、「AWS FIS ポリシー

例 (p. 102)」を参照してください。

コンソールを使用して実験テンプレートを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/fis/ で AWS FIS コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Experiment templates] (実験テンプレート) を選択します。
3. [Create experiment template] (実験テンプレートの作成) を選択します。
4. [説明と名前] に、テンプレートの説明と名前を入力します。
5. アクションで、テンプレートに対する一連のアクションを指定します。アクションごとに、アクショ

ンの追加をクリックし、以下を完了します。

• [Name (名前)] に、アクションの名前を入力します。

使用できる文字は、英数字、ピリオド (.)、および下線 (_) です。名前の最初は、文字で始まってい
る必要があります。スペースは使用できません。各アクションの名前は、このテンプレート内で一
意である必要があります。

• (オプション) [説明] に、アクションの簡潔な説明を入力します。最大長は 512 文字です。
• (オプション) 開始後で、このテンプレートで定義されている、現在のアクションを開始する前に完

了する必要がある別のアクションを選択します。それ以外の場合、アクションは、実験の開始時に
実行されます。

• [アクションタイプ] で、AWS FISアクションを選択します。
• 「ターゲット」では、「ターゲット」セクションで定義したターゲットを選択します。このアク

ションのターゲットをまだ定義していない場合は、AWS FISが新しいターゲットを作成します。
• アクションパラメータには、アクションのパラメータを指定します。このセクションは、AWS FIS

アクションにパラメーターがある場合にのみ表示されます。
• [Save] (保存) を選択します。
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6. ターゲットで、アクションを実行するターゲットリソースを定義します。ターゲットとして少なく
とも 1 つのリソース ID または 1 つのリソースタグを指定する必要があります。[編集]AWS FIS を選
択して前のステップで作成したターゲットを編集するか、[ターゲットを追加] を選択します。各ター
ゲットで、以下の作業を行います。

• [名前] に、ターゲットの名前を入力します。

使用できる文字は、英数字、ピリオド (.)、および下線 (_) です。名前の最初は、文字で始まってい
る必要があります。スペースは使用できません。各ターゲット名は、このテンプレート内で一意で
ある必要があります。

• [リソースタイプ] には、アクションでサポートされているリソースタイプを選択します。
• Target メソッドでは、次のいずれかを実行します。

• [リソース ID] を選択してから、リソース ID を選択します。
• リソースタグ、フィルター、パラメーターを選択し、必要なタグとフィルターを追加します。詳

細については、「the section called “ターゲットリソースを特定する” (p. 52)」を参照してくだ
さい。

• 選択モードでは、「カウント」を選択して指定された数の識別されたターゲットに対してアクショ
ンを実行するか、「パーセント」を選択して特定されたターゲットの指定された割合でアクション
を実行します。デフォルトでは、アクションは、特定されたすべてのターゲットに対して実行され
ます。

• [Save] (保存) を選択します。
7. 作成したターゲットでアクションを更新するには、「アクション」でアクションを見つけて、「編

集」 を選択し、「ターゲット」を更新します。複数のアクションに同じターゲットを使用できます。
8. サービスアクセスでは、[既存の IAM ロールを使用する] を選択し、このチュートリアルの前提条件で

説明されているように作成した IAM ロールを選択します。ロールが表示されない場合は、必要な信頼
関係があることを確認します。詳細については、「信頼ポリシー例 (p. 60)」を参照してください。

9. (オプション) 停止条件を使用する場合、停止条件の Amazon CloudWatch アラームを選択します。詳
細については、「AWS FIS の停止条件 (p. 58)」を参照してください。

10. (オプション) [ログ] には、宛先オプションを設定します。S3 バケットにログを送信するには、
[Amazon S3 バケットに送信] を選択し、バケット名とプレフィックスを入力します。ログをログに送
信するには CloudWatch 、[Send to CloudWatch Logs] を選択し、ロググループを入力します。

11. (オプション) タグで、[Add Tag] (タグの追加) を選択して、タグのキーと値を指定します。追加したタ
グは、テンプレートを使用して実行される実験ではなく、実験テンプレートに適用されます。

12. [Create experiment template] (実験テンプレートの作成) を選択します。確認を求められたら、「実験
テンプレートの作成」create を入力して、[実験テンプレートの作成] を選択します。

CLI を使用して実験テンプレートを作成するには

create-experiment-template コマンドを実行します。

JSON ファイルから実験テンプレートを読み込むことができます。

--cli-input-json パラメータを使用します。

aws fis create-experiment-template --cli-input-json fileb://<path-to-json-file>

詳細については、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」の「CLI スケルトンテンプレートの生
成」を参照してください。テンプレートの例については、「例 AWS FIS 実験テンプレート (p. 71)」を
参照してください。

実験テンプレートを表示する
作成した実験テンプレートを表示できます。
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コンソールを使用して実験テンプレートを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/fis/ で AWS FIS コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Experiment templates] (実験テンプレート) を選択します。
3. 特定のテンプレートに関する情報を表示するには、実験テンプレート IDを選択します。
4. 詳細セクションでは、テンプレートの説明と停止条件を表示できます。
5. 実験テンプレートのアクションを表示するには、アクションを選択します。
6. 実験テンプレートのターゲットを表示するには、ターゲットを選択します。
7. 実験テンプレートのタグを表示するには、タグを選択します。

CLI を使用して実験テンプレートを表示するには

list-experiment-templatesコマンドを使用して実験テンプレートのリストを取得し、get-experiment-
templateコマンドを使用して、特定の実験テンプレートに関する情報を取得します。

テンプレートから実験を開始する
実験テンプレートを作成したら、そのテンプレートを使用して実験を開始できます。

実験を開始すると、指定したテンプレートのスナップショットを作成し、そのスナップショットを使用し
て実験を実行します。したがって、実験の実行中に実験テンプレートが更新または削除された場合、それ
らの変更は実行中の実験に影響を与えません。

実験を開始すると、AWS FIS は、お客様に代わってサービスにリンクされたロールを作成します。詳細に
ついては、「AWS Fault Injection Simulator のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 107)」を参照し
てください。

実験を開始したら、いつでも停止できます。詳細については、「実験を中止する (p. 79)」を参照してく
ださい。

コンソールを使用して実験を開始するには

1. https://console.aws.amazon.com/fis/ で AWS FIS コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Experiment templates] (実験テンプレート) を選択します。
3. 実験テンプレートを選択し、実験を開始するを選択します。
4. (オプション) 実験にタグを追加するには、[新しいタグの追加] をクリックし、タグキーとタグ値を入

力します。
5. [実験を開始する] を選択します。確認を求められたら、start を入力して、[実験を開始する] を選択

します。

CLI を使用して実験を開始するには

start-experiment コマンドを使用します。

実験テンプレートを更新する
既存の実験テンプレートを更新できます。実験テンプレートを更新しても、そのテンプレートを使用する
実行中の実験には影響しません。

コンソールを使用して実験テンプレートを更新するには

1. https://console.aws.amazon.com/fis/ で AWS FIS コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Experiment templates] (実験テンプレート) を選択します。
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3. 実験テンプレートを選択し、アクション,実験テンプレートを更新するを選択します。
4. 必要に応じてテンプレートの詳細を変更し、実験テンプレートを更新するを選択します。

CLI を使用して実験テンプレートを更新するには

update-experiment-template コマンドを実行します。

実験テンプレートにタグ付けする
実験テンプレートを整理しやすくするために、実験テンプレートに独自のタグを適用できます。また、タ
グベースの IAM ポリシー (p. 100)を使用して、実験テンプレートへのアクセスへの制御を実装すること
もできます。

コンソールを使用して実験テンプレートにタグを付けるには

1. https://console.aws.amazon.com/fis/ で AWS FIS コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Experiment templates] (実験テンプレート) を選択します。
3. 実験テンプレートを選択し、アクション,タグの管理を選択します。
4. タグを追加するには、新しいタグを追加を選択し、キー名とキーの値を指定します。

タグを削除するには、 タグの [Remove] (削除) を選択します。
5. [Save] (保存) を選択します。

CLI を使用して実験テンプレートにタグを付けるには

tag-resource コマンドを使用します。

実験テンプレートを削除する
実験テンプレートが不要になった場合は、削除できます。実験テンプレートを削除しても、そのテンプ
レートを使用する実行中の実験は影響を受けません。実験は、完了または停止するまで実行され続けま
す。ただし、削除された実験テンプレートは、コンソールの [Experiments] ページで見ることはできませ
ん。

コンソールを使用して実験テンプレートを削除するには

1. https://console.aws.amazon.com/fis で AWS FIS コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Experiment templates] (実験テンプレート) を選択します。
3. 実験テンプレートを選択し、[アクション]、[実験テンプレートの削除] を選択します。
4. 確認を求められたら、「実験テンプレートの削除」delete を入力して、[実験テンプレートの削除] 

を選択します。

CLI を使用して実験テンプレートを削除するには

delete-experiment-template コマンドを実行します。

70

https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/fis/update-experiment-template.html
https://console.aws.amazon.com/fis/
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/fis/tag-resource.html
https://console.aws.amazon.com/fis/
https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/fis/delete-experiment-template.html


AWS Fault Injection Simulator ユーザーガイド
フィルターに基づいて EC2 インスタンスを停止する

例 AWS FIS 実験テンプレート
使用しているAWS FIS API またはコマンドラインツールで実験テンプレートを作成する場合、 JavaScript 
オブジェクト表記 (JSON) でテンプレートを構築できます。実験テンプレートのコンポーネントの詳細に
ついては、「テンプレートコンポーネント (p. 47)」を参照してください。

サンプルテンプレートのいずれかを使用して実験テンプレートを作成するには、それを JSON ファイル
に保存します (例えば、my-template.json)。そして独自の値で、##のプレースホルダの値を置き換え
て、create-experiment-template次のコマンドを実行します。

aws fis create-experiment-template --cli-input-json file://my-template.json

テンプレートの例
• フィルターに基づいて EC2 インスタンスを停止する (p. 71)
• 指定された数の EC2 インスタンスを停止する (p. 72)
• 事前構成済み AWS FIS SSM ドキュメントを実行する (p. 73)
• 事前定義されたオートメーション Runbook を実行する (p. 73)
• ターゲット IAM ロールを使用して EC2 インスタンスの API アクションをスロットルします (p. 74)
• Kubernetes クラスタ内のポッドの CPU のストレステスト (p. 75)

フィルターに基づいて EC2 インスタンスを停止す
る

次の例では、指定された VPC 内の指定されたタグを持つ、指定されたリージョンで実行中の Amazon 
EC2 インスタンスをすべて停止します。2 分後に再起動します。

{ 
    "tags": { 
        "Name": "StopEC2InstancesWithFilters" 
    }, 
    "description": "Stop and restart all instances in us-east-1b with the tag env=prod in 
 the specified VPC", 
    "targets": { 
        "myInstances": { 
            "resourceType": "aws:ec2:instance", 
            "resourceTags": { 
                "env": "prod" 
            }, 
            "filters": [ 
                { 
                    "path": "Placement.AvailabilityZone", 
                    "values": ["us-east-1b"] 
                }, 
                { 
                    "path": "State.Name", 
                    "values": ["running"] 
                }, 
                { 
                    "path": "VpcId", 
                    "values": [ "vpc-aabbcc11223344556"] 
                } 
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            ], 
            "selectionMode": "ALL" 
        } 
    }, 
    "actions": { 
        "StopInstances": { 
            "actionId": "aws:ec2:stop-instances", 
            "description": "stop the instances", 
            "parameters": { 
                "startInstancesAfterDuration": "PT2M" 
            }, 
            "targets": { 
                "Instances": "myInstances" 
            } 
        } 
    }, 
    "stopConditions": [ 
        { 
            "source": "aws:cloudwatch:alarm", 
            "value": "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:111122223333:alarm:alarm-name" 
        } 
    ], 
    "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name"
}

指定された数の EC2 インスタンスを停止する
次の例では、特定のタグを持つ 3 つのインスタンスを停止します。AWS FIS ランダムに、停止する特定の
インスタンスを選択します。2 分後にこれらのインスタンスが再起動されます。

{ 
    "tags": { 
        "Name": "StopEC2InstancesByCount" 
    }, 
    "description": "Stop and restart three instances with the specified tag", 
    "targets": { 
        "myInstances": { 
            "resourceType": "aws:ec2:instance", 
            "resourceTags": { 
                "env": "prod" 
            }, 
            "selectionMode": "COUNT(3)" 
        } 
    }, 
    "actions": { 
        "StopInstances": { 
            "actionId": "aws:ec2:stop-instances", 
            "description": "stop the instances", 
            "parameters": { 
                "startInstancesAfterDuration": "PT2M" 
            }, 
            "targets": { 
                "Instances": "myInstances" 
            } 
        } 
    }, 
    "stopConditions": [ 
        { 
            "source": "aws:cloudwatch:alarm", 
            "value": "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:111122223333:alarm:alarm-name" 
        } 
    ], 
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    "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name"
}

事前構成済み AWS FIS SSM ドキュメントを実行す
る

次の例では、事前設定済みのAWS FIS SSM ドキュメント AWSFIS-run-CPU-ストレス (p. 39)を使用し
て、指定された EC2 インスタンスで 60 秒間 CPU フォールトインジェクションを実行します。 AWS FIS
実験を2分間監視します。

{ 
    "tags": { 
        "Name": "CPUStress" 
    }, 
    "description": "Run a CPU fault injection on the specified instance", 
    "targets": { 
        "myInstance": { 
            "resourceType": "aws:ec2:instance", 
            "resourceArns": ["arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/instance-id"], 
            "selectionMode": "ALL" 
        } 
    }, 
    "actions": { 
        "CPUStress": { 
            "actionId": "aws:ssm:send-command", 
            "description": "run cpu stress using ssm", 
            "parameters": { 
                "duration": "PT2M", 
                "documentArn": "arn:aws:ssm:us-east-1::document/AWSFIS-Run-CPU-Stress", 
                "documentParameters": "{\"DurationSeconds\": \"60\", \"InstallDependencies
\": \"True\", \"CPU\": \"0\"}" 
            }, 
            "targets": { 
                "Instances": "myInstance" 
            } 
        } 
    }, 
    "stopConditions": [ 
        { 
            "source": "aws:cloudwatch:alarm", 
            "value": "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:111122223333:alarm:alarm-name" 
        } 
    ], 
    "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name"
}

事前定義されたオートメーション Runbook を実行
する

次の例では、Systems Manager が提供する Runbook を使用して Amazon SNS に通知を発行しま
す。AWS-PublishSNSNotification。指定された SNS トピックに通知を発行する権限をロールに付与する必
要があります。

{ 
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    "description": "Publish event through SNS", 
    "stopConditions": [ 
        { 
            "source": "none" 
        } 
    ], 
    "targets": { 
    }, 
    "actions": { 
        "sendToSns": { 
            "actionId": "aws:ssm:start-automation-execution", 
            "description": "Publish message to SNS", 
            "parameters": { 
                "documentArn": "arn:aws:ssm:us-east-1::document/AWS-
PublishSNSNotification", 
                "documentParameters": "{\"Message\": \"Hello, world\", \"TopicArn\": 
 \"arn:aws:sns:us-east-1:111122223333:topic-name\"}", 
                "maxDuration": "PT1M" 
            }, 
            "targets": { 
            } 
        } 
    }, 
    "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name"
}

ターゲット IAM ロールを使用して EC2 インスタン
スの API アクションをスロットルします

次の例では、指定された IAM ロールを持つ EC2 インスタンスでの指定された API アクションへの呼び出
しの 100% パーセントをスロットルします。

{ 
    "tags": { 
        "Name": "ThrottleEC2APIActions" 
    }, 
    "description": "Throttle the specified EC2 API actions on the specified IAM role", 
    "targets": { 
        "myRole": { 
            "resourceType": "aws:iam:role", 
            "resourceArns": ["arn:aws:iam::111122223333:role/role-name"], 
            "selectionMode": "ALL" 
        } 
    }, 
    "actions": { 
        "ThrottleAPI": { 
            "actionId": "aws:fis:inject-api-throttle-error", 
            "description": "Throttle APIs for 5 minutes", 
            "parameters": { 
                "service": "ec2", 
                "operations": "DescribeInstances,DescribeVolumes", 
                "percentage": "100", 
                "duration": "PT2M" 
            }, 
            "targets": { 
                "Roles": "myRole" 
            } 
        } 
    }, 
    "stopConditions": [ 
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        { 
            "source": "aws:cloudwatch:alarm", 
            "value": "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:111122223333:alarm:alarm-name" 
        } 
    ], 
    "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name"
}

Kubernetes クラスタ内のポッドの CPU のストレス
テスト

次の例では、カオスメッシュを使用して Amazon EKS Kubernetes クラスター内のポッドの CPU を 1 分
間stress ステストしています。

{ 
    "description": "ChaosMesh StressChaos example", 
    "targets": { 
        "Cluster-Target-1": { 
            "resourceType": "aws:eks:cluster", 
            "resourceArns": [ 
                "arn:aws:eks:arn:aws::111122223333:cluster/cluster-id" 
            ], 
            "selectionMode": "ALL" 
        } 
    }, 
    "actions": { 
        "TestCPUStress": { 
            "actionId": "aws:eks:inject-kubernetes-custom-resource", 
            "parameters": { 
                "maxDuration": "PT2M", 
                "kubernetesApiVersion": "chaos-mesh.org/v1alpha1", 
                "kubernetesKind": "StressChaos", 
                "kubernetesNamespace": "default", 
                "kubernetesSpec": "{\"selector\":{\"namespaces\":[\"default\"],
\"labelSelectors\":{\"run\":\"nginx\"}},\"mode\":\"all\",\"stressors\": {\"cpu\":{\"workers
\":1,\"load\":50}},\"duration\":\"1m\"}" 
            }, 
            "targets": { 
                "Cluster": "Cluster-Target-1" 
            } 
        } 
    }, 
    "stopConditions": [{ 
        "source": "none" 
    }], 
    "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name", 
    "tags": {}
}

次の例では、Litmus を使用して Amazon EKS Kubernetes クラスター内のポッドの CPU を 1 分間stress 
ステストしています。

{ 
    "description": "Litmus CPU Hog", 
    "targets": { 
        "MyCluster": { 
            "resourceType": "aws:eks:cluster", 
            "resourceArns": [ 
                "arn:aws:eks:arn:aws::111122223333:cluster/cluster-id" 
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            ], 
            "selectionMode": "ALL" 
        } 
    }, 
    "actions": { 
        "MyAction": { 
            "actionId": "aws:eks:inject-kubernetes-custom-resource", 
            "parameters": { 
                "maxDuration": "PT2M", 
                "kubernetesApiVersion": "litmuschaos.io/v1alpha1", 
                "kubernetesKind": "ChaosEngine", 
                "kubernetesNamespace": "litmus", 
                "kubernetesSpec": "{\"engineState\":\"active\",\"appinfo\":{\"appns\":
\"default\",\"applabel\":\"run=nginx\",\"appkind\":\"deployment\"},\"chaosServiceAccount\":
\"litmus-admin\",\"experiments\":[{\"name\":\"pod-cpu-hog\",\"spec\":{\"components\":{\"env
\":[{\"name\":\"TOTAL_CHAOS_DURATION\",\"value\":\"60\"},{\"name\":\"CPU_CORES\",\"value\":
\"1\"},{\"name\":\"PODS_AFFECTED_PERC\",\"value\":\"100\"},{\"name\":\"CONTAINER_RUNTIME
\",\"value\":\"docker\"},{\"name\":\"SOCKET_PATH\",\"value\":\"/var/run/docker.sock\"}]},
\"probe\":[]}}],\"annotationCheck\":\"false\"}" 
            }, 
            "targets": { 
                "Cluster": "MyCluster" 
            } 
        } 
    }, 
    "stopConditions": [{ 
        "source": "none" 
    }], 
    "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/role-name", 
    "tags": {}
}
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AWS FIS の実験
AWS FIS では、AWS ワークロードのフォールトインジェクション実験を実行できます。開始するに
は、実験テンプレート (p. 47)を作成します。実験テンプレートを作成したら、実験を開始するために使用
できます。

以下のいずれかが発生すると、実験が終了します。

• すべて行動 (p. 48)テンプレートが正常に完了しました。
• ある停止条件 (p. 58)がトリガーされます。
• エラーのため、アクションを完了できません。例えば、ターゲット (p. 50)が見つかりません。
• 実験は手動で停止しました (p. 79)。

停止または失敗した実験は再開できません。また、完了した実験を再実行することはできません。ただ
し、同じ実験テンプレートから新しい実験を開始することはできます。必要に応じて、新しい実験で再度
指定する前に、実験テンプレートを更新できます。

タスク
• 実験を開始する (p. 77)
• 実験を表示します。 (p. 77)
• 実験にタグを付けるには (p. 78)
• 実験を中止する (p. 79)

実験を開始する
実験は、実験テンプレートから開始します。詳細については、「テンプレートから実験を開始す
る (p. 69)」を参照してください。

を使用して、実験を 1 回限りのタスクまたは定期的なタスクとしてスケジュールできますAmazon 
EventBridge。詳細については、「チュートリアル:繰り返し実験をスケジュールする (p. 22)」を参照して
ください。

次のいずれかの機能を使用して、実験をモニタリングできます。

• AWS FIS コンソールで実験を表示する 詳細については、「実験を表示します。 (p. 77)」を参照して
ください。

• 実験でターゲットリソースの Amazon CloudWatch メトリクスを表示するか、AWS FIS使用状況メトリ
クスを表示します。詳細については、「モニタの使用 CloudWatch (p. 80)」を参照してください。

• テストログを有効にすると、テストの実行中にテストに関する詳細情報を取得できます。詳細について
は、実験の記録 (p. 83)を参照してください。

実験を表示します。
実行中の実験の進行状況を表示したり、完了、停止、または失敗した実験を表示できます。

テストを停止、完了、失敗したテストは 120 日後にアカウントから自動的に削除されます。
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コンソールを使用して実験を表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/fis で AWS FIS コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで [実験] を選択します。
3. 実験の実験IDを選択して、その詳細ページを開きます。
4. 次の 1 つ以上の操作を行います。

• 実験の状況については、「詳細」、「州 (p. 78)」を確認してください。
• 実験アクションの詳細については、「アクション」タブを選択してください。
• 「ターゲット」タブを選択すると、実験ターゲットの情報が表示されます。
• 「タイムライン」タブを選択すると、開始時間と終了時間に基づいてアクションが視覚的に表示さ

れます。

CLI を使用して実験を表示するには

list-experiments コマンドを使用して実験を一覧表示します。そして、実験のリストを取得し、get-
experiment コマンドを使用して、特定の実験に関する情報を取得します。

実験状態
実験は、次に示す状態のいずれかになります。

• 保留中 — 実験は保留中です。
• 開始 — 実験は開始準備中です。
• 実行中 — 実験は実行中です。
• 完了 — 実験のすべてのアクションが正常に完了しました。
• 停止中 — 停止条件がトリガーされたか、実験が手動で停止しました。
• 停止 — 実験で実行中または保留中のアクションはすべて停止します。
• 失敗 — パーミッションの不足や構文が正しくないなどのエラーにより、実験が失敗しました。

アクションの状態
アクションは、次に示す状態のいずれかになります。

• 保留中 — 実験が開始されていないか、アクションが実験で後で開始されるため、アクションは保留中で
す。

• 開始中 — アクションが開始する準備中です。
• 実行しています — アクションが実行中です。
• 完了 - アクションは正常に完了しました。
• キャンセルされました — アクションが始まる前に実験が停止しました。
• 停止中 — アクションは停止しています。
• 停止 — 実験で実行中または保留中のアクションはすべて停止します。
• 失敗 — 権限の不足や構文が正しくないなど、クライアントエラーが原因でアクションが失敗しました。

実験にタグを付けるには
実験を整理しやすくするために、実験にタグを適用できます。また、実験へのアクセスを制御するため
にタグベースの IAM ポリシー (p. 100)を実装することもできます。
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コンソールを使用して実験にタグを付けるには

1. https://console.aws.amazon.com/fis で AWS FIS コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで [実験] を選択します。
3. 実験を選択し、[アクション]、[タグの管理] を選択します。
4. タグを追加するには、新しいタグを追加を選択し、キーと値を指定します。

タグを削除するには、タグの [Remove] を選択します。
5. [Save] (保存) を選択します。

CLI を使用して実験にタグを付けるには

[tag-resource] コマンドを使用します。

実験を中止する
実行中のチャネルはいつでも停止できます。実験を停止すると、あるアクションに対して完了していない
ポストアクションは、実験が停止する前に完了します。停止した実験を再開することはできません。

コンソールを使用して実験を中止するには

1. https://console.aws.amazon.com/fis で AWS FIS コンソール を開きます。
2. ナビゲーションペインで [実験] を選択します。
3. 実験を選択し、実験を中止するを選択します。
4. 確認のダイアログボックスで [実験の停止] を選択します。

CLI を使用して実験を停止するには

stop-experimentコマンドを使用します。
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AWS FIS のモニタリング
次のツールを使用して、AWS Fault Injection Simulator (AWS FIS) 実験の進行状況および影響をモニタリン
グできます。

AWS FIS コンソールと AWS CLI

AWSFIS コンソールまたはを使用して、AWS CLI実行中の実験の進行状況をモニタリングします。
実験の各アクションのステータスと、各アクションの結果を表示できます。詳細については、「the 
section called “実験を表示します。” (p. 77)」を参照してください。

CloudWatch 使用状況メトリクスおよびアラーム

CloudWatch 使用状況メトリクスを使用して、アカウントのリソースの使用状況を把握できます。 
AWSFIS 使用状況メトリクスは、AWS のサービスクォータに対応しています。使用量がサービス
クォータに近づいたときに警告するアラームを設定することもできます。詳細については、「モニタ
の使用 CloudWatch (p. 80)」を参照してください。

AWS CloudWatch 定義が範囲外になるアラームを作成して FIS 実験の停止条件を作成することもで
きます。アラームがトリガーされると、実験は停止します。詳細については、「停止条件 (p. 58)」を
参照してください。 CloudWatch アラーム作成の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガ
イドの「 CloudWatch CloudWatch 静的しきい値に基づくアラームの作成」と「異常検出に基づくア
ラームの作成」を参照してください。

AWSFIS 実験ロギング

テストログを有効にすると、テストの実行中にテストに関する詳細情報を取得できます。詳細につい
ては、実験の記録 (p. 83)を参照してください。

状態変更イベントを実験する

Amazon EventBridge では、システムイベントやリソースの変更に自動的に対応できます。 AWSFIS 
は、実験の状態が変更されると、通知を発します。注目しているイベント用のルールを作成して、イ
ベントがルールに一致した場合に自動的に実行するアクションを指定できます。例えば、に Amazon 
SNS トピックの通知の送信や Lambda 関数の呼び出しなどが挙げられます。詳細については、「モニ
タの使用 EventBridge (p. 82)」を参照してください。

CloudTrail ログ

AWS CloudTrailを使用して、API に対して行われた呼び出しに関する詳細情報をキャプチャ
し、Amazon S3 でログファイルとして保存します。AWS CloudTrail また、実験を実行しているリ
ソースのサービス API への呼び出しもログに記録します。 CloudTrail これらのログを使用して、行わ
れた呼び出し、呼び出し元のソース IP アドレス、呼び出し元、呼び出し時間などを判断できます。

Amazon を使用してAWS FIS の使用状況メトリク
スをモニタリングする CloudWatch

Amazon CloudWatch CloudWatch を使用して、ターゲットに対するAWS FIS実験の影響をモニタリングで
きます。AWS FIS の使用状況もモニタリングできます。

実験状態の表示の詳細については、「実験を表示します。 (p. 77)」を参照してください。。
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AWS FIS 実験を監視する
AWSFIS 実験を計画する際は、実験のターゲットリソースタイプのベースラインまたは「定常状態」を識
別するために使用できる FIS実験を計画する際は、実験のターゲットリソースタイプのベースラインまた
は「定常状態」を識別するために使用できる CloudWatch メトリクスを特定します。実験を開始した後、 
CloudWatch実験テンプレートで選択したターゲットのメトリクスをモニタリングできます。

AWSFIS CloudWatch でサポートされているターゲットリソースタイプで使用できるターゲットリソース
タイプで使用できるメトリクスに関する詳細については、、、、以下を参照してください。

• を使用してインスタンスを監視する CloudWatch
• Amazon ECS CloudWatch メトリックス
• を使用して Amazon RDS メトリックスをモニタリングする CloudWatch
• Run Command メトリクスのモニタリング CloudWatch

AWS FIS 使用状況メトリクス
CloudWatch 使用状況メトリクスを使用して、アカウントのリソースの使用状況を把握できます。これら
のメトリクスを使用して、 CloudWatch グラフやダッシュボードで現在のサービスの使用状況を可視化で
きます。

AWS FIS 使用状況メトリクスは、AWS のサービスクォータに対応しています。使用量がサービスクォー
タに近づいたときに警告するアラームを設定することもできます。 CloudWatch アラームの詳細について
は、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してください。

AWS FIS は、AWS 使用状況 名前空間に以下のメトリクスを公開します。

メトリクス 説明

ResourceCount アカウントで実行されている指定されたリソース
の合計数。リソースは、メトリクスに関連付けら
れたディメンションによって定義されます。

以下のディメンションは、AWS FIS によって発行される使用状況メトリクスを絞り込むために使用されま
す。

ディメンション 説明

Service リソースを含む AWS のサービスの名前。AWS 
FIS 使用状況メトリクスの場合、このディメンショ
ンの値は FIS です。

Type 報告されるエンティティタイプ。現在、AWS FIS 
使用状況メトリクスの有効な値は Resource のみ
です。

Resource 実行中のリソースタイプ。実験テンプレートの
場合、指定できる値は ExperimentTemplates
で、アクティブな実験には ActiveExperiments
を指定します。

Class このディメンションは、将来の利用のために予約
されています。
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AWSアマゾンを使ってFIS実験をモニタリングしよ
う EventBridge

実験の状態が変更されると、AWS FIS は通知を発します。これらの通知は、Amazon を通じてイベント 
EventBridge (旧称「 CloudWatch イベント」) として提供されます。 AWSFIS は、ベストエフォートベー
スでこれらのイベントを発行します。イベントは、 EventBridge ほぼリアルタイムにに提供されます。

では EventBridge、イベントに応答してプログラムによるアクションをトリガーするルールを作成できま
す。例えば、SNS トピックを呼び出して E メール通知を送信したり、Lambda アクションを呼び出して何
らかのアクションを実行したりするルールを設定できます。

詳細については EventBridge、Amazon EventBridge  EventBridge ユーザーガイドの「Amazon を使い始め
る」を参照してください。

実験状態変更イベントの構文は次のとおりです。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "12345678-1234-1234-1234-123456789012", 
    "detail-type": "FIS Experiment State Change", 
    "source": "aws.fis", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
    "region": "region", 
    "resources": [ 
        "arn:aws:fis:region:account_id:experiment/experiment-id" 
    ], 
    "detail": {  
        "experiment-id": "EXPaBCD1efg2HIJkL3",  
        "new-state": {  
            "status": "new_value",  
            "reason": "reason_string" 
        }, 
        "old-state": {  
           "status": "old_value",  
           "reason": "reason_string" 
        } 
    }  
}

experiment-id

状態が変更された実験の ID。
new_value

実験の新しい様子。指定できる値は以下のとおりです。
• completed
• failed
• initiating
• running
• stopped
• stopping

old_value

実験の以前の状態。指定できる値は以下のとおりです。
• initiating
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• pending
• running
• stopping

AWSFIS の実験ロギング
テストログを使用して、実行中のテストに関する詳細情報を取得できます。

実験の料金は、各ログの費用に基づいて請求されます。詳細については、「Amazon CloudWatch 料金
表」(「有料利用枠」、「ログ」、「ベンダーログ」) および「Amazon S3 料金表」を参照してください。

許可
設定した各ログ宛先にログを送信するには、AWS FIS 権限を付与する必要があります。詳細については、
「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」の以下を参照してください。

• CloudWatch ログに送信されたログ
• Amazon S3 に送信されたログ

ログスキーマ
実験ロギングで使用されるスキーマは次のとおりです。サポートされているスキーマのバージョンは 1 で
す。details各レコードに含まれるフィールドは、の値によって異なりますlog_type。詳細について
は、「the section called “ログの例” (p. 84)」を参照してください。

{ 
    "id": "EXP123abc456def789", 
    "log_type": "experiment-start | target-resolution-start | target-resolution-end | 
 action-start | action-end | experiment-end", 
    "event_timestamp": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
    "version": "1", 
    "details": { 
        "action_end_time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
        "action_id": "String", 
        "action_name": "String", 
        "action_start_time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
        "action_state": { 
            "status": "pending | initiating | running | completed | cancelled | stopping | 
 stopped | failed", 
            "reason": "String" 
        }, 
        "action_targets": "String to string map", 
        "error_information": "String", 
        "experiment_end_time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
        "experiment_state": { 
            "status": "pending | initiating | running | completed | stopping | stopped | 
 failed", 
            "reason": "String" 
        }, 
        "experiment_start_time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
        "experiment_template_id": "String", 
        "page": Number, 
        "parameters": "String to string map", 
        "resolved_targets": ["List of ResourceARN"], 
        "target_name": "String", 
        "target_resolution_end_time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
        "target_resolution_start_time": "yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ", 
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        "total_pages": Number
    }
}

ログの宛先
AWSFIS は次の宛先へのログ配信をサポートしています。

• Amazon S3 バケット
• Amazon CloudWatch ログロググループ

S3 のログ配信

ログは、次の場所に配信されます。

bucket-and-optional-prefix/AWSLogs/account-id/fis/region/experiment-id/YYYY/MM/DD/account-
id_awsfislogs_region_experiment-id_YYYYMMDDHHMMZ_hash.log

ログがバケットに配信されるまで、数分かかることがあります。

CloudWatch ログの配信

ログは /aws/fis/ experiment-id という名前のログストリームに配信されます。

ログは 1 分以内にロググループに配信されます。

ログの例
以下は、ランダムに選択された EC2aws:ec2:reboot-instances インスタンスでアクションを実行する実験
のログレコードの例です。

レコード

• 実験開始 (p. 84)
• target-resolution-start (p. 85)
• target-resolution-end (p. 85)
• アクションスタート (p. 85)
• アクションエンド (p. 85)
• 実験終了 (p. 86)

実験開始

experiment-startイベントのレコードの例を次に示します。

{ 
    "id": "EXPhjAXCGY78HV2a4A", 
    "log_type": "experiment-start", 
    "event_timestamp": "2022-02-14T18:50:45Z", 
    "version": "1", 
    "details": { 
        "experiment_template_id": "EXTCDh1M8HHkhxoaQ", 
        "experiment_start_time": "2022-02-14T18:50:43Z" 
    }
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}

target-resolution-start

target-resolution-startイベントのレコードの例を次に示します。

{ 
    "id": "EXPhjAXCGY78HV2a4A", 
    "log_type": "target-resolution-start", 
    "event_timestamp": "2022-02-14T18:50:45Z", 
    "version": "1", 
    "details": { 
        "target_resolution_start_time": "2022-02-14T18:50:45Z", 
        "target_name": "EC2InstancesToReboot" 
    }
}

target-resolution-end

target-resolution-endイベントのレコードの例を次に示します。ターゲットの解決に失敗した場
合、error_informationレコードにはフィールドも含まれます。が 1total_pages より大きい場
合、解決されたターゲットの数が 1 つのレコードのサイズ制限を超えています。target-resolution-
end残りの解決済みターゲットを含む追加レコードがあります。

{ 
    "id": "EXPhjAXCGY78HV2a4A", 
    "log_type": "target-resolution-end", 
    "event_timestamp": "2022-02-14T18:50:45Z", 
    "version": "1", 
    "details": { 
        "target_resolution_end_time": "2022-02-14T18:50:45Z", 
        "target_name": "EC2InstanceToReboot", 
        "resolved_targets": ["arn:aws:ec2:us-east-1:123456789012:instance/
i-0f7ee2abffc330de5"], 
        "page": 1, 
        "total_pages": 1 
    }
}

アクションスタート

action-startイベントのレコードの例を次に示します。実験テンプレートでアクションのパラメーター
が指定されている場合、parametersレコードにはフィールドも含まれます。

{ 
    "id": "EXPhjAXCGY78HV2a4A", 
    "log_type": "action-start", 
    "event_timestamp": "2022-02-14T18:50:56Z", 
    "version": "1", 
    "details": { 
        "action_name": "Reboot", 
        "action_id": "aws:ec2:reboot-instances", 
        "action_start_time": "2022-02-14T18:50:56Z", 
        "action_targets": {"Instances":"EC2InstancesToReboot"} 
    }
}

アクションエンド
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action-endイベントのレコードの例を次に示します。

{ 
    "id": "EXPhjAXCGY78HV2a4A", 
    "log_type": "action-end", 
    "event_timestamp": "2022-02-14T18:50:56Z", 
    "version": "1", 
    "details": { 
        "action_name": "Reboot", 
        "action_id": "aws:ec2:reboot-instances", 
        "action_end_time": "2022-02-14T18:50:56Z", 
        "action_state": { 
            "status": "completed", 
            "reason": "Action was completed." 
        } 
    }
}

実験終了

experiment-endイベントのレコードの例を次に示します。

{ 
    "id": "EXPhjAXCGY78HV2a4A", 
    "log_type": "experiment-end", 
    "event_timestamp": "2022-02-14T18:50:57Z", 
    "version": "1", 
    "details": { 
        "experiment_end_time": "2022-02-14T18:50:57Z", 
        "experiment_state": { 
            "status": "completed", 
            "reason": "Experiment completed" 
        } 
    }
}

実験の有効化
実験の無効化はデフォルトで無効となっています。実験の実験受け取るには、実験を有効にした実験テン
プレートから実験を作成する必要があります。以前にロギングに使用されたことのない宛先を使用する
ように設定されたテストを初めて実行すると、この宛先へのログ配信を設定するためにテストが遅延しま
す。これには約 15 秒かかります。

コンソールを使用して実験を有効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/fis/AWS で FIS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Experiment templates] (実験テンプレート) を選択します。
3. 実験テンプレートを選択し、アクション,実験テンプレートを更新するを選択します。
4. 「Logs」では、宛先オプションを設定します。S3 バケットにログを送信するには、[Amazon S3 バ

ケットに送信] を選択し、バケット名とプレフィックスを入力します。ログをログに送信するには 
CloudWatch 、[Send to CloudWatch Logs] を選択し、ロググループを入力します。

5. [テストテンプレートの更新] を選択します。

を使用して実験ロギングを有効にするにはAWS CLI

update-experiment-templateコマンドを使用して、ログ設定を指定します。
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実験の無効化
テストのログを受け取りたくない場合は、テストのログを無効にできます。

コンソールを使用して実験の無効化を無効にするには

1. https://console.aws.amazon.com/fis/AWS で FIS コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで、[Experiment templates] (実験テンプレート) を選択します。
3. 実験テンプレートを選択し、アクション,実験テンプレートを更新するを選択します。
4. [ログ] については、[Amazon S3 バケットに送信] と [ CloudWatch ログに送信] をオフにします。
5. [テストテンプレートの更新] を選択します。

を使用して実験の無効化を無効にするにはAWS CLI

update-experiment-templateコマンドを使用して、空のログ設定を指定します。

AWS CloudTrail での API コールのログ記録
AWS Fault Injection Simulator(AWS FIS) はAWS CloudTrail、ユーザー、ロール、AWSまたはサービス
が行ったアクションの記録を提供するサービスと統合されていますAWS FIS。 CloudTrail のすべての 
APIAWS FIS コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しには、AWS FIS コン
ソールの呼び出しと、AWS FIS API オペレーションへのコード呼び出しが含まれます。証を作成すると、 
CloudTrail のイベントなど、Amazon S3 バケットへの継続的な配信を有効にすることができますAWS 
FIS。証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、リクエストの作成元の IP アドレスAWS FIS、リ
クエストの実行者、リクエストの実行日時などの詳細を調べて、に対してどのようなリクエストが行われ
たかを判断できます。

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。

使用 CloudTrail
CloudTrail AWS アカウントアカウントを作成すると、で有効になります。でアクティビティが発生すると
AWS FIS、そのアクティビティは [ CloudTrail イベント履歴]AWS の他ののサービスのイベントと共にイベ
ントに記録されます。最近のイベントは、AWS アカウント で表示、検索、ダウンロードできます。詳細
については、「イベント履歴でのイベントの表示」」」」」」」」」」」」」」」 CloudTrail

AWS FIS に関するイベントを含めた AWS アカウント内でのイベントの継続的な記録については、証跡
を作成します。証により、 CloudTrail ログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォル
トでは、コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡
は、AWSパーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バ
ケットにログファイルを配信します。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータ
に基づいた行動のためにその他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。

• AWS アカウントの証跡を作成します
• 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  CloudTrail 複数のリージョンから受け取るおよび複数のアカウントからのログファイルを複

数のリージョンから受け取るおよび複数のアカウントからのログファイルを受け取る

AWS FIS CloudTrail すべてのアクションはログに記録され、AWS Fault Injection SimulatorAPI リファレン
スに記載されています。ターゲットリソースで実行される実験アクションについては、リソースを所有す
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るサービスの API リファレンスドキュメントを参照してください。例えば、Amazon EC2 インスタンスで
実行されるアクションについては、「Amazon EC2 API リファレンス」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。

AWS FIS ログファイルエントリについて理解する
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含まれています。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。

CloudTrail AWS FISStopExperimentアクションの呼び出しのログエントリの例を以下に示します。

{ 
  "eventVersion": "1.08", 
  "userIdentity": { 
    "type": "AssumedRole", 
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE:jdoe", 
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/example/jdoe", 
    "accountId": "111122223333", 
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
    "sessionContext": { 
      "sessionIssuer": { 
        "type": "Role", 
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/example", 
        "accountId": "111122223333", 
        "userName": "example" 
      }, 
      "webIdFederationData": {}, 
      "attributes": { 
        "creationDate": "2020-12-03T09:40:42Z", 
        "mfaAuthenticated": "false" 
      } 
    } 
  }, 
  "eventTime": "2020-12-03T09:44:20Z", 
  "eventSource": "fis.amazonaws.com", 
  "eventName": "StopExperiment", 
  "awsRegion": "us-east-1", 
  "sourceIPAddress": "192.51.100.25", 
  "userAgent": "Boto3/1.22.9 Python/3.8.13 Linux/5.4.186-113.361.amzn2int.x86_64 
 Botocore/1.25.9", 
  "requestParameters": { 
    "clientToken": "1234abc5-6def-789g-012h-ijklm34no56p", 
    "experimentTemplateId": "ABCDE1fgHIJkLmNop", 
    "tags": {} 
  }, 
  "responseElements": { 
    "experiment": { 
      "actions": { 
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        "exampleAction1": { 
          "actionId": "aws:ec2:stop-instances", 
          "duration": "PT10M", 
          "state": { 
            "reason": "Initial state", 
            "status": "pending" 
          }, 
          "targets": { 
            "Instances": "exampleTag1" 
          } 
        }, 
        "exampleAction2": { 
          "actionId": "aws:ec2:stop-instances", 
          "duration": "PT10M", 
          "state": { 
            "reason": "Initial state", 
            "status": "pending" 
          }, 
          "targets": { 
            "Instances": "exampleTag2" 
          } 
        } 
      }, 
      "creationTime": 1605788649.95, 
      "endTime": 1606988660.846, 
      "experimentTemplateId": "ABCDE1fgHIJkLmNop", 
      "id": "ABCDE1fgHIJkLmNop", 
      "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AllowFISActions", 
      "startTime": 1605788650.109, 
      "state": { 
        "reason": "Experiment stopped", 
        "status": "stopping" 
      }, 
      "stopConditions": [ 
        { 
          "source": "aws:cloudwatch:alarm", 
          "value": "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:111122223333:alarm:example" 
        } 
      ], 
      "tags": {}, 
      "targets": { 
        "ExampleTag1": { 
          "resourceTags": { 
            "Example": "tag1" 
          }, 
          "resourceType": "aws:ec2:instance", 
          "selectionMode": "RANDOM(1)" 
        }, 
        "ExampleTag2": { 
          "resourceTags": { 
            "Example": "tag2" 
          }, 
          "resourceType": "aws:ec2:instance", 
          "selectionMode": "RANDOM(1)" 
        } 
      } 
    } 
  }, 
  "requestID": "1abcd23e-f4gh-567j-klm8-9np01q234r56", 
  "eventID": "1234a56b-c78d-9e0f-g1h2-34jk56m7n890", 
  "readOnly": false, 
  "eventType": "AwsApiCall", 
  "managementEvent": true, 
  "recipientAccountId": "111122223333", 
  "eventCategory": "Management"
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}

以下は、AWS FISアクションを含む実験の一部として呼び出された API CloudTrail アクションのログ
エントリの例です。aws:ssm:send-commandAWS FISuserIdentityこの要素には、ロールを引き
受けて取得した一時的な認証情報を使用して行われたリクエストが反映されます。引き受けたロールの
名前がに表示されますuserName。実験の ID である exp21nt17wmza6DNugz は、引き受けたロールの 
ARNprincipalId に含まれており、その一部として表示されます。

{ 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AROATZZZ4JPIXUEXAMPLE:EXP21nT17WMzA6dnUgz", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/AllowActions/EXP21nT17WMzA6dnUgz", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AROATZZZ4JPIXUEXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/AllowActions", 
                "accountId": "111122223333", 
                "userName": "AllowActions" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "creationDate": "2022-05-30T13:23:19Z", 
                "mfaAuthenticated": "false" 
            } 
        }, 
        "invokedBy": "fis.amazonaws.com" 
    }, 
    "eventTime": "2022-05-30T13:23:19Z", 
    "eventSource": "ssm.amazonaws.com", 
    "eventName": "ListCommands", 
    "awsRegion": "us-east-2", 
    "sourceIPAddress": "fis.amazonaws.com", 
    "userAgent": "fis.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "commandId": "51dab97f-489b-41a8-a8a9-c9854955dc65" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "23709ced-c19e-471a-9d95-cf1a06b50ee6", 
    "eventID": "145fe5a6-e9d5-45cc-be25-b7923b950c83", 
    "readOnly": true, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "recipientAccountId": "111122223333", 
    "eventCategory": "Management"
}
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AWS Fault Injection Simulator でのセ
キュリティ

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

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

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。AWS Fault Injection Simulator に適用するコンプライアンスプログラムの詳細
については、コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービスをご参照ください。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、お客様は、データの機密性、お客様の会社の要件、および適用される法律および規制など、その他
の要因についても責任を負います。

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

内容
• AWS Fault Injection Simulator でのデータ保護 (p. 91)
• AWSフォールト・インジェクション・シミュレータのIDおよびアクセス管理 (p. 92)
• AWS Fault Injection Simulator でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 111)
• インターフェイス VPCAWS FIS エンドポイントを使用してアクセスする (AWS PrivateLink) (p. 111)

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

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。
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• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 が必要です。TLS 1.3 をお勧めします。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

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

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

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

お客様の E メールアドレスなどの極秘または機密情報は、タグ、または名前フィールドなどの自由形式の
テキストフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、AWS CLI、また
は AWS SDK で AWS FIS または他の AWS のサービス を使用する場合も同様です。タグ、または名前に
使用される自由形式のテキストフィールドに入力されるデータは、請求または診断ログに使用される場合
があります。外部サーバーへの URL を提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認
証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。

保管中の暗号化
AWS FIS は、保管中のデータを常に暗号化します。AWS FIS のデータは、透過的なサーバー側の暗号化
を使用して保存時に暗号化されます。これは、機密データの保護における負担と複雑な作業を減らすのに
役立ちます。保管時に暗号化することで、セキュリティを重視したアプリケーションを構築して、暗号化
のコンプライアンスと規制の要件を満たすことができます。

転送中の暗号化
AWS FIS は、サービスと他の統合された AWS のサービス間で転送中のデータを暗号化します。AWS FIS 
と統合サービス間を通過するすべてのデータは、Transport layer Security (TLS) を使用して暗号化されて
います。他の統合された AWS サービスの詳細については、「AWS FIS アクションおよびサポートされる 
AWS サービス (p. 2)」を参照してください。

AWSフォールト・インジェクション・シミュレー
タのIDおよびアクセス管理

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

内容
• 対象者 (p. 93)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 93)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 95)
• AWSフォールト・インジェクション・シミュレータとIAMの仕組み (p. 97)
• AWSFault Injection Simulator ポリシー (p. 102)
• AWS Fault Injection Simulator のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 107)
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• AWS Fault Injection Simulator の AWS マネージドポリシー (p. 109)

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

サービスユーザー —AWS FIS サービスを使用してジョブを実行する場合は、必要なアクセス許可と認証
情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くのAWS FIS 機能を使用するとき、追加のア
クセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、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。

サービス管理者 — 社内のAWS FIS リソースを担当している場合は、おそらくAWS FIS へのフルアクセス
があります。サービスのユーザーがどのAWS FIS 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。

IAM 管理者 — 管理者は、AWS FIS 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。

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

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。AWS ツール
を使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要があります。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」の「署名バージョン 4 の署名プロセス」を参
照してください。

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

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。この ID は AWS アカウント
ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した E メールアドレスとパスワードでサインインする
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 
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Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

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

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

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

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

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
付けられますが、ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

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

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
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
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ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

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

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

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

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、サービス認証リ
ファレンスの「AWS Fault Injection Simulator 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
できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロールを EC2 
インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、インスタンス
にアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルにはロールが含
まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することができます。詳細
については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるアプリケーションに 
IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

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

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

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

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

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

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

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

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

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

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

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

• 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
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ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

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

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

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

AWSフォールト・インジェクション・シミュレータと
IAMの仕組み
IAM を使用して FIS へのアクセスを管理する前にAWS、FISAWS で利用できる IAM の機能について学び
ます。

AWSフォールトインジェクションシミュレーターで使用できる IAM 機能

IAM 機能 AWSFIS サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 98) はい

リソースベースのポリシー (p. 98) いいえ

ポリシーアクション (p. 98) はい

ポリシーリソース (p. 99) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 100) はい

ACL (p. 100) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 100) はい

一時的な認証情報 (p. 101) はい

プリンシパル許可 (p. 101) はい

サービスロール (p. 101) はい

サービスにリンクされたロール (p. 102) はい
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AWSFIS 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。

AWSFIS 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。

AWSFIS のアイデンティティベースのポリシー例
AWSFIS 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AWSFault Injection 
Simulator ポリシー (p. 102)。

AWSFIS 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

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

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

AWSFISの政策措置

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。
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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。

AWSFIS 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「AWSフォールトインジェク
ションシミュレータで定義されているアクション」を参照してください。

AWSFIS 向けのポリシーアクションは、アクションの前にプレフィックスを使用します。

fis

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": [ 
    "fis:action1", 
    "fis:action2"
]

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。たとえば、List という
単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

"Action": "fis:List*"

AWSFISの政策資源

ポリシーリソースに対するサポート はい

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

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

複数のリソースをサポートするAWS FIS API アクションもあります。複数のリソースを単一のステートメ
ントで指定するには、ARN をカンマで区切ります。

"Resource": [ 
    "resource1", 
    "resource2"
]
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FIS リソースのタイプとその ARN のリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の
「AWSAWSFault Injection Simulator で定義されるリソース」を参照してください。どのアクションで各リ
ソースの ARN を指定できるかについては、「AWSFault Injection Simulator で定義されるアクション」を
参照してください。

AWSFIS 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。

FIS の条件キーのリストを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「AWSAWSFault Injection 
Simulator の条件キー」を参照してください。どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できるかに
ついては、「AWSFault Injection Simulator で定義されるアクション」を参照してください。

AWSFIS 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AWSFault Injection 
Simulator ポリシー (p. 102)。

AWSFIS の 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。

AWSFIS での ABAC

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
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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。

リソースのタグに基づいてリソースへのアクセスを制限するため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例 : タグを使用してリソースの使用量を制御する (p. 105)。

AWSFIS でのテンポラリ認証情報の使用

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。

AWSFIS のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

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

AWSFIS のサービスロール

サービスロールに対するサポート はい
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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。

AWSFIS のサービスにリンクされたロール

サービスにリンクされたロールのサポート 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
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。

AWSFIS サービスにリンクされたロールの作成または管理の詳細については、「」を参照してくださ
いAWS Fault Injection Simulator のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 107)。

AWSFault Injection Simulator ポリシー
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには、AWS FIS 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、FIS 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、「サービス認可リファレンス」の「AWSAWSFault Injection Simulator 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。

内容
• ポリシーのベストプラクティス (p. 102)
• 例:AWSFIS コンソールを使用する場合 (p. 103)
• 例:利用可能なAWS FIS アクションのリスト (p. 104)
• 例 : 特定のアクションの実験テンプレートを作成する (p. 104)
• 例 : 実験を開始する (p. 105)
• 例 : タグを使用してリソースの使用量を制御する (p. 105)
• 例 : 特定のタグを持つ実験テンプレートを削除する (p. 106)
• 例 : ユーザーにそれぞれのアクセス権限の表示を許可する (p. 106)

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

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

例:AWSFIS コンソールを使用する場合
AWSFault Injection Simulator コンソールにアクセスするには、最小限のアクセス許可が必要になります。
これらのアクセス許可により、のAWS FIS 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。

AWS次のポリシーは、FIS コンソールで FIS リソースを一覧表示するアクセス許可を付与しますが、リ
ソースを作成、更新、削除することはできません。AWSまた、すべてのAWS FIS アクションが使用して
いる利用可能なリソースを表示するアクセス許可も付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "FISReadOnlyActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fis:List*", 
                "fis:Get*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "AdditionalReadOnlyActions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:Describe*", 
                "ssm:Get*", 
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                "ssm:List*", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "rds:DescribeDBClusters", 
                "ecs:DescribeClusters", 
                "ecs:ListContainerInstances", 
                "eks:DescribeNodegroup", 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "iam:ListRoles" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "PermissionsToCreateServiceLinkedRole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": "fis.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

例:利用可能なAWS FIS アクションのリスト
次のポリシーでは、利用可能なAWS FIS アクションを一覧表示するアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fis:ListActions" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fis:*:*:action/*" 
        } 
    ]
}

例 : 特定のアクションの実験テンプレートを作成する
次のポリシーでは、aws:ec2:stop-instancesアクションの実験テンプレートを作成するアクセス許可
を付与します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "PolicyExample", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
          "fis:CreateExperimentTemplate" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:fis:*:*:action/aws:ec2:stop-instances", 
        "arn:aws:fis:*:*:experiment-template/*" 
      ] 
    }, 
    { 
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      "Sid": "PolicyPassRoleExample", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
          "iam:PassRole" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:iam::account-id:role/role-name" 
      ] 
    } 
  ]
}

例 : 実験を開始する
次のポリシーでは、指定した IAM ロールと実験テンプレートを使用して実験を開始するアクセス許可を
付与します。また、AWS FIS がユーザーの代わりにサービスにリンクされたロールを作成するのを FIS 
に許可します。詳細については、「AWS Fault Injection Simulator のサービスにリンクされたロールの使
用 (p. 107)」を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "PolicyExample", 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
          "fis:StartExperiment" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:fis:*:*:experiment-template/experiment-template-id", 
        "arn:aws:fis:*:*:experiment/*" 
      ] 
    }, 
    { 
        "Sid": "PolicyExampleforServiceLinkedRole", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
        "Resource": "*", 
        "Condition": { 
            "StringEquals": { 
                "iam:AWSServiceName": "fis.amazonaws.com" 
            } 
        } 
    } 
  ]
}

例 : タグを使用してリソースの使用量を制御する
次のポリシーでは、Purpose=Testタグ付きの実験テンプレートから実験を実行するアクセス許可を付与
します。実験テンプレートを作成または変更するアクセス許可は付与せず、指定したタグを持たないテン
プレートを使用して実験を実行することはできません。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "fis:StartExperiment", 
            "Resource": "arn:aws:fis:*:*:experiment-template/*", 
            "Condition": { 
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                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Purpose": "Test" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

例 : 特定のタグを持つ実験テンプレートを削除する
次のポリシーでは、Purpose=Testタグ付きの実験テンプレートを削除するアクセス許可を付与します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fis:DeleteExperimentTemplate" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Purpose": "Test" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

例 : ユーザーにそれぞれのアクセス権限の表示を許可する
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", 
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                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS Fault Injection Simulator のサービスにリンクさ
れたロールの使用
AWS Fault Injection Simulator 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、 に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロー
ルですAWS FIS サービスにリンクされたロールは、AWS FIS による事前定義済みのロールであり、ユー
ザーに代わってサービスから AWS の他のサービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可を備え
ています。

サービスにリンクされたロールを使用すると、モニタリングを管理やリソースの選択に必要なアクセス許
可を手動で追加する必要がなくなるため、AWS FIS の設定が簡単になります。AWS FIS は、このサービ
スにリンクされたロールのアクセス許可を定義します。特に定義されている場合を除き、AWS FIS のみ
がそのロールを引き受けることができます。定義した許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれま
す。この許可ポリシーを他のIAM エンティティにアタッチすることはできません。

サービスにリンクされたロールに加えて、実験テンプレートでターゲットとして指定したリソースを変更
するアクセス権限を付与する IAM ロールも指定する必要があります。詳細については、「AWS FIS実験の 
IAM ロール (p. 59)」を参照してください。

サービスリンクロールは、関連する リソースを削除した後でしか削除できません。これにより、リソース
への意図しないアクセスによる許可の削除が防止され、AWS FIS リソースは保護されます。

AWS FIS のサービスにリンクされたロールの許可
AWS FISでは、AWSServiceRoleForFIS指定されたサービスにリンクされたロールを使用します。これに
より、実験のモニタリングとリソース選択を管理できます。

AWSServiceRoleForFIS サービスにリンクされたロールは、ロールの引き受けについて以下のサービスを
信頼します。

• fis.amazonaws.com

AWSServiceRoleForFISサービスにリンクされたロールは、管理ポリシー AmazonFIS を使用します
ServiceRolePolicy。AWS FISこのポリシーにより、実験の監視とリソース選択を管理できます。詳細につ
いては、『AWS管理ポリシーリファレンス』ServiceRolePolicyの「AmazonFIS」を参照してください。

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロールな
ど) に許可するには、許可を設定する必要があります。AWSServiceRoleForFIS サービスにリンクされた
ロールを適切に作成するには、 AWS FIS を使用する IAM アイデンティティに、必要な許可が付与されて
いる必要があります。必要な許可を付与するには、次のポリシーを IAM アイデンティティにアタッチしま
す。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
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                "StringLike": { 
                    "iam:AWSServiceName": "fis.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

詳細については、IAM ユーザーガイド の「サービスにリンクされたロールのアクセス許可」を参照してく
ださい。

AWS FIS サービスにリンクされたロールを作成する
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 で AWS 
FIS 実験を開始すると、AWS CLI、または AWS API、AWS FIS は、サービスにリンクされたロールを作
成します。

このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウ
ントにロールを再作成できます。AWS FIS 実験を開始すると、AWS FIS により、サービスにリンクされ
たロールが再度作成されます。

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

AWS FIS のサービスにリンクされたロールを削除する
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、サービスにリンクされたロールのリソースをク
リーンアップする必要があります。

Note

リソースをクリーンアップする際に、AWS FIS サービスでロールが使用されている場合、クリー
ンアップは失敗することがあります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してくださ
い。

AWSServiceRoleForFIS によって AWS FIS リソースをクリーンアップするには

どの実験も現在実行されていないことを確認してください。必要に応じて、実験を中止してください。詳
細については、「実験を中止する (p. 79)」を参照してください。

IAM を使用してサービスにリンクされた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、AWSServiceRoleForFIS 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「サービスにリンクされたロールの削除」を参
照してください。

AWS FIS のサービスにリンクされたロールをサポートするリー
ジョン
AWS FIS では、このサービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロールの使用
をサポートしています。詳細については、「AWS Fault Injection Simulator エンドポイントとクォータ」を
参照してください。
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AWS Fault Injection Simulator の AWS マネージドポ
リシー
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネー
ジドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージド
ポリシーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージ
ドポリシーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めてお
り、AWS アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、
すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上
げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリ
シーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しない
ため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリソースへの
読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追加され
た演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明につい
ては、IAM ユーザーガイドのジョブ機能の AWS 管理ポリシーを参照してください。

AWS管理ポリシー:アマゾンFISServiceRolePolicy
このポリシーは、という名前のサービスにリンクされたロールに付与され
て、AWSServiceRoleForFISAWS FIS実験のモニタリングとリソース選択を管理することを許可します。
詳細については、「AWS Fault Injection Simulator のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 107)」を
参照してください。

AWS管理ポリシー: AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access
このポリシーをテストロールで使用して、Amazon EC2AWS FISAWS FIS のアクションを使用するテスト
を実行する権限を付与します (p. 30)。詳細については、「the section called “実験ロール” (p. 59)」を参照
してください。

このポリシーの権限を確認するには、AWSFaultInjectionSimulatorEC2AccessAWS管理ポリシーリファレ
ンスのを参照してください。

AWS管理ポリシー: AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess
このポリシーをテストロールで使用して、Amazon ECSAWS FISAWS FIS のアクションを使用するテスト
を実行する権限を付与します (p. 32)。詳細については、「the section called “実験ロール” (p. 59)」を参照
してください。

このポリシーの権限を確認するには、AWSFaultInjectionSimulatorECSAccessAWS管理ポリシーリファレ
ンスのを参照してください。

AWS管理ポリシー: AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess
このポリシーをテストロールで使用して、Amazon EKSAWS FISAWS FIS のアクションを使用するテスト
を実行する権限を付与します (p. 33)。詳細については、「the section called “実験ロール” (p. 59)」を参照
してください。
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このポリシーの権限を確認するには、AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccessAWS管理ポリシーリファレ
ンスのを参照してください。

AWS管理ポリシー: AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess
このポリシーをテストロールで使用して、AWS FISAWS FISネットワークアクションを使用するテストを
実行する権限を付与します (p. 34)。詳細については、「the section called “実験ロール” (p. 59)」を参照し
てください。

このポリシーの権限を確認するには、AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccessAWS管理ポリシーリファ
レンスのを参照してください。

AWS管理ポリシー: AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess
このポリシーをテストロールで使用して、Amazon RDSAWS FISAWS FIS のアクションを使用するテスト
を実行する権限を付与します (p. 35)。詳細については、「the section called “実験ロール” (p. 59)」を参照
してください。

このポリシーの権限を確認するには、AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccessAWS管理ポリシーリファレ
ンスのを参照してください。

AWS管理ポリシー: AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess
このポリシーをテストロールで使用して、Systems ManagerAWS FISAWS FIS のアクションを使用するテ
ストを実行する権限を付与します (p. 36)。詳細については、「the section called “実験ロール” (p. 59)」を
参照してください。

このポリシーの権限を確認するには、AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccessAWS管理ポリシーリファレ
ンスのを参照してください。

AWS FIS マネージドポリシーの AWS 更新
このサービスがこれらの変更の追跡を開始してからの、AWS の AWS FIS マネージドポリシーの更新に関
する詳細を表示します。

変更 説明 日付

AWSFaultInjectionSimulatorEC2Access (p. 109)
- 新しいポリシー

Amazon EC2AWS FISAWS FIS のアク
ションを使用するテストの実行を許可す
るポリシーを追加しました。

2022 年 10 月 26 
日

AWSFaultInjectionSimulatorECSAccess (p. 109)
- 新しいポリシー

Amazon ECSAWS FISAWS FIS のアク
ションを使用するテストの実行を許可す
るポリシーを追加しました。

2022 年 10 月 26 
日

AWSFaultInjectionSimulatorEKSAccess (p. 109)
- 新しいポリシー

Amazon EKSAWS FISAWS FIS のアク
ションを使用するテストの実行を許可す
るポリシーを追加しました。

2022 年 10 月 26 
日

AWSFaultInjectionSimulatorNetworkAccess (p. 110)
- 新しいポリシー

AWS FISAWS FISネットワークアク
ションを使用するテストの実行を許可す
るポリシーを追加しました。

2022 年 10 月 26 
日

AWSFaultInjectionSimulatorRDSAccess (p. 110)
- 新しいポリシー

Amazon RDSAWS FISAWS FIS のアク
ションを使用するテストの実行を許可す
るポリシーを追加しました。

2022 年 10 月 26 
日
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変更 説明 日付

AWSFaultInjectionSimulatorSSMAccess (p. 110)
- 新しいポリシー

Systems ManagerAWS FISAWS FIS の
アクションを使用するテストの実行を許
可するポリシーを追加しました。

2022 年 10 月 26 
日

AmazonFISServiceRolePolicy (p. 109)-
既存のポリシーへの更新

AWS FISサブネットを記述できる権限が
追加されました。

2022 年 10 月 26 
日

AmazonFISServiceRolePolicy (p. 109)-
既存のポリシーへの更新

EKSAWS FIS クラスターを記述できる
権限を追加しました。

2022 年 7 月 7 日

AmazonFISServiceRolePolicy (p. 109)-
既存のポリシーへの更新

AWS FISクラスター内のタスクを一覧表
示して説明できる権限を追加しました。

2022 年 2 月 7 日

AmazonFISServiceRolePolicy (p. 109)-
既存のポリシーへの更新

events:ManagedByevents:DescribeRuleア
クションの条件を削除しました。

2022 年 1 月 6 日

AmazonFISServiceRolePolicy (p. 109)-
既存のポリシーへの更新

AWS FIS CloudWatch に停止条件で使用
されるアラームの履歴を取得することを
許可するアクセス許可を追加しました。

2021 年 6 月 30 日

AWS FIS は変更の追跡を開始しました AWS FIS が AWS 管理ポリシーの変更
の追跡を開始しました。

2021 年 3 月 1 日

AWS Fault Injection Simulator でのインフラストラ
クチャセキュリティ

マネージドサービスである AWS Fault Injection Simulator (AWS FIS) は、Amazon Web Services のセキュ
リティプロセスの概要ホワイトペーパーに記載されている AWS グローバルネットワークセキュリティの
手順で保護されています。

AWS の発行済み API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS FIS にアクセスします。クライアント
で Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降が推奨さ
れています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) 
などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要
があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時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。

インターフェイス VPCAWS FIS エンドポイントを
使用してアクセスする (AWS PrivateLink)

VPC と AWS Fault Injection Simulator とのプライベート接続を確立するには、インターフェース 
VPC エンドポイントを作成します。VPC 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 Connect、AWS Direct 接続のいずれも必要とせずにAWS FIS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ています。VPC のインスタンスは、パブリック IP 
アドレスがなくても AWS FIS API と通信できます。

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

詳細については、「AWS PrivateLink Guide (AWS PrivateLink ガイド)」の「Access an AWS のサービス 
using an interface VPC endpoint (インターフェイス VPC エンドポイントを使用して にアクセスする)」を
参照してください。

AWS FIS VPC エンドポイントに関する考慮事項
向けのインターフェイス VPC エンドポイントをセットアップする前にAWS FIS、「AWS PrivateLinkガイ
ド」の「インターフェイス VPCAWS のサービス エンドポイントを使用してにアクセスする」を確認して
ください。

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

AWS FIS のインターフェイス VPC エンドポイントの
作成
AWS FIS 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、[AWS PrivateLink Guide] (ガイド) 
の[Create a VPC endpoint] (VPC エンドポイントを作成) を参照してください。

AWS FIS 用の VPC エンドポイントを作成するには、次のサービス名 com.amazonaws.region.fis を
使用します。

エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名 (AWS FIS など) 
を使用して、fis.us-east-1.amazonaws.com への API リクエストを実行できます。

AWS FIS 用の VPC エンドポイントポリシーを作成す
る
VPC エンドポイントには、AWS FIS へのアクセスを制御するエンドポイントポリシーをアタッチできま
す。このポリシーでは、以下の情報を指定します。

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

詳細については、AWS PrivateLinkガイドの「エンドポイントポリシーを使用して VPC エンドポイントへ
のアクセスを制御する」を参照してください。

例 : 特定の AWS FIS アクションの VPC エンドポイントポリシー

次の VPC エンドポイントポリシーは、すべてのリソースのすべてのプリンシパルに対して、リストされた 
AWS FIS アクションへのアクセスを許可します。

{ 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "fis:ListExperimentTemplates", 
            "fis:StartExperiment", 
            "fis:StopExperiment", 
            "fis:GetExperiment" 
         ], 
         "Resource":"*", 
         "Principal":"*" 
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VPCエンドポイントポリシーを作成する

      } 
   ]
}

例:指定した VPC エンドポイントポリシーAWS アカウント

次の VPC エンドポイントポリシーでは、指定したAWS アカウントアクセスはすべてのアクションとリ
ソースを拒否しますが、他のAWS アカウントアクセスはすべてのアクションとリソースへのアクセスを許
可します。

{ 
   "Statement":[ 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "*", 
         "Resource": "*", 
         "Principal": "*" 
      }, 
      { 
         "Effect":"Deny", 
         "Action": "*", 
         "Resource": "*", 
         "Principal": { 
           "AWS": [ "123456789012" ] 
         } 
      } 
   ]
}
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タグ指定の制限

AWS FIS リソースのタグ付け
タグは、ユーザーまたはAWSがAWSリソースに割り当てるメタデータラベルです。各タグは、キーと値か
ら構成されます。ユーザーが割り当てるタグは、ユーザーがキーと値を定義します。例えば、1 つのリ
ソースのキーを purpose と定義し、値を test と定義します。

タグは、以下のことに役立ちます。

• AWS リソースの特定と整理。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。

• AWS リソースへのアクセスを制御します。詳細については、 IAM ユーザーガイドの「タグを使用した
アクセス制御」を参照してください。

タグ指定の制限
AWS FIS リソースのタグには、以下のような基本制限があります。

• リソースに割り当てることができるタグの最大数 :50
• キーの最大長: 128 文字 (ユニコード)
• 値の最大長: 256 文字 (ユニコード)
• キーと値に有効な文字は次の通りです: a～z、A～Z、0～9、スペース、特殊文字 (_ . : / = + - @)
• キーと値では大文字と小文字が区別されます
• aws: はキーのプレフィックスとして使用できません。AWS 用に予約済みです。

タグを操作する
以下の AWS Fault Injection Simulator (AWS FIS) のリソースがタグ付けをサポートしています。

• アクション
• 実験
• 実験テンプレート

コンソールを使用して、実験や実験テンプレートのタグを操作できます。詳細については、次を参照して
ください。

• 実験にタグを付けるには (p. 78)
• 実験テンプレートにタグ付けする (p. 70)

以下のAWS CLIコマンドを使用できます。以下のコマンドを使用できます。

• タグに追加 — タグにを追加します。
• untag-resource からからからからからからからからからのタグを削除します。
• list-tags-for-resource— 特定のリソースのタグを一覧表示します。
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AWS Fault Injection Simulator の
クォータ

AWS アカウント アカウントには、AWS のサービスごとにデフォルトのクォータ (以前は制限と呼ばれ
ていました) があります。特に明記されていない限り、クォータはリージョンごとに存在します。一部の
クォータについては引き上げをリクエストできますが、一部のクォータについてはリクエストできませ
ん。

AWS FIS のクォータを表示するには、[Service Quotas コンソール] を開きます。ナビゲーションペイン
で、[AWS services] を選択し、AWS Fault Injection Simulator を選択します。

クォータの引き上げをリクエストするには、「Service Quotas ユーザーガイド」の「Requesting a quota 
increase」(クォータ引き上げリクエスト) を参照してください。

お客様の AWS アカウント アカウントには、AWS FIS に関連する以下のクォータがあります。

名前 デフォルト 調整
可能

説明

アクション期間 (時間) サポートされている
各リージョン: 12

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいて 1 つの
アクションの実行に使用で
きる最大時間。

実験テンプレートあたりのアクション サポートされている
各リージョン: 20

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいて作成で
きる実験テンプレート内の
アクションの最大数。

アクティブな実験 サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいて同時に
実行できるアクティブな実
験の最大数。

完了した実験データの保持日数 サポートされている
各リージョン: 120

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいて完了し
た実験データを AWS FIS に
保持できる最大日数。

実験期間 (時間) サポートされている
各リージョン: 12

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいて 1 つの
実験の実行に使用できる最
大時間。

実験テンプレート サポートされている
各リージョン: 500

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいて作成で
きる実験テンプレートの最
大数。

実験あたりの並列アクション サポートされている
各リージョン: 10

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいて並行
して実行できる実験のアク
ションの最大数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

実験テンプレートあたりの停止条件 サポートされている
各リージョン: 5

いい
え

このアカウントで現在の
リージョンにおいて実験テ
ンプレートに追加できる停
止条件の最大数。

aws: ecs のターゲットクラスター:drain-
container-instances

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使
用してターゲットを特定
するときに、aws: ecs: 
ターゲットを特定する
ときに、aws: ecsdrain-
container-instances がター
ゲットにできるクラスター
の最大数。

aws: rds のターゲットクラスタ:failover-db-
cluster

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用し
てターゲットを特定すると
きに、aws: rdsfailover-db-
cluster がターゲットにでき
るクラスターの最大数。

aws: rds: rds: rds: rds: rds: rdsreboot-db-
instances

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用し
てターゲットを特定すると
きに、aws: rdsreboot-db-
instances がターゲットにで
きる最大数。

aws:ec2:reboot-instances のターゲットイ
ンスタンス

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用し
てターゲットを特定する
ときに、aws:ec2:reboot-
instances がターゲットに
できるインスタンスの最大
数。

aws:ec2:stop-instances のターゲットイン
スタンス

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用
してターゲットを特定す
るときに、aws:ec2:stop-
instances がターゲットに
できるインスタンスの最大
数。

aws:ec2:terminate-instances のターゲット
インスタンス

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用し
てターゲットを特定すると
きに、aws:ec2:terminate-
instances がターゲットに
できるインスタンスの最大
数。

aws:ssm:send-command のターゲットイン
スタンス

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用
してターゲットを特定す
るときに、aws:ssm:send-
command がターゲットに
できるインスタンスの最大
数。
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名前 デフォルト 調整
可能

説明

aws: eks: eks: eks: eks: eks: eks: eks: eks: 
eksterminate-nodegroup-instances

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用し
てターゲットを特定すると
きに、aws: eks:terminate-
nodegroup-instances 
ターゲットを特定する
ときに、aws: eks: ター
ゲットを特定するときに 
Nodegroups の最大数。

AWS SpotInstances のターゲッ
ト:ec2:send-spot-instance-interruptions

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、 SpotInstances 
タグを使用してターゲット
を特定するときに、aws: 
ec2: ec2send-spot-instance-
interruptions がターゲット
にできる最大数。

aws:network:disrupt-connectivity のター
ゲットサブネット

サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用し
てターゲットを特定すると
きに、aws:network:disrupt-
connectivity がターゲット
にできるサブネットの最大
数。

aws:ecs:stop-task のターゲットタスク サポートされている
各リージョン: 5

はい 実験ごとに、タグを使用し
てターゲットを特定すると
きに、aws:ecs:stop-task が
ターゲットにできるタスク
の最大数。
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ドキュメント履歴
次の表は、AWSFault Injection Simulator のドキュメントに関する重要な更新事項についてまとめたもので
す。

変更 説明 日付

新しい事前設定済みの SSM ド
キュメント (p. 118)

次の設定済みの SSM ドキュメ
ントを使用できます。 AWSFIS-
Run-Disk-Fill。

2023 年 4 月 28 日

新しいアクション (p. 118) aws:ebs:pause-volume-ioアク
ションを使用して、ターゲットボ
リュームとそれがアタッチされて
いるインスタンス間の I/O を一時
停止できます。

2023 年 1 月 27 日

新しいアクション (p. 118) aws:network:disrupt-
connectivityアクションを使用し
て、ターゲットサブネットへの特
定の種類のトラフィックを拒否で
きます。

2022 年 10 月 26 日

新しいアクション (p. 118) aws:eks:inject-kubernetes-
custom-resourceアクションを使
用して、1 つのターゲットクラ
スターで、 ChaosMesh または 
Litmus の実験を実行できます。

2022 年 7 月 7 日

実験ロギング (p. 118) テストアクティビティログを 
Logs または S3 バケットに送信
するようにテストテンプレートを
設定できます。 CloudWatch

2022 年 2 月 28 日

新しい通知 (p. 118) 実験の状態が変更される
と、AWS FIS通知を発しま
す。これらの通知は、Amazon 
EventBridge を通じてイベントと
して提供されます。

2022 年 2 月 24 日

新しいアクション (p. 118) aws:ecs:stop-taskアクションを使
用して、指定されたタスクを停止
できます。

2022 年 2 月 9 日

新しいアクション (p. 118) aws:cloudwatch:assert-alarm-
stateアクションを使用して、指
定したアラームが指定されたア
ラーム状態のいずれかにあること
を確認します。

2021 年 11 月 5 日

新しい事前設定済みの SSM ド
キュメント (p. 118)

次の事前設定済みの SSM 
ドキュメントを使用できま
す。 AWSFIS-Run-Io-stress、 
AWSFIS AWSFIS-Run-Network-
Blackhold-Port、 AWSFIS-Run-

2021 年 11 月 4 日
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Network-Latency-Sources、 
AWSFIS-Run-Network-Packet-
Loss-Sources

新しいアクション (p. 118) スポットインスタンスの中断通
知をターゲットのスポットイン
スタンスに送信し、ターゲット
のスポットインスタンスを中断
する aws:ec2:send-spot-instance-
interruptions アクションを使用で
きます。

2021 年 10 月 20 日

新しいアクション (p. 118) オートメーション Runbook の
実行を開始する aws:ssm:start-
automation-execution アクション
を使用できます。

2021 年 9 月 17 日

初回リリース (p. 118) AWS Fault Injection Simulator 
ユーザーガイドの初回リリース

2021 年 3 月 15 日
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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。

cxx
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