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AWS Health の概要
AWS Healthは、リソースのパフォーマンスとAWS のサービスとアカウント。AWS Health イベントを使
用して、サービスおよびリソースの変更が AWS で実行されているアプリケーションにどのように影響
するかを確認できます。AWS Health は、進行中のイベントを管理するのに役立つ関連情報をタイムリー
に提供します。また、AWS Health は、計画されたアクティビティを確認して準備するうえでも役立ちま
す。このサービスでは、AWS リソースのヘルス状態が変化したときにアラートや通知がトリガーされ、
ほぼ瞬時にイベントが可視化されます。また、表示されるガイダンスに沿って対処することでトラブル
シューティングの時間を短縮できます。

すべてのお客様が使用できますAWS Healthダッシュボード、電源はAWS HealthAPI。ダッシュボードの
セットアップは必要ありません。認証済みの AWS ユーザー (p. 29)は、すぐに使い始めることができま
す。その他のサービスのハイライトについては、AWS Healthダッシュボードの詳細ページ。

AWS Health の基本およびをサービスの使用方法については、AWS Health を初めてお使いになる方向けの
情報 (p. 2)を参照してください。

AWS Health の使用時に表示される用語の一覧については、AWS Health の概念 (p. 3)を参照してくだ
さい。

メモ

• -AWS Healthダッシュボードは誰でも利用可能AWS追加コストなしで顧客。
• ビジネスSupport プラン、エンタープライズオンランプサポートプラン、またはエンタープラ

イズサポートプランがある場合はAWS Health社内およびサードパーティのシステムと統合する
ためのAPI。詳細については、AWS Health API リファレンスを参照してください。

• の詳細については、「Available」AWS Support計画、見るAWS Support。
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AWS Health を初めてお使いになる方
向けの情報

AWS Health を初めて使用する場合は、最初に以下のセクションをお読みください。

• AWS Health の概要 (p. 1) - このセクションでは、基盤となるデータモデル、サポートしているオペレー
ション、サービスとのやり取りに利用できる AWS SDK について説明します。

• AWS Health の概念 (p. 3) – AWS Health の基本と、サービスの利用時に使用される用語について説
明します。

• の開始方法AWS Healthダッシュボード — アカウントの状態 (p. 9)— イベントや影響を受けるエン
ティティを表示し、高度なフィルタ処理を行います。このダッシュボードには、アカウントおよび組織
に固有のイベントが含まれます。

• AWS Healthダッシュボード — サービス状態 (p. 7)— お持ちでない場合AWS アカウントでは、の状
態やステータスに関する情報を表示できます。AWS のサービスForierAWS リージョン。

• AWS Health API へのアクセス (p. 16) – AWS Health API セクションでは、イベントやエンティティ
の情報を取得するオペレーションについて説明します。

AWS Healthでは、と呼ばれるコンソールが提供されます。AWS Healthダッシュボード、すべての顧客
に。ダッシュボードをセットアップするためのコードの記述やアクションの実行は不要です。ビジネスサ
ポートプラン、エンタープライズオンランプサポートプラン、またはエンタープライズサポートプランが
ある場合は、ダッシュボードに表示される情報にプログラムでアクセスできます。AWS Command Line 
Interface (AWS CLI) を使用するか、コードを記述してリクエストを作成することができます。そのために
は、REST API を直接使用するか AWS SDK を使用します。

AWS CLI での AWS Health の使用の詳細については、AWS Health の AWS CLI リファレンスを参照して
ください。AWS CLI のインストール方法については、「AWS Command Line Interface インターフェイス
のインストール」を参照してください。
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AWS Health の概念
AWS Health の概念を学習し、サービスを使用して AWS アカウント でアプリケーション、サービス、お
よびリソースのヘルスを維持する方法を理解します。

トピック
• AWS Health イベント (p. 3)
• AWS Health ダッシュボード (p. 4)
• イベントタイプのコード (p. 4)
• イベントタイプのカテゴリ (p. 4)
• イベントステータス (p. 6)
• 影響を受けるエンティティ (p. 6)
• AWS Health API (p. 6)
• 組織ビュー (p. 6)

AWS Health イベント
AWS Health イベントは Health イベントとも呼ばれ、AWS Health が他の AWS サービスの代わりに送信
する通知です。これらのイベントを使用して、アカウントに影響する可能性のある今後の変更や予定され
た変更について知ることができます。例えば、AWS Health は、AWS Identity and Access Management 
(IAM) がマネージドポリシーを非推奨にする予定である場合や、AWS Config がマネージドルールを非推奨
にする予定である場合でも送信できます。また、AWS Health は AWS リージョン にサービスの可用性に
関する問題がある場合もイベントを送信します。イベントの説明を確認して、問題を理解し、影響を受け
るリソースを特定して、推奨されるアクションを実行できます。

Health イベントには 2 つのタイプがあります。

目次
• アカウント固有のイベント (p. 3)
• パブリックイベント (p. 3)

アカウント固有のイベント
アカウント固有のイベントは、AWS アカウント、または AWS 組織内のアカウントに固有です。例えば、
使用しているリージョンで Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスタイプに問題があ
る場合、AWS Health はイベントに関する情報と、影響を受けるリソースの名前を提供します。

アカウント固有のイベントについては、の確認後AWS Healthダッシュボード、AWS HealthAPI、またはを
使用してアマゾン CloudWatch 通知を受け取るイベント (p. 66)。

パブリックイベント
パブリックイベントは、アカウント固有ではない、レポートされたサービスイベントです。例えば、米国
東部 (オハイオ) リージョンで Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のサービスに問題がある場
合、AWS Health は、そのサービスを使用していなくても、またそのリージョンに S3 バケットがあって
も、イベントに関する情報を提供します。それらに対してアクションを実行する前に、パブリック通知を
確認することをお勧めします。
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公開イベントは以下から検索できますAWS Health[ダッシュボード] とAWS Healthダッシュボード — サー
ビスヘルス。

アカウントをお持ちの場合は、の開始方法AWS Healthダッシュボード — アカウントの状態 (p. 9)。

アカウントをお持ちでない場合は、「AWS Healthダッシュボード — サービス状態 (p. 7)」を参照して
ください。

Note

を使用することはできません CloudWatch Events: パブリックイベントは特定のアカウントに関連
しないため、パブリックイベントを返します。詳細については、「AWS Health の公開イベント
について (p. 67)」を参照してください。

AWS Health ダッシュボード
をお持ちの場合AWS アカウント、きみのAWS Healthダッシュボードの両方が表示されますパブリックイ
ベントとアカウント指定イベント。

を使用することをお勧めしますAWS Healthリージョン内のサービスに対する将来のメンテナンス問題など
の一般的な認識を提供するイベントについて確認するダッシュボード。また、を使用することもできます
AWS Healthダッシュボードでは、アカウント内の廃止されたリソースなど、直接影響する可能性のあるイ
ベントを確認できます。

にサインインできますAWS Management Consoleの表示AWS Healthでダッシュボードhttps:// 
health.aws.amazon.com/health/home。

詳細については、「の開始方法AWS Healthダッシュボード — アカウントの状態 (p. 9)」を参照してく
ださい。

AWS Healthダッシュボード — サービス状態
アカウントをお持ちでない場合は、を使用してくださいAWS Healthダッシュボード — サービスヘル
スhttps://health.aws.amazon.com/health/status公開イベントを表示します。公開イベントは、次のサービ
スの問題として報告されていますAWSサービスの可用性に関する情報を提供します。このウェブサイトに
は、どのアカウントにも固有ではないパブリックイベントのみが表示されます。このページを閲覧するに
は、サインインしたり、アカウントを持っている必要はありません。

詳細については、「AWS Healthダッシュボード — サービス状態 (p. 7)」を参照してください。

イベントタイプのコード
Health イベントに表示されるイベントタイプのコードには、影響を受けるサービスとイベントのタイプ
が含まれています。例えば、AWS_EC2_SYSTEM_MAINTENANCE_EVENT イベントタイプのコードを含む 
Health イベントを受け取った場合、影響を及ぼす可能性のあるメンテナンスイベントがサービスで予定さ
れていることを意味します。この情報を使用して、事前に計画を立てたり、アカウントに対してアクショ
ンを実行したりすることができます。

イベントタイプのカテゴリ
すべての Health イベントには、関連するイベントタイプのカテゴリがあります。一部のイベ
ントでは、イベントタイプのカテゴリがイベントタイプのコードに表示される場合があります 
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(AWS_RDS_MAINTENANCE_SCHEDULED コードなど)。この例では、カテゴリは scheduled です。この情報
を使用して、イベントカテゴリを把握できます。高いレベルで。

すべてのイベントタイプのカテゴリをモニタリングすることをお勧めします。各カテゴリは、異なるタイ
プのイベントに対して表示されます。また、を使用することもできますDescribeEventTypesイベントタイ
プのカテゴリを確認する API オペレーション。

アカウント通知

これらのイベントは、アカウントとサービスの管理またはセキュリティに関する情報を提供します。
これらのイベントは情報提供のみの場合もありますが、緊急の処置が必要になる場合もあります。
これらのタイプのイベントに注意を払い、推奨されるアクションをすべて確認することをお勧めしま
す。

アカウント通知のイベントタイプのコードの例を次に示します。
• AWS_S3_OPEN_ACCESS_BUCKET_NOTIFICATION — パブリックアクセスを許可する可能性のある 

Amazon S3 バケットがあります。
• AWS_BILLING_SUSPENSION_NOTICE — アカウントには未払いの料金があり、一時停止されてい

るか、アカウントが非アクティブ化されました。
• AWS_WORKSPACES_OPERATIONAL_NOTIFICATION— Amazon にサービスに関する問題があります 

WorkSpaces。
問題

これらのイベントは、AWS サービスまたはリソースに影響を及ぼす、予期しないイベントです。この
カテゴリの一般的なイベントには、サービスの低下を引き起こしているオペレーション上の問題、ま
たはユーザーの認識用にローカライズされたリソースレベルの問題に関する通信が含まれます。

次に、問題に関するイベントタイプのコードの例を示します。
• AWS_EC2_OPERATIONAL_ISSUE — サービス使用時の遅延など、サービスのオペレーション上の問

題。
• AWS_EC2_API_ISSUE — API オペレーションのレイテンシーの増加など、サービスの API のオペ

レーション上の問題。
• AWS_EBS_VOLUME_ATTACHMENT_ISSUE — Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) のリソース

に影響を及ぼす可能性がある、ローカライズされたリソースレベルの問題。
• AWS_ABUSE_PII_CONTENT_REMOVAL_REPORT — このイベントは、アクションを実行しなけれ

ば、アカウントが停止される可能性があることを意味します。
予定された変更

これらのイベントは、サービスおよびリソースへの今後の変更に関する情報を提供します。サービス
の中断を避けるためにアクションを実行することを推奨するイベントもあれば、ユーザー側のアク
ションなしで自動的に発生するイベントもあります。予定された変更アクティビティの間、リソース
が一時的に利用できないことがあります。このカテゴリのイベントはすべて、アカウント固有のイベ
ントです。

次に、予定された変更に関するイベントタイプのコードの例を示します。
• AWS_EC2_SYSTEM_REBOOT_MAINTENANCE_SCHEDULED — Amazon EC2 インスタンスで再起動が

必要です。
• AWS_SAGEMAKER_SCHEDULED_MAINTENANCE– SageMaker サービス問題の修正などのメンテナン

スイベントが必要です。

Tip

AWS Health API または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してイベントの詳
細を返すと、Event オブジェクトには ACCOUNT_SPECIFIC 値を含む eventScopeCode
フィールドが含まれます。詳細については、AWS Health API リファレンスを参照してくださ
い。
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イベントステータス
イベントステータスは、Health イベントがオープン、クローズ、または将来のいずれであるかを示しま
す。Health イベントは、で確認できますAWS Healthダッシュボード、またはAWS HealthAPI は最大 90 日
間まで。

影響を受けるエンティティ
影響を受けるエンティティは、イベントから影響を受ける可能性のある AWS リソースです。例えば、ア
カウントで使用している特定のインスタンスタイプについて Amazon EC2 メンテナンスの予定されたイベ
ントを受信した場合、Health イベントを使用して、影響を受けるインスタンスの ID を判別できます。こ
の情報を使用して、リソースの作成や非推奨など、潜在的なサービスの問題に対処します。

AWS Health API
以下を使用できますAWS Healthに表示される情報にプログラムでアクセスするための APIAWS Health
ダッシュボードで、次のようになります。

• AWS サービスやリソースに影響を及ぼす可能性のあるイベントに関する情報を取得する
• AWS 組織の組織ビュー機能を有効または無効にする
• 特定のサービス、イベントタイプのカテゴリ、イベントタイプのコードでイベントをフィルタリングす

る

詳細については、AWS Health API リファレンスを参照してください。

Note

AWS Health API を使用するには、AWS Support のビジネス、エンタープライズ On-Ramp、また
はエンタープライズのサポートプランが必要です。ビジネスサポートプラン、エンタープライズ
オンランプサポートプラン、またはエンタープライズサポートプランのないアカウントから AWS 
Health API を呼び出すと、SubscriptionRequiredException エラーを受け取ります。

組織ビュー
この機能を使用して、次のすべてのヘルスイベントを集約できますAWSのアカウントAWS Organizations
内の 1 つのビューにAWS Healthダッシュボード。その後、組織の管理アカウントにサインインする
か、AWS Health API を使用して、さまざまなアカウントやリソースに影響を及ぼす可能性のあるすべての
イベントを表示できます。この機能は、AWS Health コンソールまたは API から有効化できます。詳細に
ついては、組織ビューでのアカウント全体の AWS Health イベントの集計 (p. 55)を参照してください。
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AWS Healthダッシュボード — サー
ビス状態

以下を使用できます。AWS Healthダッシュボード — すべての状態を確認できるサービスヘルスAWS の
サービス。このページには、全域のサービスについて報告されたサービスイベントが表示されますAWS 
リージョン。サインインしたり、サインインしたりする必要はありませんAWS アカウントにアクセスする
にはAWS Healthダッシュボード — サービスヘルスページ。

Tip

このウェブサイトは表示するだけですパブリックに固有ではないイベントAWS アカウント。す
でにアカウントがある場合は、サインインし、アカウントを表示することをお勧めしますAWS 
Healthアカウントやサービスに影響する可能性があるイベントの情報をダッシュボードに表示
し、情報を入手してください。詳細については、「の開始方法AWS Healthダッシュボード — ア
カウントの状態 (p. 9)」を参照してください。

を表示するにはAWS Healthダッシュボード — サービス状態

1. に移動します。https://health.aws.amazon.com/health/statusページ。
Note

すでにサインインしている場合AWS アカウント、ページ、にリダイレクトされますAWS 
Healthダッシュボード — アカウントの状態ページ。

2. []サービス状態、選択してください未公開号と最新号最近報告されたイベントを表示します。イベント
に関する以下の情報を表示できます。

• イベント名と影響を受ける地域。例:運用上の問題 — Amazon Elastic Compute Cloud (バージニア北
部)

• サービス名
• イベントの重大度 (例:情報またはDegradation
• イベントの最新アップデートのタイムライン
• のリストAWS のサービスこのイベントの影響も受けている人たち

Note

イベントはローカルタイムゾーンまたは UTC で表示できます。詳細については、次を参照し
てください。タイムゾーン設定。

3. (オプション) イベントの横にあるRSSこのイベントのRSSフィードを購読してください。この特定の
サービスに関する通知は、指定された場所に届きますAWS リージョン。

4. 選択してくださいサービス履歴を表示するにはサービス履歴テーブル。この表にはすべてが表示され
ていますAWS のサービス過去 12 か月間の中断。

Tip

以下を使用して、フィルターできます。サービス,AWS リージョン、および日付。
5.

進行中のサービスイベントの横にあるステータスアイコン（ ) をクリックすると、イベントの詳
細情報が表示されます。

6. (オプション) 選択RSSRSS フィードを購読してください。この特定のサービスに関する通知は、指定
された場所に届きますAWS リージョン。
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7. (オプション) ローカルタイムゾーンまたは UTC でイベントを表示できます。詳細については、「タイ
ムゾーン設定 (p. 14)」を参照してください。

8. (オプション) アカウントをお持ちの場合は、アカウントのヘルスを開設サインインしてください。ロ
グインすると、アカウント固有のイベントを表示できます。詳細については、の開始方法AWS Health
ダッシュボード — アカウントの状態 (p. 9)を参照してください。
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でアカウントイベントを表示AWS Healthダッシュボード 

の開始方法AWS Healthダッシュボー
ド — アカウントの状態

を使用することができますAWS Health詳しく知るためのダッシュボードAWS Healthイベント。これらの
イベントはあなたに影響を与える可能性がありますAWS のサービスまたはAWS アカウント。アカウント
にサインインすると、AWS Healthダッシュボードには、次の方法で情報が表示されます。

• アカウントイベント (p. 9)— このページには、アカウント内のイベントが表示されます。未完了の
変更、最近の変更、スケジュールされた変更を表示できます。また、通知と、過去 90 日間のすべての
イベントを表示するイベントログを表示することもできます。

• ユーザーの企業 (p. 14)— このページには、以下の組織に固有のイベントが表示されますAWS 
Organizations。組織の未完了の変更、最近の変更、およびスケジュールされた変更を表示できます。ま
た、通知だけでなく、過去 90 日間のすべての組織イベントを表示するイベントログも表示できます。

Note

持っていない場合AWS アカウント、を使用できますAWS Healthダッシュボード — サービス状
態 (p. 7)一般的なサービスの可用性について知りたい。
アカウントをお持ちの場合は、アカウントにサインインすることをお勧めしますAWS Healthサー
ビスやリソースに影響を及ぼす可能性のある、イベントに関する詳しい情報と、サービスやリ
ソースに影響を及ぼす可能性のある Dashboard。

目次
• アカウントイベントはAWS Healthダッシュボード (p. 9)

• 未公開号と最新号 (p. 10)
• 予定された変更 (p. 11)
• その他の通知 (p. 11)
• イベントログ (p. 11)

• イベントの詳細 (p. 12)
• イベントタイプ (p. 13)
• タイムゾーン設定 (p. 14)
• ユーザーの企業 (p. 14)
• Amazon の設定 EventBridge (p. 15)
• AWS Health対応 (p. 15)
• AWS Health イベントのアラート (p. 15)

アカウントイベントはAWS Healthダッシュボード
アカウントにログインすると、パーソナライズされたイベントやおすすめを受け取ることができます。

アカウントイベントを表示するにはAWS Healthダッシュボード

1. を開きますAWS Healthボードのボードの種類https://health.aws.amazon.com/health/home。
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未公開号と最新号

2. ナビゲーションペインで、アカウントのヘルスでは、次のオプションを選択できます。

a. 未公開号と最新号 (p. 10)— 最近オープンしたイベントとクローズしたイベントを表示しま
す。

b. 予定された変更 (p. 11)— サービスやリソースに影響を及ぼす可能性のある、今後のイベント
を表示します。

c. その他の通知 (p. 11)— アカウントに影響する可能性のある、過去 7 日間のその他の通知や進
行中のイベントをすべて表示します。

d. イベントログ (p. 11)— 過去 90 日間のすべてのイベントを表示します。

未公開号と最新号
を使用する未公開号と最新号タブをクリックすると、アカウントに影響する可能性のある、過去 7 日間に
進行中のイベントがすべて表示されます。

ダッシュボードからイベントを選択すると、詳細ペインが開き、イベントに関する情報と影響を受けるリ
ソースのリストが表示されます。詳細については、「イベントの詳細 (p. 12)」を参照してください。

フィルターリストからオプションを選択して、任意のタブに表示されるイベントをフィルタリングできま
す。たとえば、アベイラビリティーゾーン、リージョン、イベントの終了時間、または最終更新時間で結
果を絞り込むことができます。AWS のサービス、など。

ダッシュボードに表示される最近のイベントだけでなく、すべてのイベントを表示するには、イベントロ
グ (p. 11)タブ。

Note

現時点では、アカウント内のイベントに関する通知は削除できません。AWS Healthボードのボー
ドの作成。変更後AWS のサービスイベントを解決すると、通知はダッシュボードビューから削除
されます。

Example : Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) の運用上の問題イベント

次の画像は、Amazon EC2 インスタンスの起動エラーおよびイベントを示しています。
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予定された変更

予定された変更
を使用する予定された変更タブをクリックすると、アカウントに影響を及ぼす可能性のある、今後のイベ
ントが表示されます。これらのイベントには、サービスの定期メンテナンス作業が含まれる場合がありま
す。

その他の通知
を使用する通知タブをクリックすると、アカウントに影響する可能性のある、過去 7 日間に発生したその
他すべての通知や進行中のイベントが表示されます。これには、証明書のローテーション、請求通知、セ
キュリティ脆弱性などのイベントが含まれる場合があります。

イベントログ
を使用するイベントログタブですべて表示AWS Healthイベント。ログテーブルには追加の列が含まれてい
るため、次の条件で絞り込むことができます。ステータスそして開始時間。

でイベントを選ぶとイベントログテーブル、詳細ペインが開き、イベントに関する情報と影響を受けるリ
ソースのリストが表示されます。詳細については、「イベントの詳細 (p. 12)」を参照してください。

次のフィルターオプションを選択して結果を絞り込むことができます。
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イベントの詳細

• アベイラビリティーゾーン
• 終了時間
• イベント
• イベント ARN
• イベントカテゴリ
• 最終更新日時
• リージョン
• リソース ID /ARN
• サービス
• 開始時間
• ステータス

Example : イベントログ

次の画像は、米国東部 (バージニア北部) および米国東部 (オハイオ) リージョンでの最近のイベントを示し
ています。

イベントの詳細
イベントを選択すると、そのイベントに関する 2 つのタブが表示されます。-詳細タブには以下の情報が表
示されます。

• サービス
• ステータス
• リージョン/アベイラビリティーゾーン
• イベントがアカウント固有のものかどうか
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イベントタイプ

• 開始日時と終了時刻
• カテゴリ
• 影響を受けるリソースの数
• イベントの説明と最新情報のタイムライン

-影響を受けるリソースタブには次の情報が表示されますAWSイベントに影響を受けるリソース:

• リソース ID (例:Amazon EBS ボリューム ID など)vol-a1b2c34f) または Amazon リソースネーム 
(ARN) (利用可能な場合) または Amazon リソース名 (ARN)

リソースに表示される項目をフィルタリングできます。リソース ID または ARN で結果を絞り込むことが
できます。

Example : AWS Lambda の AWS Health イベント

次のスクリーンショットは、Lambda のイベント例を示しています。

イベントタイプ
AWS Health イベントには 2 つのタイプがあります。

• パブリックイベントアカウント固有ではないサービスイベントです。たとえば、Amazon EC2 に問題が
ある場合AWS リージョン,AWS Healthそのリージョンでサービスやリソースを使用していなくても、は
イベントに関する情報を提供します。

• アカウント固有イベントは、自分のアカウントまたは組織のアカウントに固有です。例えば、使用して
いるリージョンで Amazon EC2 インスタンスに問題がある場合、使用しているリージョンで Amazon 
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タイムゾーン設定

EC2 インスタンスに問題がある場合、使用しているリージョンで Amazon EC2 インスタンスに問題が
ある場合AWS Healthイベントに関する情報と、影響を受ける Amazon EC2 インスタンスのリストを提
供します。

次のオプションを使用して、イベントがパブリックかアカウント固有かを識別できます。

• AWS Health Dashboard で、イベントの [Affected resources] (影響を受けるリソース) タブを選択しま
す。リソースがあるイベントは、アカウントに固有です。リソースのないイベントはパブリックであ
り、アカウント固有のものではありません。詳細については、「の開始方法AWS Healthダッシュボード 
— アカウントの状態 (p. 9)」を参照してください。

• AWS Health API を使用して、eventScopeCode パラメータを返します。イベントには
PUBLIC、ACCOUNT_SPECIFIC、または NONE の値を指定できます。詳細については、『』を参照して
ください。DescribeEventDetailsでの操作AWS HealthAPI リファレンス。

タイムゾーン設定
イベントはAWS Healthローカルタイムゾーンまたは UTC でのダッシュボード。のタイムゾーンを変更し
た場合AWS Healthダッシュボード、ダッシュボードのすべてのタイムスタンプ、および公開イベントは、
指定したタイムゾーンに更新されます。

タイムゾーン設定を更新するには

1. を開きますAWS Healthボードのボードの種類https://health.aws.amazon.com/health/home。
2. ページの最下部で [] を選択します。クッキー設定。
3. 選択許可ファンクル Cookie 用。次に選択してください設定を保存する。
4. のナビゲーションペインでAWS Healthボードのボードの選択タイムゾーン設定。
5. ユーザーの企業AWS Healthボードのセッション。次に、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

ユーザーの企業
AWS Health を AWS Organizations と統合して、組織の一部であるすべてのアカウントのイベントを表示
できます。これにより、組織に表示されるイベントの一元化されたビューが提供されます。これらのイベ
ントを使用して、リソース、サービス、およびアプリケーションの変更を監視できます。

詳細については、「組織ビューでのアカウント全体の AWS Health イベントの集計 (p. 55)」を参照して
ください。
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Amazon の設定 EventBridge

Amazon の設定 EventBridge
使用アイテム EventBridge の変更を検出して対応するにはAWS Healthイベント。特定のものを監視できま
すAWS Healthアカウントで発生するイベント、そしてルールを設定してAWS Healthイベントが変更され
たときに、通知するか、アクションを実行します。

使用アイテム EventBridge とAWS Health

1. を開きますAWS Healthボードのボードの種類https://health.aws.amazon.com/health/home。
2. に移動するには EventBridge コンソールでルールを作成するには、以下のいずれかの操作を実行しま

す。
• ナビゲーションペインで、Health 統合、選択してくださいアマゾン EventBridge。
• []設定 EventBridge、選択してください参照先 EventBridge。

3. ルールを作成し、イベントを監視するには、次の手順に従います。AmazonAWS Health によるイベン
トのモニタリング EventBridge (p. 66) を参照してください。

AWS Health対応
の開始方法AWS Healthを使用した APIAWS Health対応— ヘルスイベントを Slack や JIRA に送信するた
めに使用できる低コストのアプリケーション ServiceNow その他。無償ライブウェビナー今すぐご利用い
ただけます。

AWS Health イベントのアラート
あなたのAWS Healthダッシュボードのコンソールのナビゲーションバーには、アラートメニュー付きのベ
ルアイコンがあります。この機能は、各カテゴリのダッシュボードに表示される最近の AWS Health イベ
ントの数を表示します。このベルのアイコンはいくつかに現れますAWSAmazon EC2、Amazon Relational 
Database Service (Amazon RDS) などのコンソール、AWS Identity and Access Management(IAM)、およ
びAWS Trusted Advisor。

ベルのアイコンを選択して、最近のイベントがアカウントに影響しているかどうかを確認してください。
次に、イベントを選択して移動できますAWS Health詳細についてはダッシュボードをご覧ください。

Example : オープンイベント

次の画像は、アカウントの開設イベントと通知イベントを示しています。
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エンドポイント

AWS Health API へのアクセス
AWS Health は、トランスポートとして HTTPS を使用し、メッセージシリアライズフォーマットとして 
JSON を使用する RESTful なウェブサービスです。アプリケーションコードから直接、AWS Health API 
にリクエストを行うことができます。この REST API を直接使用するときは、リクエストの署名と認証の
ためのコードを書く必要があります。AWS Health が提供するオペレーションとパラメータの詳細につい
ては、AWS Health API リファレンスを参照してください。

Note

AWS Health API を使用するには、AWS Support のビジネス、エンタープライズ On-Ramp、また
はエンタープライズのサポートプランが必要です。ビジネス、エンタープライズ On-Ramp、また
はエンタープライズのサポートプランのない AWS アカウントから AWS Health APIを呼び出した
場合は、SubscriptionRequiredException エラーが表示されます。

AWS SDK を使用して AWS Health REST API コールをラップすることで、アプリケーション開発を簡素
化できます。開発者が AWS 認証情報を指定すれば、ライブラリによって認証とリクエスト署名の処理が
自動的に行われます。

AWS Healthでは、AWS HealthAWS Management Consoleイベントや影響を受けるエンティティが用意さ
れており、イベントや影響を受けるエンティティできます。の開始方法AWS Healthダッシュボード — ア
カウントの状態 (p. 9) を参照してください。

エンドポイント
AWS Health API はマルチリージョンアプリケーションアーキテクチャに従い、アクティブ/パッシブ構成
に 2 つのリージョンエンドポイントがあります。アクティブ/パッシブ DNS フェイルオーバーをサポート
するために、AWS Health は単一のグローバルエンドポイントを提供します。グローバルエンドポイント
で DNS ルックアップを実行して、アクティブなエンドポイントおよび対応する署名 AWS リージョンを判
別できます。これにより、コードでどのエンドポイントを使用するかを把握できるため、AWS Health か
ら最新の情報を取得できます。

グローバルエンドポイントにリクエストを行うときは、ターゲットとするリージョンエンドポイントに 
AWS アクセス認証情報を指定し、リージョンの署名を設定します。それ以外の場合は、認証が失敗するこ
とがあります。詳細については、「AWS Health API リクエストの署名 (p. 21)」を参照してください。

次の表は、デフォルトの設定を示しています。

説明 署名リージョン エンドポイント プロトコル

[Active] (アクティブ) us-east-1 health.us-
east-1.amazonaws.com

HTTPS

パッシブ us-east-2 health.us-
east-2.amazonaws.com

HTTPS

グローバル us-east-1

Note

これは、現在の
アクティブなエ
ンドポイントの

global.health.amazonaws.comHTTPS
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説明 署名リージョン エンドポイント プロトコル
署名リージョン
です。

エンドポイントがアクティブなエンドポイントであるかどうかを判断するには、グローバルエンドポイン
ト CNAME で DNS ルックアップを実行し、解決された名前から AWS リージョンを抽出します。

Example : グローバルエンドポイントでの DNS ルックアップ

次のコマンドは、global.health.amazonaws.com エンドポイントでの DNS ルックアップを実行します。次
に、このコマンドは us-east-1 リージョンエンドポイントを返します。この出力は、AWS Health にどのエ
ンドポイントを使用する必要があるのかを示しています。

dig global.health.amazonaws.com | grep CNAME
global.health.amazonaws.com. 10 IN CNAME health.us-east-1.amazonaws.com

Tip

アクティブなエンドポイントとパッシブなエンドポイントの両方が AWS Health データを返しま
す。ただし、最新の AWS Health データは、アクティブなエンドポイントからのみ提供されま
す。パッシブなエンドポイントからのデータは、最終的にアクティブなエンドポイントと一致し
ます。アクティブなエンドポイントが変更された場合は、ワークフローを再起動することをお勧
めします。

高可用性エンドポイントのデモの使用
次のコード例では、AWS Health はグローバルエンドポイントに対して DNS ルックアップを使用し、アク
ティブなリージョンエンドポイントと署名リージョンを判断します。アクティブなエンドポイントが変更
されると、コードはワークフローを再開します。

トピック
• Java のデモの使用 (p. 17)
• Python デモの使用 (p. 19)

Java のデモの使用
前提条件

Gradle をインストールする必要があります。

Java の例を使用するには

1. AWS Health GitHub高可用性エンドポイントのデモをからダウンロードしてください。
2. デモプロジェクトの high-availability-endpoint/java ディレクトリに移動します。
3. コマンドラインウィンドウで次のコマンドを入力します。

gradle build

4. 次のコマンドを入力して AWS 認証情報を指定します。
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export AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
export AWS_SESSION_TOKEN="your-aws-token"

5. 次のコマンドを入力してデモを実行します。

gradle run

Example : AWS Health イベント出力

このコード例は、AWS アカウントの過去 7 日間の最新の AWS Health イベントを返します。次の例
では、出力に AWS Config サービスの AWS Health イベントが含まれています。

> Task :run
[main] INFO aws.health.high.availability.endpoint.demo.HighAvailabilityV2Workflow 
 - EventDetails(Event=Event(Arn=arn:aws:health:global::event/CONFIG/
AWS_CONFIG_OPERATIONAL_NOTIFICATION/AWS_CONFIG_OPERATIONAL_NOTIFICATION_88a43e8a-
e419-4ca7-9baa-56bcde4dba3,  
Service=CONFIG, EventTypeCode=AWS_CONFIG_OPERATIONAL_NOTIFICATION, 
 EventTypeCategory=accountNotification, Region=global, 
 StartTime=2020-09-11T02:55:49.899Z, LastUpdatedTime=2020-09-11T03:46:31.764Z,  
StatusCode=open, EventScopeCode=ACCOUNT_SPECIFIC), 
 EventDescription=EventDescription(LatestDescription=As part of our ongoing efforts 
 to optimize costs associated with recording changes related to certain ephemeral 
 workloads,  
AWS Config is scheduled to release an update to relationships modeled within 
 ConfigurationItems (CI) for 7 EC2 resource types on August 1, 2021.  
Examples of ephemeral workloads include changes to Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
 EC2) Spot Instances, Amazon Elastic MapReduce jobs, and Amazon EC2 Autoscaling.  
This update will optimize CI models for EC2 Instance, SecurityGroup, Network Interface, 
 Subnet, VPC, VPN Gateway, and Customer Gateway resource types to record direct 
 relationships and deprecate indirect relationships. 
  
A direct relationship is defined as a one-way relationship (A->B) between a resource 
 (A) and another resource (B), and is typically derived from the Describe API response 
 of resource (A).  
An indirect relationship, on the other hand, is a relationship that AWS Config infers 
 (B->A), in order to create a bidirectional relationship.  
For example, EC2 instance -> Security Group is a direct relationship, since security 
 groups are returned as part of the describe API response for an EC2 instance.  
But Security Group -> EC2 instance is an indirect relationship, since EC2 instances are 
 not returned when describing an EC2 Security group. 
  
Until now, AWS Config has recorded both direct and indirect relationships. With 
 the launch of Advanced queries in March 2019, indirect relationships can easily be 
 answered by running Structured Query Language (SQL) queries such as: 
  
SELECT 
 resourceId, 
 resourceType
WHERE 
 resourceType ='AWS::EC2::Instance'
AND 
 relationships.resourceId = 'sg-234213' 
  
By deprecating indirect relationships, we can optimize the information contained within 
 a
Configuration Item while reducing AWS Config costs related to relationship changes.  
This is especially useful in case of ephemeral workloads where there is a high volume 
 of configuration changes for EC2 resource types. 
  
Which resource relationships are being removed? 
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Resource Type: Related Resource Type
1 AWS::EC2::CustomerGateway: AWS::VPN::Connection
2 AWS::EC2::Instance: AWS::EC2::EIP, AWS::EC2::RouteTable
3 AWS::EC2::NetworkInterface: AWS::EC2::EIP, AWS::EC2::RouteTable
4 AWS::EC2::SecurityGroup: AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::NetworkInterface
5 AWS::EC2::Subnet: AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::NetworkACL, 
 AWS::EC2::NetworkInterface, AWS::EC2::RouteTable
6 AWS::EC2::VPC: AWS::EC2::Instance, AWS::EC2::InternetGateway, AWS::EC2::NetworkACL, 
 AWS::EC2::NetworkInterface, AWS::EC2::RouteTable, AWS::EC2::Subnet, 
 AWS::EC2::VPNGateway, AWS::EC2::SecurityGroup
7 AWS::EC2::VPNGateway: AWS::EC2::RouteTable, AWS::EC2::VPNConnection 
  
Alternate mechanism to retrieve this relationship information:
The SelectResourceConfig API accepts a SQL SELECT command, performs the corresponding 
 search, and returns resource configurations matching the properties. You can use this 
 API to retrieve the same relationship information.  
For example, to retrieve the list of all EC2 Instances related to a particular VPC 
 vpc-1234abc, you can use the following query: 
  
SELECT 
 resourceId, 
 resourceType
WHERE 
 resourceType ='AWS::EC2::Instance'
AND 
 relationships.resourceId = 'vpc-1234abc' 
  
If you have any questions regarding this deprecation plan, please contact AWS Support 
 [1]. Additional sample queries to retrieve the relationship information for the 
 resources listed above is provided in [2]. 
  
[1] https://aws.amazon.com/support
[2] https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/
examplerelationshipqueries.html),
EventMetadata={})

Java リソース
• 詳細については、AWS SDK for JavaAPI  HealthClientリファレンスのインターフェースとソースコード

を参照してください。
• DNS ルックアップのこのデモで使用しているライブラリの詳細については、DNS ルックアップのこの

デモで使用しているライブラリの詳細については、DNS GitHub。

Python デモの使用
前提条件

Python 3 をインストールする必要があります。

Python の例を使用するには

1. AWS Health GitHub高可用性エンドポイントのデモをからダウンロードしてください。
2. デモプロジェクトの high-availability-endpoint/python ディレクトリに移動します。
3. コマンドラインウィンドウで次のコマンドを入力します。

pip3 install virtualenv  
virtualenv -p python3 v-aws-health-env
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Note

Python 3.3 以降では、virtualenv をインストールする代わりに、組み込みの venv モ
ジュールを使用して仮想環境を作成できます。詳細については、Pythonのウェブサイトで
venv - Creation of virtual environments を参照してください。

python3 -m venv v-aws-health-env

4. 次のコマンドを入力して仮想環境をアクティブ化します。

source v-aws-health-env/bin/activate

5. 次のコマンドを入力して依存関係をインストールします。

pip install -r requirements.txt

6. 次のコマンドを入力して AWS 認証情報を指定します。

export AWS_ACCESS_KEY_ID="AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY"
export AWS_SESSION_TOKEN="your-aws-token"

7. 次のコマンドを入力してデモを実行します。

python3 main.py

Example : AWS Health イベント出力

このコード例は、AWS アカウントの過去 7 日間の最新の AWS Health イベントを返します。次の出
力は、AWS セキュリティ通知の AWS Health イベントを返します。

INFO:botocore.credentials:Found credentials in environment variables.
INFO:root:Details: {'arn': 'arn:aws:health:global::event/SECURITY/
AWS_SECURITY_NOTIFICATION/AWS_SECURITY_NOTIFICATION_0e35e47e-2247-47c4-
a9a5-876544042721',  
'service': 'SECURITY', 'eventTypeCode': 'AWS_SECURITY_NOTIFICATION', 
 'eventTypeCategory': 'accountNotification', 'region': 'global', 'startTime': 
 datetime.datetime(2020, 8, 19, 23, 30, 42, 476000,  
tzinfo=tzlocal()), 'lastUpdatedTime': datetime.datetime(2020, 8, 20, 20, 44, 9, 547000, 
 tzinfo=tzlocal()), 'statusCode': 'open', 'eventScopeCode': 'PUBLIC'}, description:  
{'latestDescription': 'This is the second notice regarding TLS requirements on FIPS 
 endpoints.\n\nWe
are in the process of updating all AWS Federal Information Processing Standard (FIPS) 
 endpoints across all AWS regions  
to Transport Layer Security (TLS) version 1.2 by March 31, 2021 . In order to avoid an 
 interruption in service, we encourage you to act now, by ensuring that you connect to 
 AWS FIPS endpoints at a TLS version of 1.2.  
If your client applications fail to support TLS 1.2 it will result in connection 
 failures when TLS versions below 1.2 are no longer supported.\n\nBetween now and March 
 31, 2021 AWS will remove TLS 1.0 and TLS 1.1 support from each FIPS endpoint where no 
 connections below TLS 1.2 are detected over a 30-day period.  
After March 31, 2021 we may deploy this change to all AWS FIPS endpoints, even if there 
 continue
to be customer connections detected at TLS versions below 1.2. \n\nWe will provide 
 additional updates and reminders on the AWS Security Blog, with a ‘TLS’ tag [1]. 
 If you need further guidance or assistance, please contact AWS Support [2] or your 
 Technical Account Manager (TAM).  
Additional information is below.\n\nHow can I identify clients that are connecting with 
 TLS

20

https://docs.python.org/3/library/venv.html


AWS Health ユーザーガイド
AWS Health API リクエストの署名

1.0/1.1?\nFor customers using S3 [3], Cloudfront [4] or Application Load Balancer [5] 
 you can use
your access logs to view the TLS connection information for these services, and 
 identify client
connections that are not at TLS 1.2. If you are using the AWS Developer Tools on your 
 clients,  
you can find information on how to properly configure your client’s TLS versions by 
 visiting Tools to Build on AWS [7] or our associated AWS Security Blog has a link for 
 each unique code language [7].\n\nWhat is Transport Layer Security (TLS)?\nTransport 
 Layer Security (TLS Protocols) are cryptographic protocols designed to provide secure 
 communication across a computer network  
[6].\n\nWhat are AWS FIPS endpoints? \nAll AWS services offer Transport Layer Security 
 (TLS) 1.2 encrypted endpoints that can be used for all API calls. Some AWS services 
 also offer FIPS 140-2 endpoints [9] for customers that require use of FIPS validated 
 cryptographic libraries. \n\n[1] https://aws.amazon.com/blogs/security/tag/tls/\n[2] 
 https://aws.amazon.com/support\n[3]  
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/LogFormat.html\n[4] https://
docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/AccessLogs.html\n[5] 
 https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-
access-logs.html\n[6] https://aws.amazon.com/tools\n[7] https://aws.amazon.com/blogs/
security/tls-1-2-to-become-the-minimum-for-all-aws-fips-endpoints\n[8]  
https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security\n[9] https://aws.amazon.com/
compliance/fips'}

8. 完了したら、次のコマンドを入力して仮想マシンを無効にします。

deactivate

Python リソース
• Health. Client の詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) API リファレンスを参照してくだ

さい。
• DNS ルックアップのこのデモで使用しているライブラリの詳細については、DNS GitHub ルックアップ

できます。

AWS Health API リクエストの署名
AWS SDK または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して AWS へのリクエストを行う場
合、これらのツールで、設定時に指定されたアクセスキーを使用して自動的にリクエストに署名されま
す。例えば、以前の高可用性エンドポイントデモの AWS SDK for Java を使用する場合、自分でリクエス
トに署名する必要はありません。

Java コードの例

AWS SDK for Java で AWS Health API を使用する方法の例については、このコード例 (p. 23)を参照し
てください。

リクエストを行うときに、AWS Health への通常のアクセスには、AWS ルートアカウントの認証情報を
使用しないことを強くお勧めします。IAM ユーザーの認証情報を代わりに使用できます。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの AWS アカウントのルートユーザーアクセスキーをロックするを参照してくだ
さい。

AWS SDK も AWS CLI も使用しない場合は、リクエストを自分で署名する必要があります。AWS 署名
バージョン 4 を使用することをお勧めします。詳細については、『AWS』の「AWS 全般のリファレンス 
API リクエストの署名」を参照してください。
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AWS Health でサポートされているオペレーション
AWS Health では、AWS アカウントに影響するイベントの情報を入手するためのオペレーションとして以
下がサポートされています。

• AWS Health でサポートされているイベントタイプ。
• 指定したフィルタ条件に一致する 1 つ以上のイベントの情報。
• 1 つ以上のイベントから影響を受けるエンティティの情報。
• 指定したフィルタ条件に一致するイベントやエンティティの分類別の数。

すべてのオペレーションは変化を伴いません。つまり、データは取得されますが、変更されることはあり
ません。以下のセクションでは、AWS Health オペレーションの概要を示します。

イベントタイプ

-DescribeEventTypesオペレーションは、オプションで指定されたフィルターと一致するイベントタイプを
取得します。イベントタイプは、イベントに関する AWS のサービス、イベントタイプコード、およびカ
テゴリのテンプレート定義です。イベントタイプとイベントは、オブジェクト指向プログラミングのクラ
スとオブジェクトに似ています。AWS Health でサポートされるイベントタイプの数は、時間とともに増
えます。

イベント

-DescribeEventsオペレーションは、に関連するイベントに関する概要情報を取得しますAWSアカウント。
イベントは、AWS のオペレーションの問題、AWS インフラストラクチャの予定された変更、またはセ
キュリティと請求の通知に関連している場合があります。-DescribeEventDetailsオペレーションは、1 つ
以上のイベントに関する詳細情報を取得します。AWSサービス、リージョン、アベイラビリティーゾー
ン、イベントの開始時刻と終了時刻、および説明文。

影響を受けるエンティティ

-DescribeAffectedEntitiesオペレーションは、1 つ以上のイベントの影響を受けるエンティティに関する情
報を取得します。表示された結果は、追加の条件 (AWS のリソースに割り当てられているステータスなど) 
を指定してフィルタできます。

集約

-DescribeEventAggregatesオペレーションは、各イベントタイプカテゴリのイベント数を取得します。
オプションで他の基準でフィルタリングすることもできます。-DescribeEntityAggregatesオペレーション
は、1 つ以上の指定されたイベントの影響を受けるエンティティ (リソース) の数を取得します。

AWS Organizations および組織ビュー

DescribeEventsForOrganization

DescribeEventsForOrganization全体のイベントに関する概要情報を返しますAWS Organizations、指定さ
れたフィルタ条件に一致するもの。

DescribeAffectedAccountsForOrganization

DescribeAffectedAccountsForOrganization次のリストを返しますAWSのアカウントAWS Organizations提
供されたイベントの影響を受けるもの。

DescribeEventDetailsForOrganization

DescribeEventDetailsForOrganizationの 1 つ以上のアカウントに関する詳細情報を返します。AWS 
Organizations。
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DescribeAffectedEntitiesForOrganization

DescribeAffectedEntitiesForOrganizationフィルタ条件に基づいて、組織の 1 つ以上のイベントの影響を受
けているエンティティのリストを返します。

EnableHealthServiceAccessForOrganization

EnableHealthServiceAccessForOrganizationオペレーショングラントはAWS Healthサービスとの対話許可
AWS Organizationsお客様に代わって、サービスにリンクされたロールを組織の管理アカウントに適用し
ます。

DisableHealthServiceAccessForOrganization

DisableHealthServiceAccessForOrganizationオペレーションはの許可を取り消しますAWS Health対話する
サービスAWS Organizationsお客様に代わって。

DescribeHealthServiceStatusForOrganization

DescribeHealthServiceStatusForOrganizationオペレーションは、有効化または無効化に関するステータス
情報を表示しますAWS Healthあなたの組織と仕事をするには

これらのオペレーションの詳細については、AWS Health API リファレンスを参照してください。

AWS Health API 用の Java コード例
以下の Java コード例では、AWS Health クライアントを初期化して、イベントやエンティティの情報を取
得する方法を示します。

ステップ 1: 認証情報の初期化
AWS Health API との通信には、有効な認証情報が必要です。AWS アカウントに関連付けられている IAM 
ユーザーのキーペアを使用できます。

AWSCredentials インスタンスを作成して初期化します。

AWSCredentials credentials = null;
try { 
       credentials = new ProfileCredentialsProvider("default").getCredentials();
} catch (Exception e) {
throw new AmazonClientException( 
   "Cannot load the credentials from the credential profiles file. " 
   + "Please make sure that your credentials file is at the correct " 
   + "location (/home/username/.aws/credentials), and is in valid format.", e);
}

ステップ 2: を初期化するにはAWS HealthAPI クライ
アント
前のステップで初期化した認証情報オブジェクトを使用して、AWS Health クライアントを作成します。

import com.amazonaws.services.health.AWSHealthClient;

AWSHealth awsHealthClient = new AWSHealthClient(credentials);
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ステップ 3: を使用するAWS Healthイベント情報を取
得する API オペレーション
DescribeEvents

import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventsRequest;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventsResult;
import com.amazonaws.services.health.model.Event;
import com.amazonaws.services.health.model.EventFilter;

DescribeEventsRequest request = new DescribeEventsRequest();

EventFilter filter = new EventFilter();
// Filter on any field from the supported AWS Health EventFilter model.  
// Here is an example for Region us-east-1 events from the EC2 service.
filter.setServices(singletonList("EC2"));
filter.setRegions(singletonList("us-east-1"));
request.setFilter(filter);

DescribeEventsResult response = awsHealthClient.describeEvents(request);
List<Event> resultEvents = response.getEvents();

Event currentEvent = null;
for (Event event : resultEvents) { 
    // Display result event data; here is a subset. 
    System.out.println(event.getArn()); 
    System.out.println(event.getService()); 
    System.out.println(event.getRegion()); 
    System.out.println(event.getAvailabilityZone()); 
    System.out.println(event.getStartTime()); 
    System.out.println(event.getEndTime()); 
 }

DescribeEventAggregates

import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventAggregatesRequest;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventAggregatesResult;
import com.amazonaws.services.health.model.EventAggregate;
import com.amazonaws.services.health.model.EventFilter;

DescribeEventAggregatesRequest request = new DescribeEventAggregatesRequest();
// set the aggregation field
request.setAggregateField("eventTypeCategory");

// filter more on result if needed
EventFilter filter = new EventFilter();
filter.setRegions(singleton("us-east-1"));
request.setFilter(filter);

DescribeEventAggregatesResult response = awsHealthClient.describeEventAggregates(request);

// print event count for each eventTypeCategory
for (EventAggregate aggregate: response.getEventAggregates()) { 
    System.out.println("Event Category:" + aggregate.getAggregateValue()); 
    System.out.println("Event Count:" + aggregate.getCount()); 
 }

DescribeEventDetails

import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventDetailsRequest;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEventDetailsResult;
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ント情報を取得する API オペレーション

import com.amazonaws.services.health.model.Event;
import com.amazonaws.services.health.model.EventDetails;

DescribeEventDetailsRequest describeEventDetailsRequest = new 
 DescribeEventDetailsRequest();
// set event ARN and local value

describeEventDetailsRequest.setEventArns(singletonList("arn:aws:health:us-
east-1::event/service/eventTypeCode/eventId"));
describeEventDetailsRequest.setLocale("en-US");
filter.setEventArns
DescribeEventDetailsResult describeEventDetailsResult = 
 awsHealthClient.describeEventDetails(request);
EventDetails eventDetail = describeEventDetailsResult.getSuccessfulSet().get(0);

// check event-related fields
Event event = eventDetail.getEvent();
System.out.println(event.getService());
System.out.println(event.getRegion());
System.out.println(event.getAvailabilityZone());
System.out.println(event.getStartTime());
System.out.println(event.getEndTime());

// print out event description
System.out.println(eventDetail.getEventDescription().getLatestDescription());

DescribeAffectedEntities

import com.amazonaws.services.health.model.AffectedEntity;
import com.amazonaws.services.health.model.DateTimeRange;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeAffectedEntitiesRequest;
import 
 com.amdescribeEventDetailsRequestazonaws.services.health.model.DescribeAffectedEntitiesResult;

DescribeAffectedEntitiesRequest request = new DescribeAffectedEntitiesRequest();
EntityFilter filter = new EntityFilter();

filter.setEventArns(singletonList("arn:aws:health:us-
east-1::event/service/eventTypeCode/eventId"));

DescribeAffectedEntitiesResult response = 
 awsHealthClient.describeAffectedEntities(request);

for (AffectedEntity affectedEntity: response.getEntities()) { 
    System.out.println(affectedEntity.getEntityValue()); 
    System.out.println(affectedEntity.getAwsAccountId()); 
    System.out.println(affectedEntity.getEntityArn()); 
 }

DescribeEntityAggregates

import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEntityAggregatesRequest;
import com.amazonaws.services.health.model.DescribeEntityAggregatesResult;
import com.amazonaws.services.health.model.EntityAggregate;

DescribeEntityAggregatesRequest request = new DescribeEntityAggregatesRequest();

request.setEventArns(singletonList("arn:aws:health:us-
east-1::event/service/eventTypeCode/eventId"));

DescribeEntityAggregatesResult response = 
 awsHealthClient.describeEntityAggregates(request);

25



AWS Health ユーザーガイド
ステップ 3: を使用するAWS Healthイベ
ント情報を取得する API オペレーション

for (EntityAggregate entityAggregate : response.getEntityAggregates()) { 
    System.out.println(entityAggregate.getEventArn()); 
    System.out.println(entityAggregate.getCount()); 
 }
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データ保護

AWS Health でのセキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のユーザーは、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 Health 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 – お客様の責任は使用する AWS のサービスによって決まります。また、お
客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因につ
いても責任を担います。

このドキュメントは、AWS Health を使用して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 Health 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 Health のサービ
スの使用方法についても説明します。

トピック
• AWS Health でのデータ保護 (p. 27)
• AWS Health のための Identity and Access Management (p. 29)
• AWS Healthでのログ記録とモニタリング (p. 51)
• AWS Health のコンプライアンス検証 (p. 52)
• AWS Health での耐障害性 (p. 52)
• AWS Health 内のインフラストラクチャセキュリティ (p. 53)
• AWS Health での設定と脆弱性の分析 (p. 53)
• AWS Health のセキュリティのベストプラクティス (p. 53)

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

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

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
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AWS Health ユーザーガイド
データ暗号化

• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されます。
• 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 Health または他の AWS のサービス を使用する場合も同様です。タグ、または名前
に使用される自由形式のテキストフィールドに入力されるデータは、請求または診断ログに使用される場
合があります。外部サーバーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、
認証情報を URL に含めないことを強くお勧めします。

データ暗号化
AWS Health がデータを暗号化する方法については、次の情報を参照してください。

データ暗号化とは、転送中 (サービスからお客様の AWS アカウントに移動中) および保存中 (AWS のサー
ビスに保存中) のデータを保護することを指します。転送中のデータは、Transport Layer Security (TLS) を
使用して保護することも、クライアント側の暗号化を使用して保存することもできます。

AWS Health は、E メールアドレスやお客様名などの個人識別情報 (PII) をイベントに記録しません。

保管中の暗号化
AWS Health によって保存されたすべてのデータは、保管時に暗号化されます。

転送中の暗号化
AWS Health との間で送受信されるすべてのデータは、転送中に暗号化されます。

キーの管理
AWS Health は、AWS クラウドで暗号化されたデータのカスタマー管理の暗号化キーをサポートしていま
せん。

インターネットトラフィックのプライバシー
AWS Health がトラフィックのプライバシーを処理する方法については、次の情報を参照してください。

AWS Organizations と連携し、組織の一部である個々の AWS アカウントのイベントを表示できるよう
に、AWS Health を有効にできます。この機能では、運用上の問題、スケジュールされたメンテナンス、
アカウント通知など、すべての AWS Health イベントを一元的に表示できます。

これを行うには、組織の管理アカウントでサインインし、AWS Management Consoleからこの機能を有効
にするか、EnableHealthServiceAccessForOrganizationAPI オペレーションを使用する必要があります。

詳細については、「組織ビューでのアカウント全体の AWS Health イベントの集計 (p. 55)」を参照して
ください。
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AWS Health ユーザーガイド
ID およびアクセス管理

AWS Health のための Identity and Access 
Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御する
ために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に AWS Health リソー
スの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御します。IAM は、無料で使用できる AWS のサー
ビスです。

トピック
• 対象者 (p. 29)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 29)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 31)
• AWS Health と IAM の連携について (p. 33)
• AWS Health アイデンティティベースポリシーの例 (p. 37)
• AWS Health アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 45)
• のサービスにリンクされたロールの使用AWS Health (p. 47)
• AWS Health の AWS マネージドポリシー (p. 48)

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

サービスユーザー - AWS Health 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 Health 機能を使用するとき、追加
のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解すると、管理者から適切な許可
をリクエストするのに役に立ちます。AWS Health の特徴にアクセスできない場合は、「AWS Health アイ
デンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 45)」を参照してください。

サービス管理者 - 社内の AWS Health リソースを担当している場合は、通常、AWS Health 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 Health 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管
理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必要
があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。お客様の会社で AWS 
Health で IAM を利用する方法の詳細については、AWS Health と IAM の連携について (p. 33) をご参照
ください。

IAM 管理者 - 管理者は、AWS Health へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認す
る場合があります。IAM で使用できる AWS Health アイデンティティベースのポリシーの例を表示するに
は、AWS Health アイデンティティベースポリシーの例 (p. 37) を参照してください。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。
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AWS Health ユーザーガイド
ポリシーを使用したアクセスの管理

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

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

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

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

ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。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 Health のアクション、リソース、および条件キー」をご参照ください。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーで IAM の AWS マネージドポリシーを使用することはできません。

AWS Health は、リソースベースの条件をサポートしています。ユーザーが表示できる AWS Health イベ
ントを指定できます。例えば、AWS Health Dashboard 内の特定の Amazon EC2 イベントへの IAM ユー
ザーアクセスのみを許可するポリシーを作成できます。

詳細については、「リソース (p. 34)」を参照してください。

アクセスコントロールリスト
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。
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AWS Health では、ACL はサポートされません。

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

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

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

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

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

AWS Health と IAM の連携について
AWS Health へのアクセスを管理するために IAM を使用する前に、AWS Health でどの IAM特徴が使用で
きるかを理解しておく必要があります。AWS Health およびその他の AWS のサービスが IAM と連携する
方法の概要を把握するには、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携する AWS のサービス」を参照してくだ
さい。

トピック
• AWS Health アイデンティティベースのポリシー (p. 33)
• AWS Health リソースベースのポリシー (p. 36)
• AWS Health タグに基づく認可 (p. 36)
• AWS Health IAM ロール (p. 36)

AWS Health アイデンティティベースのポリシー
IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否されたアクションとリソースを指定でき、
さらにアクションが許可または拒否された条件を指定できます。AWS Health は、特定のアクション、リ
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ソース、および条件キーをサポートします。JSON ポリシーで使用するすべての要素については、「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。

アクション

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

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

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

AWS Healthのポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックス を使用します: health:。た
とえば、DescribeEventDetailsAPI オペレーションを使用して特定のイベントに関する詳細情報などを確認
できます。heath:DescribeEventDetails

ポリシーステートメントには、Action 要素または NotAction 要素を含める必要があります。AWS 
Health は、このサービスで実行できるタスクを記述する一連の独自のアクションを定義します。

単一のステートメントに複数のアクションを指定するには、次のようにコンマで区切ります。

"Action": [ 
      "health:action1", 
      "health:action2"

ワイルドカード (*) を使用して複数のアクションを指定することができます。たとえば、Describe とい
う単語で始まるすべてのアクションを指定するには、以下のアクションを含めます。

"Action": "health:Describe*"

AWS Health アクションのリストを表示するには、IAM ユーザーガイドの「AWS Health によって定義され
たアクション」をご参照ください。

リソース

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

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

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": "*"

AWS Health イベントには、次の Amazon リソースネーム (ARN) 形式があります。
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arn:${Partition}:health:*::event/service/event-type-code/event-ID

たとえば、ステートメントで EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED_ABC123-DEF456 イベントを
指定するには、次の ARN を使用します。

"Resource": "arn:aws:health:*::event/EC2/EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED/
EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED_ABC123-DEF456"

特定のアカウントに属する Amazon EC2 のすべての AWS Health イベントを指定するには、ワイルドカー
ド (*) を使用します。

"Resource": "arn:aws:health:*::event/EC2/*/*"

ARN の形式の詳細については、「Amazon リソースネーム (ARN) と AWS サービスの名前空間」を参照し
てください。

一部の AWS Health アクションは、特定のリソースに対して実行できません。このような場合は、ワイル
ドカード (*) を使用する必要があります。

"Resource": "*"

AWS Health API オペレーションは複数のリソースと関連します。たとえば、DescribeEventsオペレーショ
ンは、指定されたフィルタ条件に一致するイベントに関する情報を返します。これは、IAM ユーザーがこ
のイベントを表示するためのアクセス許可を持っている必要があることを意味します。

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"

AWS Healthヘルスイベント用のリソースレベルの権限のみをサポートし、DescribeAffectedEntitiesおよび
DescribeEventDetailsAPI 操作のみをサポートします。詳細については、「リソースおよびアクションに基
づく条件 (p. 43)」を参照してください。

AWS Health リソースタイプとその ARN のリストを表示するには、IAM ユーザーガイドのAWS Health 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、AWS Health で定義されるアクションを参照してください。

条件キー
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。

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。
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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」をご参照くだ
さい。

AWS Health は独自の条件キーを定義し、一部のグローバル条件キーの使用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。

DescribeAffectedEntitiesおよび DescribeEventDetailsAPI オペレーション
は、health:eventTypeCodehealth:serviceおよび条件キーをサポートします。

AWS Health 条件キーのリストを確認するには、IAM ユーザーガイドの「AWS Health 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、「AWS Health で
定義されるアクション」を参照してください。

例

AWS Health アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、AWS Health アイデンティティベー
スポリシーの例 (p. 37)を参照してください。

AWS Health 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、指定したプリンシパルが AWS Health リソースに対して実行できるアク
ションと実行の条件を指定する JSON ポリシードキュメントです。AWS Health は、ヘルスイベントのリ
ソースベースのアクセス許可ポリシーをサポートしています。リソースベースのポリシーでは、リソー
スごとに他の アカウントに使用許可を付与することができます。リソースベースのポリシーを使用し
て、AWS Health イベントへのアクセスを AWS のサービスに許可することもできます。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、アカウント全体、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は、リソースにアクセスするためのアクセス許
可をプリンシパルエンティティにも付与する必要があります。アクセス許可は、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。

AWS HealthDescribeAffectedEntitiesおよび DescribeEventDetailsAPI 操作のリソースベースのポリシー
のみをサポートします。ポリシーでこれらのアクションを指定して、AWS Health イベントに対してア
クションを実行できるプリンシパルエンティティ (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) を定義できます。

例

AWS Health リソースベースのポリシーの例については、「リソースおよびアクションに基づく条
件 (p. 43)」を参照してください。

AWS Health タグに基づく認可
AWS Health は、リソースのタグ付けやタグに基づいたアクセスの制御をサポートしていません。

AWS Health IAM ロール
IAM ロールは AWS アカウント内のエンティティで、特定の許可を持っています。
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AWS Health でのテンポラリ認証情報の使用
テンポラリ認証情報を使用して、フェデレーションでサインイン、IAM ロールを引き受ける、また
はクロスアカウントロールを引き受けることができます。一時的なセキュリティ認証情報は、AWS 
STSAssumeRoleまたはなどの API オペレーションを呼び出すことで取得できますGetFederationToken。

AWS Health では、一時認証情報の使用をサポートしています。

サービスにリンクされたロール
サービスにリンクされたロールは、AWS サービスが他のサービスのリソースにアクセスして自動的にア
クションを完了することを許可します。サービスにリンクされたロールは IAM アカウント内に表示され、
サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できます
が、編集することはできません。

AWS Health は、AWS Organizations と統合するサービスリンクロールをサポートしています。サービス
にリンクされたロールは、AWSServiceRoleForHealth_Organizations と呼ばれます。このロールに
は、Health_OrganizationsServiceRolePolicyAWS 管理ポリシーが添付されています。AWSAWS Health管
理ポリシーにより、AWS組織内の他のアカウントからヘルスイベントにアクセスできます。

EnableHealthServiceAccessForOrganizationオペレーションを使用して、アカウントに
サービスにリンクされたロールを作成できます。ただし、この機能を無効にする場合
は、DisableHealthServiceAccessForOrganization最初にオペレーションを呼び出す必要があります。その
後、IAM コンソール、IAM API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してロールを削
除できます。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使用」を参照し
てください。

詳細については、「組織ビューでのアカウント全体の AWS Health イベントの集計 (p. 55)」を参照して
ください。

サービスロール
この機能により、ユーザーに代わってサービスがサービスロールを引き受けることが許可されます。この
ロールにより、サービスがユーザーに代わって他のサービスのリソースにアクセスし、アクションを完了
することが許可されます。サービスロールは、IAM アカウントに表示され、アカウントによって所有され
ます。つまり、IAM 管理者が、このロールの許可を変更することができます。ただし、これを行うことに
より、サービスの機能が損なわれる場合があります。

AWS Health はサービスロールをサポートしていません。

AWS Health アイデンティティベースポリシーの例
デフォルトでは、IAM ユーザーおよびロールには、AWS Health リソースを作成または変更するアクセス
許可はありません。また、AWS Management Console や AWS CLI、AWS API を使用してタスクを実行す
ることもできません。IAM 管理者は、ユーザーとロールに必要な、指定されたリソースで特定の API オペ
レーションを実行する許可をユーザーとロールに付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。続い
て、管理者はそれらの許可が必要な IAM ユーザーまたはグループにそのポリシーを添付します。

JSON ポリシードキュメントのこれらの例を使用して、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「JSON タブでのポリシーの作成」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 38)
• AWS Health コンソールを使用する (p. 38)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 39)
• AWS Health Dashboard および AWS Health API へのアクセス (p. 40)
• リソースおよびアクションに基づく条件 (p. 43)
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ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウントで誰かが AWS Health 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
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。

AWS Health コンソールを使用する
AWS Health コンソールにアクセスするには、最小限の許可が必要です。これらの許可により、AWS アカ
ウントの AWS Health リソースに関する詳細を一覧表示および表示できるようにする必要があります。最
小限必要なアクセス許可よりも制限されたアイデンティティベースポリシーを作成すると、そのポリシー
をアタッチしたエンティティ (IAM ユーザーまたはロール) に対してはコンソールが意図したとおりに機能
しません。

これらのエンティティが AWS Health コンソールを使用できるように、次の AWS 管理ポリ
シー、AWSHealthFullAccess をアタッチします。

AWSHealthFullAccess ポリシーでは、エンティティは次のものへのフルアクセスが付与されます。

• AWS 組織内のすべてのアカウントに対する AWS Health 組織ビュー機能の有効化または無効化
• AWS Health コンソール内の AWS Health Dashboard
• AWS Health API オペレーションと通知
• AWS 組織の一部であるアカウントに関する情報の表示
• 管理アカウントの組織単位 (OU) の表示
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Example : AWSHealthFullAccess

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:DisableAWSServiceAccess"          
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": "health.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "health:*", 
                "organizations:DescribeAccount",     
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
                "organizations:ListParents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": "health.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Note

Health_OrganizationsServiceRolePolicyAWS管理ポリシーを使用して、AWS Health組
織内の他のアカウントのイベントを表示することもできます。詳細については、「 のサービスに
リンクされたロールの使用AWS Health (p. 47)」を参照してください。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソールアクセス許可を付与する必
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。

詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ユーザーへのアクセス許可の追加」を参照してください。

自分の許可の表示をユーザーに許可する
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

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

AWS Health Dashboard および AWS Health API へのアクセス
AWS Health Dashboard は、すべての AWS アカウントで使用できます。AWS Health API は、ビジネス、
エンタープライズオンランプ、またはエンタープライズサポートプランのアカウントでのみ使用できま
す。詳細については、「AWS Support」を参照してください。

IAM を使用してエンティティ (ユーザー、グループ、またはロール) を作成し、これらのエンティティに対
して AWS Health Dashboard と AWS Health API へのアクセス許可を付与できます。

デフォルトでは、IAM ユーザーは AWS Health Dashboard または AWS Health API にアクセスできませ
ん。アカウントの AWS Health 情報へのアクセス権をユーザーに付与するには、単一のユーザー、ユー
ザーグループ、またはロールに対して IAM ポリシーをアタッチします。詳細については、「ID (ユー
ザー、グループ、ロール)」と「IAM ポリシーの概要」を参照してください。

IAM ユーザーを作成したら、これらのユーザーに個別のパスワードを付与できます。ユーザーは、アカウ
ント固有のサインインページを使用して、アカウントにサインインし、AWS Health の情報を表示できま
す。詳細については、「ユーザーがアカウントにサインインする方法」を参照してください。

Note

AWS Health Dashboard を表示するアクセス許可を持つ IAM ユーザーには、アカウントのす
べての AWS のサービス間でヘルス情報への読み取り専用アクセスが許可されます。これに
は、Amazon EC2 インスタンス ID などの AWS リソース ID、EC2 インスタンスの IP アドレス、
および一般的なセキュリティ通知が含まれる場合がありますが、これらに限りません。
例えば、IAM ポリシーで AWS Health Dashboard および AWS Health API へのアクセスのみが許
可される場合、ポリシーが適用されるユーザーまたはロールは、他の IAM ポリシーでそのアクセ
スを許可していない場合でも、AWS のサービスまたは関連リソースに関して投稿されたすべての
情報にアクセスできます。

AWS Health には、2 つの API グループを使用できます。
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• 個人アカウント — DescribeEventsDescribeEventDetailsやなどの操作を使用して、AWS Healthアカウン
トのイベントに関する情報を取得できます。

• 組織アカウント — DescribeEventsForOrganizationDescribeEventDetailsForOrganizationやなどの操作を
使用して、AWS Health組織に属するアカウントのイベントに関する情報を取得できます。

使用可能な API オペレーションの詳細については、AWS Health API リファレンスを参照してください。

個々のアクション

IAM ポリシーの Action エレメントを health:Describe* に設定できます。これにより、AWS Health 
Dashboard および AWS Health にアクセスできます。AWS Health は、eventTypeCode およびサービス
に基づくイベントへのアクセスコントロールをサポートしています。

アクセスの説明

このポリシーステートメントは AWS Health Dashboard およびすべての Describe* AWS Health API 
オペレーションへのアクセスを許可します。例えば、このポリシーを持つ IAM ユーザーは、AWS 
Management Console の AWS Health Dashboard にアクセスし、AWS Health DescribeEvents API オペ
レーションを呼び出すことができます。

Example : アクセスの説明

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

アクセスを拒否する

次のポリシーステートメントでは、AWS Health Dashboard と AWS Health API へのアクセスを拒否しま
す。このポリシーを持つ IAM ユーザーは、AWS Management Console で AWS Health Dashboard を表示
できません。また、AWS Health API オペレーションを呼び出すこともできません。

Example : アクセスを拒否する

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

組織ビュー

AWS Health の組織ビューを有効にする場合は、AWS Health および AWS Organizations アクションへア
クセスを許可する必要があります。
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IAM ポリシーの Action 要素には、次のアクセス許可を含める必要があります。

• iam:CreateServiceLinkedRole
• organizations:EnableAWSServiceAccess
• organizations:DescribeAccount
• organizations:DisableAWSServiceAccess
• organizations:ListAccounts
• organizations:ListDelegatedAdministrators
• organizations:ListParents

各 API に必要な正確な権限を確認するには、IAM ユーザーガイドの AWS Health APIs and Notifications で
定義されるアクションを参照してください。

Note

AWS Organizations の AWS Health API にアクセスするには、組織の管理アカウントの認証情報
を使用する必要があります。詳細については、「組織ビューでのアカウント全体の AWS Health 
イベントの集計 (p. 55)」を参照してください。

AWS Health 組織ビューへのアクセス許可

このポリシーステートメントは、組織ビュー機能に必要なすべての AWS Health および AWS 
Organizations アクションへのアクセスを許可します。

Example : AWS Health 組織ビューへのアクセスを許可する

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:DisableAWSServiceAccess" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": "health.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "health:*", 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators",   
                "organizations:ListParents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/health.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForHealth*" 
        } 
    ]
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}

AWS Health 組織ビューへのアクセス拒否

このポリシーステートメントは、AWS Organizations アクションへのアクセスを拒否しますが、個々のア
カウントの AWS Health アクションへのアクセスを許可します。

Example : AWS Health 組織ビューへのアクセスを拒否する

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "health:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
                "organizations:DisableAWSServiceAccess" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "organizations:ServicePrincipal": "health.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "organizations:DescribeAccount", 
                "organizations:ListAccounts", 
                "organizations:ListDelegatedAdministrators", 
                "organizations:ListParents" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/health.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForHealth*" 
        } 
    ]
}

Note

アクセス許可を付与する先のユーザーまたはグループに IAM ポリシーが既にある場合は、そのポ
リシーに対して、ここに示した AWS Health 固有のポリシーステートメントを追加できます。

リソースおよびアクションに基づく条件
AWS Health DescribeAffectedEntitiesおよび DescribeEventDetailsAPI オペレーションの IAM 条件をサ
ポートします。リソースベースおよびアクションベースの条件を使用して、AWS Health API がユーザー、
グループ、またはロールに送信するイベントを制限できます。
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これを行うには、IAM ポリシーの Condition ブロックを更新するか、Resource 要素を設定します。文
字列条件を使用して、特定の AWS Health イベントフィールドに基づいてアクセスを制限できます。

ポリシーに AWS Health イベントを指定する場合、次のフィールドを使用できます。

• eventTypeCode
• service

メモ

• DescribeAffectedEntitiesおよび DescribeEventDetailsAPI オペレーションは、リソースレベルの
権限をサポートします。例えば、特定の AWS Health イベントを許可または拒否するポリシー
を作成できます。

• DescribeAffectedEntitiesForOrganizationおよび DescribeEventDetailsForOrganizationAPI オペ
レーションは、リソースレベルの権限をサポートしていません。

• 詳細については、サービス承認リファレンスの AWS Health APIs and Notifications のアクショ
ン、リソース、条件キーを参照してください。

Example : アクションベースの条件

このポリシーステートメントは、AWS Health Dashboard および AWS Health Describe* API オペレー
ションへのアクセスは許可しますが、Amazon EC2 に関連する AWS Health イベントへのアクセスは拒否
します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "health:Describe*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "health:DescribeAffectedEntities", 
                "health:DescribeEventDetails" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "health:service": "EC2" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Example : リソースベースの条件

次のポリシーでも結果は同じですが、Resource 要素を代わりに使用しています。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
      "health:Describe*" 
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    ], 
    "Resource": "*" 
  }, 
  { 
    "Effect": "Deny", 
    "Action": [ 
      "health:DescribeEventDetails", 
      "health:DescribeAffectedEntities" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:health:*::event/EC2/*/*" 
  }]
}

Example : eventTypeCode 条件

このポリシーステートメントは、AWS Health Dashboard および AWS Health Describe* API オペレー
ションへのアクセスは許可されますが、AWS_EC2_* と一致する eventTypeCode を持つ AWS Health イ
ベントへのアクセスは拒否されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "health:Describe*", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Deny", 
            "Action": [ 
                "health:DescribeAffectedEntities", 
                "health:DescribeEventDetails" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringLike": { 
                    "health:eventTypeCode": "AWS_EC2_*" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Important

DescribeAffectedEntitiesDescribeEventDetailsAWS Healthイベントにアクセスする権限がない
のにおよびオペレーションを呼び出すと、AccessDeniedExceptionエラーが表示されます。
詳細については、「AWS Health アイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティン
グ (p. 45)」を参照してください。

AWS Health アイデンティティとアクセスに関するト
ラブルシューティング
次の情報を使用して、AWS Health と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題を診断およ
び修復します。

トピック
• AWS Health でアクションを実行する権限がありません。 (p. 46)
• iam を実行する権限がないPassRole (p. 46)
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• アクセスキーを表示したい (p. 46)
• 管理者として AWS Health へのアクセスを他のユーザーに許可したい (p. 47)
• AWS アカウント以外の人が私の AWS Health リソースにアクセスできるようにしたい (p. 47)

AWS Health でアクションを実行する権限がありません。
AWS Management Console から、アクションを実行することが認可されていないと通知された場合、管理
者に問い合わせ、サポートを依頼する必要があります。担当の管理者はお客様のユーザー名とパスワード
を発行した人です。

AccessDeniedException エラーは、ユーザーに、AWS Health Dashboard または AWS Health API オ
ペレーションを使用するアクセス許可がない場合に表示されます。

この場合、ユーザーの管理者はポリシーを更新して、ユーザーアクセスを許可する必要があります。

AWS Health API には、AWS Support からのビジネス、エンタープライズオンランプ、またはビジ
ネスサポートプランが必要です ビジネス、エンタープライズオンランプ、またはエンタープライズ
サポートプランのないアカウントから AWS Health API を呼び出すと、次のエラーコードが返されま
す。SubscriptionRequiredException

iam を実行する権限がないPassRole
iam:PassRole アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
AWS Health にロールを渡すことができるようにする必要があります。

一部の AWS のサービスでは、新しいサービスロールやサービスにリンクされたロールを作成せずに、既
存のロールをサービスに渡すことができます。そのためには、サービスにロールを渡す許可が必要です。

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

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

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

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

アクセスキーを表示したい
IAM ユーザーアクセスキーを作成した後は、いつでもアクセスキー ID を表示できます。ただし、シーク
レットアクセスキーを再表示することはできません。シークレットアクセスキーを紛失した場合は、新し
いキーペアを作成する必要があります。

アクセスキーは、アクセスキー ID (例: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) とシークレットアクセスキー (例:
wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY) の 2 つの部分から構成されています。ユーザー名
とパスワードと同様に、リクエストを認証するために、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーの両
方を使用する必要があります。ユーザー名とパスワードと同様に、アクセスキーを安全に管理してくださ
い。

Important

正規のユーザー ID を確認するためであっても、アクセスキーをサードパーティーに提供しないで
ください。提供すると、第三者がアカウントへの永続的なアクセスを取得する場合があります。
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アクセスキーペアを作成する場合、アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを安全な場所に保存す
るように求めるプロンプトが表示されます。このシークレットアクセスキーは、作成時にのみ使用できま
す。シークレットアクセスキーを紛失した場合、IAM ユーザーに新しいアクセスキーを追加する必要があ
ります。アクセスキーは最大 2 つまで持つことができます。既に 2 つある場合は、新しいキーペアを作成
する前に、いずれかを削除する必要があります。手順を表示するには、IAM ユーザーガイドの「アクセス
キーの管理」を参照してください。

管理者として AWS Health へのアクセスを他のユーザーに許可し
たい
AWS Health へのアクセスを他のユーザーに許可するには、アクセスを必要とする人またはアプリケー
ションの IAM エンティティ (ユーザーまたはロール) を作成する必要があります。ユーザーは、このエン
ティティの認証情報を使用して AWS にアクセスします。次に、AWS Health の適切なアクセス許可を付与
するポリシーを、そのエンティティにアタッチする必要があります。

すぐに開始するには、IAM ユーザーガイドの「IAM が委任した最初のユーザーおよびグループの作成」を
参照してください。

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

詳細については、以下をご参照ください。

• AWS Health がこれらの機能をサポートしているかどうかを確認するには、AWS Health と IAM の連携
について (p. 33) をご参照ください。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、IAM ユー
ザーガイドの「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提供」
を参照してください。

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

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

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

のサービスにリンクされたロールの使用AWS Health
AWS Health は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスにリンクされたロールを使用しま
す。サービスにリンクされたロールは、AWS Health に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールで
す。サービスにリンクされたロールは、AWS Healthによって事前に定義されたロールであり、サービ
スから、ユーザーに代わってサービスからの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。AWS のサービス

サービスにリンクされたロールを使用して、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がありませ
ん。AWS Health AWS Healthは、サービスにリンクされたロールのアクセス許可を定義します。特に定義
されている場合を除き、そのロールのみがそのロールを引き受けることができます。特に定義されている
場合を除き、AWS Healthそのロールを引き受けることができます。特に定義されている場合を除き、定
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義された許可には信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれ、そ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。

AWS Health のサービスにリンクされたロールの許可
AWS Healthには 2 つのサービスにリンクされたロールがあります。

• AWSServiceRoleForHealth_Organizations— このロールは、AWS Health 
(health.amazonaws.com)AWS のサービス がユーザーに代わってアクセスするロールを引き受けま
す。Health_OrganizationsServiceRolePolicyAWSこのロールには管理ポリシーが付随していま
す。

• AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor— このロールは、AWS Healthサービスプリンシパル 
(event-processor.health.amazonaws.com) がユーザーに代わってロールを引き受けてくれるこ
とを信頼します。AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicyAWSこのロールには管理ポ
リシーが付随しています。サービスはこのロールを使用して、AWSインシデント検出と対応のための 
Amazon EventBridge マネージドルールを作成します。このルールは、AWS アカウントAWS Healthア
カウントからアラーム状態変更情報を配信するために必要なインフラストラクチャです。

AWS管理ポリシーの詳細については、を参照してくださいAWS Health の AWS マネージドポリ
シー (p. 48)。

AWS Health のサービスにリンクされたロールの作成
AWSServiceRoleForHealth_Organizations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。EnableHealthServiceAccessForOrganizationオペレーションを呼び出すと、AWS Healthこのサービ
スにリンクされたロールがアカウントに自動的に作成されます。

AWSServiceRoleForHealth_EventProcessorサービスにリンクされたロールはアカウントに手動で作成され
る必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスリンクロールの作成」を参照
してください。

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

AWS Health のサービスにリンクされたロールの削除
AWSServiceRoleForHealth_Organizationsロールを削除するに
は、DisableHealthServiceAccessForOrganizationまずオペレーションを呼び出す必要があります。その
後、IAM コンソール、IAM API、または AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してロールを削
除できます。

AWSServiceRoleForHealth_EventProcessorロールを削除するには、AWS Support問い合わせて、AWSイ
ンシデント検出と対応からワークロードをオフボーディングするよう依頼してください。このプロセスが
完了したら、IAM コンソール、IAM API、、、またはを使用してロールを削除できますAWS CLI。

関連情報
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使用」を参照してください。

AWS Health の AWS マネージドポリシー
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ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースをターゲット範囲に含めており、AWS 
アカウント で利用できます。AWS マネージドポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWS 
マネージドポリシー」を参照してください。

AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、更新します。AWS マネージドポリシーの許可
を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネージ
ドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、す
べてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上げら
れた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリシー
を更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しないた
め、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。

さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ViewOnlyAccess AWS マネージドポリシーでは、多くの AWS のサービス およびリソー
スへの読み込み専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明
については、IAM ユーザーガイドのジョブ機能の AWS 管理ポリシーを参照してください。

AWS Health には次のマネージドポリシーがあります。

目次
• AWS マネージドポリシー: AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy (p. 49)
• AWS マネージドポリシー: Health_OrganizationsServiceRolePolicy (p. 50)
• AWS Health マネージドポリシーの AWS 更新 (p. 51)

AWS マネージドポリシー: 
AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy
AWS Health は、AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy AWS マネージドポリシーを使用します。
このマネージドポリシーは、AWSServiceRoleForHealth_EventProcessor サービスにリンクされた
ロールにアタッチされます。このポリシーは、サービスにリンクされたロールがユーザーに代わってアク
ションを完了することを許可します。このポリシーを IAM エンティティにアタッチすることはできませ
ん。詳細については、「 のサービスにリンクされたロールの使用AWS Health (p. 47)」を参照してくだ
さい。

管理ポリシーには、AWSインシデント検出と対応のための AmazonAWS Health EventBridge ルールへの
アクセスを許可する以下の権限があります。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• events— EventBridge ルールを記述および削除し、それらのルールのターゲットを記述および更新しま
す。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "events:DeleteRule", 
                "events:PutTargets", 
                "events:PutRule", 
                "events:RemoveTargets" 
            ], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "events:ManagedBy": "event-processor.health.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "events:DescribeRule", 
                "events:ListTargetsByRule" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ポリシーの変更点の一覧については、を参照してくださいAWS Health マネージドポリシーの AWS 更
新 (p. 51)。

AWS マネージドポリシー: 
Health_OrganizationsServiceRolePolicy
AWS Health は、Health_OrganizationsServiceRolePolicy AWS マネージドポリシーを使用します。このマ
ネージドポリシーは、AWSServiceRoleForHealth_Organizations サービスにリンクされたロールに
アタッチされます。このポリシーは、サービスにリンクされたロールがユーザーに代わってアクションを
完了することを許可します。このポリシーを IAM エンティティにアタッチすることはできません。詳細に
ついては、「 のサービスにリンクされたロールの使用AWS Health (p. 47)」を参照してください。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• organizations— OrganizationsAWS OrganizationsAWS のサービス 内のアカウントと組織で使用で
きるアカウントについて説明します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "organizations:ListAccounts", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListAWSServiceAccessForOrganization0", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
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            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ポリシーの変更点の一覧については、を参照してくださいAWS Health マネージドポリシーの AWS 更
新 (p. 51)。

AWS Health 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 Health マネージドポリシーの更新に
関する詳細を表示します。このページへの変更に関する自動アラートについては、AWS Health のドキュ
メント履歴 (p. 83) ページの RSS フィードを購読してください。

次の表は、2022 年 1 月 13 日現在のAWS Healthマネージドポリシーの重要な更新について説明していま
す。

AWS Health

変更 説明 日付

変更ログが発行されました AWS Health マネージドポリシー
のログを変更します。

2023 年 1 月 13 日

AWS Healthでのログ記録とモニタリング
モニタリングは、AWS Health およびその他の AWS ソリューションの信頼性、可用性、およびパフォー
マンスを維持する上で重要な部分です。AWS には、AWS Health を監視したり、問題が発生したときに報
告したり、必要に応じてアクションを実行したりするために以下のモニタリングツールが用意されていま
す。

• Amazon は、AWSリソース、および CloudWatchAWSで実行しているアプリケーションをリアルタイム
にモニタリングします。メトリクスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、および指
定したメトリクスが指定したしきい値に達したときに通知またはアクションを実行するアラームの設定
を行うことができます。たとえば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスの CPU 
CloudWatch 使用率などのメトリクスを追跡し、必要に応じて新しいインスタンスを自動的に起動する
ことができます。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」。

• Amazon EventBridge は、 near-real-time AWSリソースの変更を記述したシステムイベントのストリー
ムを配信します。 EventBridge 自動イベント駆動型コンピューティングを可能にします。特定のイベ
ントを監視し、これらのイベントが発生したときに他の AWS サービスで自動アクションをトリガー
するルールを記述できます。詳細については、「AmazonAWS Health によるイベントのモニタリング 
EventBridge (p. 66)」を参照してください。

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

詳細については、「AWS Health のモニタリング (p. 80)」を参照してください。
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AWS Health のコンプライアンス検証
AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。

AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

AWS のサービス を使用する際のユーザーのコンプライアンス責任は、ユーザーのデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンス
に役立つ次のリソースを提供しています。

• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキテ
クチャ上の考慮事項について説明し、セキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン環
境を AWS にデプロイするためのステップを示します。

• 「アマゾン ウェブ サービスでの HIPAA のセキュリティとコンプライアンスのためのアーキテクチャ」 
– このホワイトペーパーは、企業が AWS を使用して HIPAA 対象アプリケーションを作成する方法を説
明しています。

Note

すべての AWS のサービス が HIPAA 適格であるわけではありません。詳細については、
「HIPAA 対応サービスのリファレンス」を参照してください。

• AWS コンプライアンスのリソース– このワークブックおよびガイドのコレクションは、顧客の業界と拠
点に適用されるものである場合があります。

• AWS Config デベロッパーガイドのルールでのリソースの評価 - AWS Config サービスでは、自社のプラ
クティス、業界ガイドライン、および規制に対するリソースの設定の準拠状態を評価します。

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的なビューを提供
します。Security Hub では、セキュリティコントロールを使用して AWS リソースを評価し、セキュリ
ティ業界標準とベストプラクティスに対するコンプライアンスをチェックします。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub のコントロールリファレンス」を参照し
てください。

• AWS Audit Manager - この AWS のサービス は AWS の使用状況を継続的に監査し、リスクの管理方法
やコンプライアンスを業界スタンダードへの準拠を簡素化するために役立ちます。

AWS Health での耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で Connect されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラ
ビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションと
データベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複
数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性が高く、フォールトトレラントで、スケーラブル
です。

AWS Health イベントは複数のアベイラビリティーゾーンに保存され、レプリケートされます。この方法
により、AWS Health Dashboard または AWS Health API オペレーションからアクセスできるようになり
ます。AWS Health イベントは発生日から最大 90 日間表示できます。

AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、AWS グローバルインフラストラク
チャを参照してください。

52

http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
http://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://docs.aws.amazon.com/artifact/latest/ug/downloading-documents.html
http://aws.amazon.com/quickstart/?awsf.quickstart-homepage-filter=categories%23security-identity-compliance
https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/architecting-hipaa-security-and-compliance-on-aws/welcome.html
http://aws.amazon.com/compliance/hipaa-eligible-services-reference/
http://aws.amazon.com/compliance/resources/
https://docs.aws.amazon.com/config/latest/developerguide/evaluate-config.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub.html
https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-controls-reference.html
https://docs.aws.amazon.com/audit-manager/latest/userguide/what-is.html
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/
http://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/


AWS Health ユーザーガイド
インフラストラクチャセキュリティ

AWS Health 内のインフラストラクチャセキュリ
ティ

マネージドサービスである AWS Health 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 公開版 API コールを使用して、ネットワーク経由で AWS Health にアクセスします。クライアント
で Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以降が推奨さ
れています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE) 
などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされている必要
があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされています。

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

AWS Health での設定と脆弱性の分析
構成および IT 管理は、AWS とお客様の間で共有される責任です。詳細については、AWS 責任共有モデ
ルを参照してください。

AWS Health のセキュリティのベストプラクティス
AWS Health を使用するには、次のベストプラクティスを確認します。

AWS Health ユーザーへの最小限のアクセス許可の付
与
最小権限の原則に従って、 のユーザーおよびグループのアクセスポリシーのアクセス許可には最小限
のものを使用します。例えば、AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーの AWS Health 
Dashboard へのアクセスを許可できます。ただし、同じユーザーに AWS Organizations へのアクセスを有
効または無効にすることを許可しない場合があります。

詳細については、「AWS Health アイデンティティベースポリシーの例 (p. 37)」を参照してください。

AWS Health Dashboard を表示する
AWS Health Dashboard を頻繁にチェックして、アカウントやアプリケーションに影響する可能性のある
イベントを特定します。例えば、更新する必要がある Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) イン
スタンスなど、リソースに関するイベント通知を受け取ることがあります。

詳細については、「の開始方法AWS Healthダッシュボード — アカウントの状態 (p. 9)」を参照してくださ
い。

Amazon Chime または Slack との AWS Health の統合
AWS Health をチャットツールと統合できます。この統合により、ユーザーまたチームは、AWS Health イ
ベントについてリアルタイムで通知を受け取ることができます。詳細については、の「AWS Healthツー
ル」を参照してください GitHub。
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AWS Health イベントの監視

AWS Health イベントの監視
を Amazon CloudWatch EventsAWS Health と統合して、特定のイベントのルールを作成できま
す。Events CloudWatch がルールに一致するイベントを検出すると、通知を受け取り、アクションを実行
できます。 CloudWatch イベントイベントはリージョン固有であるため、アプリケーションまたはインフ
ラストラクチャが存在するリージョンにこのサービスを設定する必要があります。

場合によっては、AWS Health イベントのリージョンを決定できないことがあります。このような場合、
デフォルトで米国東部 (バージニア北部)リージョンにイベントが表示されます。 CloudWatch このリー
ジョンにイベントを設定して、これらのイベントを確実に監視できます。

詳細については、「AmazonAWS Health によるイベントのモニタリング EventBridge (p. 66)」を参照
してください。
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前提条件

組織ビューでのアカウント全体の 
AWS Health イベントの集計

デフォルトでは、AWS Health を使用して 1 つの AWS アカウントの AWS Health イベントを表示できま
す。AWS Organizations では、組織全体で AWS Health を一元的に表示することもできます。この機能に
より、1 つのアカウントオペレーションと同じ情報にアクセスできます。フィルターを使用して、AWS の
特定のリージョン、アカウント、およびサービスのイベントを表示できます。

イベントを集計し、運用イベントの影響を受けている組織内のアカウントや、セキュリティの脆弱性の通
知を受けている組織内のアカウントを特定できます。また、この情報を使用して、組織全体のリソース
メンテナンスイベントを事前に管理および自動化することもできます。この機能を使用して、更新または
コードの変更が必要な可能性のある AWS サービスに対する今後の変更について常に最新情報を把握でき
ます。

Important

• AWS Health では、組織ビューを有効にする前に組織内で発生したイベントは記録されませ
ん。例えば、この機能を有効にする前に組織内のメンバーアカウント (111122223333) が 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) のイベントを受信した場合、このイベントは組
織ビューに表示されません。

• 組織内のアカウントに送信された AWS Health イベントは、これらのアカウントの 1 つ以上が
組織を離れた場合でも、そのイベントが使用可能である限り、組織ビューに最大90日間表示さ
れます。

• 組織のイベントは、削除されるまで 90 日前使用可能です。このクォータを増やすことはできま
せん。

前提条件
組織ビューを使用する前に、次のことを行う必要があります。

• すべての機能が有効な組織に参加する。
• AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザーとして管理アカウントにサインインするか、IAM 

ロールを引き受ける。

組織の管理アカウントでルートユーザーとしてサインインすることもできます (推奨されません) 。詳細
については、IAM ユーザーガイドの AWS アカウントのルートユーザーアクセスキーをロックするを参
照してください。

• IAM ユーザーとしてサインインする場合は、AWSHealthFullAccess ポリシーなど、AWS Health およ
び Organizations アクションへのアクセスを付与する IAM ポリシーを使用します。詳細については、
「AWS Health アイデンティティベースポリシーの例 (p. 37)」を参照してください。

トピックス

• 組織ビュー (コンソール) (p. 55)
• 組織ビュー (CLI) (p. 61)

組織ビュー (コンソール)
AWS Health コンソールを使用して、AWS 組織内のヘルスイベントを一元的に表示します。
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AWS Health ユーザーガイド
組織ビューの有効化 (コンソール)

組織ビューは、すべての AWS Support プランで追加コストなしに AWS Health コンソールで使用できま
す。

Note

管理アカウントでこの機能へのアクセスをユーザーに許可するには、AWSHealthFullAccess ポリ
シーなどのアクセス許可が必要です。詳細については、「AWS Health アイデンティティベース
ポリシーの例 (p. 37)」を参照してください。

目次
• 組織ビューの有効化 (コンソール) (p. 56)
• 組織ビューイベントの表示 (コンソール) (p. 57)

• 未解決の問題と最近の問題 (p. 57)
• 予定されている変更 (p. 58)
• その他の通知 (p. 58)
• イベントログ (p. 58)

• 影響を受けるアカウントとリソースの表示 (コンソール) (p. 60)
• 組織ビューの無効化 (コンソール) (p. 61)

組織ビューの有効化 (コンソール)
組織ビューは、AWS Health コンソールから有効にできます。AWS 組織の管理アカウントにサインインす
る必要があります。

組織のAWS Healthダッシュボードを表示するには

1. https://health.aws.amazon.com/health/homeAWS Health でダッシュボードを開きます。
2. ナビゲーションペインの [組織の状態] で、[構成] を選択します。
3. [Enable organizational view] (組織ビューの有効化) ページで、[Enable organizational view] (組織

ビューの有効化) を選択します。

4. (オプション) 組織単位 (OU) の作成など、AWS 組織に変更を加える場合は、[Manage AWS 
Organizations] (Amazon Organizations の管理) を選択します。

詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイド」の「AWS Organizations の使用開始」を参
照してください。

メモ

• この機能の有効化は非同期プロセスであり、完了するまでに時間がかかります。組織内のアカ
ウント数によっては、アカウントの読み込みに数分かかる場合があります。そのままにして、
後で AWS Health コンソールを確認することができます。

• ビジネスSupport プラン、エンタープライズオンランプサポートプラン、またはエンタープラ
イズサポートプランを使用する場合は、DescribeHealthServiceStatusForOrganizationAPI オペ
レーションを呼び出して、プロセスのステータスを確認できます。
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組織ビューイベントの表示 (コンソール)

• この機能を有効にすると、Health_OrganizationsServiceRolePolicyAWS管理ポリシー
を持つAWSServiceRoleForHealth_Organizationsサービスにリンクされたロールが組織
内の管理アカウントに適用されます。詳細については、「 のサービスにリンクされたロールの
使用AWS Health (p. 47)」を参照してください。

組織ビューイベントの表示 (コンソール)
組織ビューを有効にすると、AWS Health は組織内のすべてのアカウントのヘルスイベントを表示しま
す。

アカウントが組織に参加すると、AWS Health は、自動的にそのアカウントを組織ビューに追加します。
アカウントが組織から離れると、そのアカウントからの新しいイベントが組織ビューに記録されなくなり
ます。ただし、既存のイベントは残り、90 日間の制限までそのクエリを実行できます。

AWS は、管理者アカウントの閉鎖の発効日から 90 日間にわたり、そのアカウントのポリシーデータを保
持します。90 日の期間の終了時、AWS は、アカウントのすべてのポリシーデータを完全に削除します。

• 結果を 90 日を超えて保持するには、ポリシーをアーカイブします。 EventBridge ルールを用いてカス
タムアクションを使用して、結果を S3 バケットに保存することもできます。

• AWS がポリシーデータを保持している限り、閉鎖されたアカウントを再度開くと、AWS は、アカウン
トをサービス管理者として再割り当てし、そのアカウントのサービスポリシーデータを回復します。

• 詳細については、「アカウントの閉鎖」を参照してください。

Important

AWS GovCloud (US) リージョンの顧客の場合

• アカウントを閉鎖する前に、アカウントリソースをバックアップしてから、削除します。アカ
ウントを閉鎖した後は、もうそのアカウントへのアクセス権はなくなります。

Note

この機能を有効にすると、AWS HealthAWS Healthコンソールはダッシュボードのパブリックイ
ベント-過去 7 日間の Service Health を表示できます。これらのパブリックイベントは、組織内の
アカウントに固有のものではありません。AWS Healthダッシュボードイベント — サービスの稼
働状況は、リージョンでのAWSサービスの可用性に関する公開情報を提供します。

以下のページで組織ビューイベントを表示できます:.

トピック

• 未公開号と最新号 (p. 10)
• 予定されている変更 (p. 58)
• その他の通知 (p. 58)
• イベントログ (p. 58)

未解決の問題と最近の問題
[未解決の問題および最近の問題] タブを使用して、組織に影響するAWS のサービス変更やリソースな
ど、AWSインフラストラクチャに影響する可能性のあるイベントを表示できます。

組織ビューイベントを表示するには

1. https://health.aws.amazon.com/health/homeAWS Health でダッシュボードを開きます。
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組織ビューイベントの表示 (コンソール)

2. ナビゲーションペインの [組織の状態] で、[未解決の問題と最近の問題] を選択すると、最近報告され
たイベントが表示されます。

3. イベントを選択してください。[詳細] タブで、イベントに関する次の情報を確認できます。

• イベント名
• ステータス
• リージョン/アベイラビリティーゾーン
• 影響を受けるアカウント
• 開始時間
• 終了時間
• カテゴリ
• 説明

Example : 組織ビューの未解決の問題

次の Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) イベントが組織ビューの [未解決の問題] タブに
表示され、組織内の 1 つのアカウントが影響を受けています。

予定されている変更
「スケジュールされた変更」タブを使用して、組織に影響する可能性のある今後のイベントを表示しま
す。これらのイベントには、サービスの定期メンテナンスアクティビティが含まれる場合があります。

その他の通知
「通知」タブを使用すると、組織に影響する可能性のある過去 7 日間のその他の通知や進行中のイベント
をすべて確認できます。これには、証明書のローテーション、請求通知、セキュリティ上の脆弱性などの
イベントが含まれる場合があります。

イベントログ
また、[Event log] タブを使用して、組織ビューのAWS Healthイベントを表示できます。列のレイアウトと
動作は [未解決の問題と最近の問題] タブと似ていますが、[イベントログ] タブには、追加の列と [イベン
ト] カテゴリ、[ステータス]、[開始時間] などのフィルターオプションが含まれている点が異なります。
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組織ビューイベントの表示 (コンソール)

イベントログタブで組織ビューイベントを表示するには

1. https://health.aws.amazon.com/health/homeAWS Health でダッシュボードを開きます。
2. ナビゲーションペインの [組織の状態] で、[イベントログ] を選択します。
3. [イベントログ] で、イベント名を選択します。イベントに関する以下の情報を確認できます。

• イベント名
• ステータス
• リージョン/アベイラビリティーゾーン
• 影響を受けるアカウント
• 開始時間
• 終了時間
• カテゴリ
• 説明

Example : 組織ビューのイベントログタブ

次の Amazon DynamoDB (DynamoDB) イベントの例が [イベントログ] タブに表示され、組織内の 2 つの
アカウントが影響を受けています。
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AWS Health ユーザーガイド
影響を受けるアカウントとリソースの表示 (コンソール)

影響を受けるアカウントとリソースの表示 (コンソー
ル)
[組織のヘルス] で、イベントの影響を受けている組織内のアカウントおよび関連するリソースを表示でき
ます。例えば、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのメンテナンスという今後の
イベントがある場合、Amazon EC2 インスタンスを持つ組織内のアカウントを [詳細] タブに表示できま
す。具体的なリソースを特定し、アカウント所有者に連絡することができます。

影響を受けるアカウントとリソースを表示するには

1. https://health.aws.amazon.com/health/homeAWS Health でダッシュボードを開きます。
2. ナビゲーションペインの [組織のヘルス] で、タブの [Your Organization Health] で、タブの 1 つを選択

します。
3. 該当アカウントに値するイベントを選択してください。
4. [Affected accounts] (影響を受けるアカウント) タブを選択します。
5. [Show account details] (アカウント詳細の表示) を選択し、アカウントに関する次の情報を表示しま

す。

• アカウント ID
• アカウント名
• プライマリ E メール
• 組織単位 (OU)

6. アカウントを展開して、影響を受けるリソースを表示します。
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組織ビューの無効化 (コンソール)

7. リソースが 10 を超える場合は、[View all resources] (すべてのリソースを表示) を選択して表示しま
す。

8. この特定のイベントをアカウント ID でフィルタリングするには、次の手順を実行します。

a. [Affected accounts] (影響を受けるアカウント) タブで、[Add filter] (フィルタの追加) を選択
し、[Account ID] (アカウント ID) を入力します。一度に入力できるアカウント ID は 1 つだけで
す。

b. [Apply] (適用) を選択します。入力したアカウントが一覧に表示されます。

組織ビューの無効化 (コンソール)
組織のイベントを集計したくない場合は、管理アカウントからこの機能をオフにすることができます。

AWS Health は組織内の他のすべてのアカウントのイベントの集計を停止します。組織の以前のイベント
は、削除されるまで引き続き表示できます。

組織ビューを無効にするには

1. https://health.aws.amazon.com/health/homeAWS Health でダッシュボードを開きます。
2. ナビゲーションペインの [組織の状態] で、[構成] を選択します。
3. [Enable organizational view] (組織ビューの有効化) ページで、[Disable organizational view] (組織

ビューの無効化) を選択します。

この機能をオフにすると、AWS Health は組織のイベントを集計しなくなります。ただし、サービスにリ
ンクされたロールは、AWS Identity and Access Management (IAM) コンソール、IAM API、または AWS 
Command Line Interface (AWS CLI) で削除するまで管理アカウントに残ります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドのサービスにリンクされたロールの削除を参照してください。

組織ビュー (CLI)
AWS Health コンソールの代わりに、AWS Command Line Interface (AWS CLI) から組織ビュー機能を有効
にすることもできます。コンソールを使用するには、「組織ビューの有効化 (コンソール) (p. 56)」を参
照してください。

Note

組織ビュー機能用の管理アカウントへのアクセスをユーザーに許可するに
は、AWSHealthFullAccess ポリシーなどのアクセス許可が必要です。詳細については、「AWS 
Health アイデンティティベースポリシーの例 (p. 37)」を参照してください。

トピック
• 組織ビューの有効化 (CLI) (p. 62)
• 組織ビューイベントの表示 (CLI) (p. 63)
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• 組織ビューの無効化 (CLI) (p. 64)
• AWS Health 組織ビュー API オペレーション (p. 64)

組織ビューの有効化 (CLI)
組織ビューは、EnableHealthServiceAccessForOrganizationAPI オペレーションを使用してのみ有効にでき
ます。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) または独自のコードを使用して、このオペレーションを呼び出
すことができます。

Note

• AWS Health API を呼び出すには、ビジネスサポートプラン、エンタープライズ On-Ramp サ
ポートプラン、またはエンタープライズサポートプランが必要です。

• 米国東部 (バージニア北部) リージョンのエンドポイントを使用する必要があります。

Example

次の AWS CLI コマンドは、AWS アカウントからこの機能を有効にします。このコマンドは、管理アカウ
ントから、または必要なアクセス許可を持つロールを引き受けることができるアカウントから使用できま
す。

aws health enable-health-service-access-for-organization --region us-east-1

次のコード例では、EnableHealthServiceAccessForOrganizationAPI オペレーションを呼び出します。

Python

import boto3

client = boto3.client('health')

response = client.enable_health_service_access_for_organization()

print(response)

Java

次の例では、バージョン Java 2.0 用の AWS SDK を使用できます。

import software.amazon.awssdk.services.health.HealthClient;
import software.amazon.awssdk.services.health.HealthClientBuilder; 
  
import software.amazon.awssdk.services.health.model.ConcurrentModificationException;
import 
 software.amazon.awssdk.services.health.model.EnableHealthServiceAccessForOrganizationRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.health.model.EnableHealthServiceAccessForOrganizationResponse;
import 
 software.amazon.awssdk.services.health.model.DescribeHealthServiceStatusForOrganizationRequest;
import 
 software.amazon.awssdk.services.health.model.DescribeHealthServiceStatusForOrganizationResponse; 
  
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider; 
  
import software.amazon.awssdk.regions.Region; 
  

62

https://docs.aws.amazon.com/health/latest/APIReference/API_EnableHealthServiceAccessForOrganization.html
http://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/business/
http://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/enterprise-onramp
http://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/enterprise
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/APIReference/API_EnableHealthServiceAccessForOrganization.html


AWS Health ユーザーガイド
組織ビューイベントの表示 (CLI)

public class EnableHealthServiceAccessDemo { 
    public static void main(String[] args) { 
        HealthClient client = HealthClient.builder() 
            .region(Region.US_EAST_1) 
            .credentialsProvider( 
                DefaultCredentialsProvider.builder().build() 
            ) 
            .build(); 
  
        try { 
            DescribeHealthServiceStatusForOrganizationResponse statusResponse = 
 client.describeHealthServiceStatusForOrganization( 
                DescribeHealthServiceStatusForOrganizationRequest.builder().build() 
            ); 
  
            String status = statusResponse.healthServiceAccessStatusForOrganization(); 
            if ("ENABLED".equals(status)) { 
                System.out.println("EnableHealthServiceAccessForOrganization already 
 enabled!"); 
                return; 
            } 
  
            client.enableHealthServiceAccessForOrganization( 
                EnableHealthServiceAccessForOrganizationRequest.builder().build() 
            ); 
  
            System.out.println("EnableHealthServiceAccessForOrganization is in 
 progress"); 
        } catch (ConcurrentModificationException cme) { 
            System.out.println("EnableHealthServiceAccessForOrganization is already in 
 progress. Wait for the action to complete before trying again."); 
        } catch (Exception e) { 
            System.out.println("EnableHealthServiceAccessForOrganization FAILED: " + 
 e); 
        } 
    }
}

詳細については、 AWS SDK for Java 2.0 開発者ガイドを参照してください。

この機能を有効にすると、Health_OrganizationsServiceRolePolicyAWS
管理ポリシーを持つ AWG ロールが組織内の管理アカウントに適用されま
す。AWSServiceRoleForHealth_Organizations

Note

この機能の有効化は非同期プロセスであり、完了するまでに時間がかかりま
す。DescribeHealthServiceStatusForOrganizationオペレーションを呼び出して、このプロセスの
ステータスを確認できます。

組織ビューイベントの表示 (CLI)
この機能を有効にした後、AWS Health は、組織内のアカウントに影響を与えるイベントの記録を開始し
ます。アカウントが組織に参加すると、AWS Health は、自動的にそのアカウントを組織ビューに追加し
ます。

Note

AWS Health では、組織ビューを有効にする前に組織内で発生したイベントは記録されません。

アカウントが組織から離れると、そのアカウントからの新しいイベントが組織ビューに記録されなくなり
ます。ただし、既存のイベントは残り、90 日間の制限までそのクエリを実行できます。

63

https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/APIReference/API_DescribeHealthServiceStatusForOrganization.html


AWS Health ユーザーガイド
組織ビューの無効化 (CLI)

AWS は、管理者アカウントの閉鎖の発効日から 90 日間にわたり、そのアカウントのポリシーデータを保
持します。90 日の期間の終了時、AWS は、アカウントのすべてのポリシーデータを完全に削除します。

• 結果を 90 日を超えて保持するには、ポリシーをアーカイブします。 EventBridge ルールを用いてカス
タムアクションを使用して、結果を S3 バケットに保存することもできます。

• AWS がポリシーデータを保持している限り、閉鎖されたアカウントを再度開くと、AWS は、アカウン
トをサービス管理者として再割り当てし、そのアカウントのサービスポリシーデータを回復します。

• 詳細については、「アカウントの閉鎖」を参照してください。

Important

AWS GovCloud (US) リージョンの顧客の場合

• アカウントを閉鎖する前に、アカウントリソースをバックアップしてから、削除します。アカ
ウントを閉鎖した後は、もうそのアカウントへのアクセス権はなくなります。

AWS Health API オペレーションを使用して、組織ビューからイベントを返すことができます。

Example : 組織ビューイベントの説明

次の AWS CLI コマンドは、組織内の AWS アカウントのヘルスイベントを返します。

aws health describe-events-for-organization --region us-east-1

その他の AWS Health API オペレーションについては、次のセクションを参照してください。

組織ビューの無効化 (CLI)
組織ビューは、DisableHealthServiceAccessForOrganizationAPI オペレーションを使用して無効にするこ
とができます。

Example

次の AWS CLI コマンドは、アカウントからこの機能を無効にします。

aws health disable-health-service-access-for-organization --region us-east-1

Note

また、OrganizationsAWSServiceAccess API オペレーションを使用して、組織機能を無効にする
こともできます。このオペレーションを呼び出し後、AWS Health は、組織内の他のすべてのア
カウントのイベントの集計を停止します。組織ビューの AWS Health API オペレーションを呼び
出すと、AWS Health はエラーを返します。AWS Health は AWS アカウントのヘルスイベントを
引き続き集計します。

この機能を無効にすると、AWS Health は組織からのイベントを集約しなくなります。ただし、サービス
にリンクされたロールは、AWS Identity and Access Management (IAM) コンソール、IAM API、または 
AWS CLI から削除するまで管理アカウントに残ります。詳細については、IAM ユーザーガイドのサービス
にリンクされたロールの削除を参照してください。

AWS Health 組織ビュー API オペレーション
組織ビューには、次の AWS Health API オペレーションを使用できます。
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AWS Health ユーザーガイド
AWS Health 組織ビュー API オペレーション

• DescribeEventsForOrganization— 組織全体のイベントに関する概要情報を返します。
• DescribeAffectedAccountsForOrganization—AWS 指定されたイベントの影響を受けている組織内のアカ

ウントのリストを返します。
• DescribeEventDetailsForOrganization— 組織内の 1 つ以上のアカウントの指定されたイベントに関する

詳細情報を返します。
• DescribeAffectedEntitiesForOrganization— 組織内の 1 つ以上のアカウントの 1 つ以上のイベントの影響

を受けているエンティティのリストを返します。

次のオペレーションを使用すると、AWS Health による Organizations の操作を有効化または無効化できま
す。

• EnableHealthServiceAccessForOrganization— OrganizationsAWS Health と対話するためのアクセス許
可を付与し、SLR を組織内の管理アカウントに適用します。

• DisableHealthServiceAccessForOrganization— OrganizationsAWS Health とのやり取りの許可を取り消
します。

• DescribeHealthServiceStatusForOrganization— 組織でAWS Healthが有効になっているかどうかに関す
るステータス情報を返します。

これらの API オペレーションを呼び出すには、ビジネスサポートプラン、エンタープライズ 
On-Ramp サポートプラン、またはエンタープライズサポートプランが必要です。少なくとも
ビジネスサポートプランがあるアカウントから DescribeEventForOrganization および
DescribeAffectedAccountsForOrganization オペレーションを呼び出すと、個々のアカウントの
サポートレベルに関係なく、組織内の任意のアカウントに関する情報を返すことができます。次の 例を参
照してください。

Example 例: ビジネスサポートプランと開発者サポートプランがあるアカウントを持つ組織

• 組織に 3 つのアカウントがあります。管理アカウントにビジネスサポートプランがあり、残りの 2 つの
アカウントに開発者サポートプランがあります。

• 管理アカウントまたは必要なアクセス許可を持つロールを引き受けることができるアカウントか
ら、DescribeEventForOrganization API オペレーションを呼び出します。

• AWS Health は、3 つのアカウントすべてに関する情報を返します。

少なくともビジネスサポートプランがあるアカウントから DescribeEventDetailsForOrganization
および DescribeAffectedEntitiesForOrganization API オペレーションを呼び出すと、ビジネ
ス、エンタープライズ On-Ramp、またはエンタープライズのサポートプランがある組織内のアカウント
に関する情報のみを返すことができます。

Example 例: エンタープライズ、ビジネス、および開発者のサポートプランがあるアカウントを持
つ組織

• 組織に 5 つのアカウントがあります。管理アカウントにエンタープライズサポートプランがあり、2 つ
のアカウントにビジネスサポートプランがあり、2 つのアカウントに開発者サポートプランがありま
す。

• 管理アカウントから DescribeEventDetailsForOrganization API オペレーションを呼び出しま
す。

• AWS Health は、エンタープライズサポートプランまたはビジネスサポートプランがあるアカウントの
情報のみを返します。開発者サポートプランがあるアカウントは、応答の failedSet に表示されま
す。
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AWS Health ユーザーガイド
AWS Health の AWS リージョンについて

AmazonAWS Health によるイベント
のモニタリング EventBridge

Amazon EventBridge を使用して、AWS Healthイベントを検出し、それらに対応することができます。
次に、作成したルールに基づいて、ルールで指定した値とイベントが一致すると、1 EventBridge つ以上
のターゲットアクションが呼び出されます。イベントのタイプに応じて、イベント情報の取得、追加イベ
ントの開始、通知の送信、是正措置の実施、またはその他のアクションを実行することができます。例え
ば、更新が予定されている AWS リソース (Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンス
など) が AWS アカウント内にある場合に、AWS Health を使用して E メール通知を受け取ることができま
す。

メモ

• AWS Health は、ベストエフォートベースでイベントを配信します。イベントが常に 
EventBridge に配信されるとは限りません。

• EventBridge 作成したルールは、ユーザーのに関する通知しか受信できませんAWS アカウン
ト。AWS Organizations 内にあるその他アカウントの組織イベントは受信できません。詳細に
ついては、「組織ビューでのアカウント全体の AWS Health イベントの集計 (p. 55)」を参照し
てください。

EventBridge AWS Healthワークフローの一環として、複数のターゲットタイプから 1 つを選択することが
可能です。これには以下が含まれます。

• AWS Lambda 関数
• Amazon Kinesis Data Streams
• Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キュー
• 組み込みターゲット ( CloudWatch アラームアクションなど)
• Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピック

例えば、AWS Health イベントの発生時に、Lambda 関数を使用して通知を Slack チャネルに渡すことがで
きます。または、Lambda を使用して、 EventBridge AWS Healthイベントの発生時に Amazon SNS でカ
スタムテキストまたは SMS 通知を送信できます。

AWS Healthイベントに応じて作成できる自動化およびカスタマイズされたアラートのサンプルについて
は、AWS Healthのツールを参照してください GitHub。

トピック
• AWS Health の AWS リージョンについて (p. 66)
• AWS Health の公開イベントについて (p. 67)
• のイベントプロセッサAWS Health (p. 67)
• EventBridge のルールの作成AWS Health (p. 68)
• AWS Chatbot を使用した AWS Health イベントの受信 (p. 73)
• Amazon EC2 インスタンスのアクションの自動化 (p. 74)

AWS Health の AWS リージョンについて
EventBridge ルールは、AWS Healthイベントを受信するリージョンごとに作成する必要があります。ルー
ルを作成しなければ、イベントは受信されません。例えば、米国西部 (オレゴン) リージョンからイベント
を受信するには、このリージョンのルールを作成する必要があります。
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AWS Health ユーザーガイド
AWS Health の公開イベントについて

AWS Health イベントにはリージョン固有ではないものもあります。リージョンに固有ではないイベント
はグローバルイベントと呼ばれます。これには、AWS Identity and Access Management (IAM) について
送信されるイベントが含まれます。グローバルイベントを受信するには、米国東部 (バージニア北部) リー
ジョンのルールを作成する必要があります。

でグローバルイベントを受信するにはAWS GovCloud (US)、AWS GovCloud (米国西部) リージョンでルー
ルを作成する必要があります。

AWS Health の公開イベントについて
アカウントに固有のAWS Healthイベントのみが配信されます EventBridge。これには、Amazon EC2 イン
スタンスに必要な更新などのイベント、またはアカウントとリソースに影響する可能性があるその他のス
ケジュールされた変更イベントが含まれます。

現在、 EventBridge を使用してService Health Dashboard から公開イベントを返すことはできませ
ん。Service Health Dashboard からのイベントにより、リージョンでのサービスの可用性に関する情報
が提供されます。これらのイベントはに固有のものではないためAWS アカウント、に配信されません 
EventBridge。

代わりに、AWS HealthDescribeEventDetailsコンソールとオペレーションを使用できます。いずれかのオ
プションを使用してイベントに関する情報を返してから、そのイベントが Service Health Dashboard から
のパブリックイベントであるか、AWS アカウントに固有のイベントであるかを特定できます。

次のオプションを使用して、イベントがパブリックかアカウント固有かを識別できます。

• AWS Health Dashboard で、イベントの [Affected resources] (影響を受けるリソース) タブを選択しま
す。リソースがあるイベントは、アカウントに固有です。リソースのないイベントはパブリックであ
り、アカウント固有のものではありません。詳細については、「の開始方法AWS Healthダッシュボード 
— アカウントの状態 (p. 9)」を参照してください。

• AWS Health API を使用して、eventScopeCode パラメータを返します。イベントには
PUBLIC、ACCOUNT_SPECIFIC、または NONE の値を指定できます。詳細については、AWS HealthAPI
DescribeEventDetailsリファレンスの操作を参照してください。

AWS Health Service Health Dashboard 通知ツールを使用して、パブリックイベントに関する通知を受け
ることもできます。詳細については、 GitHub Web aws-health-toolsサイトのを参照してください。

のイベントプロセッサAWS Health
AWSアカウントでインシデント検出と対応を使用している場合
は、AWSServiceRoleForHealth_EventProcessorサービスにリンクされたロールを作成できます。

このロールは、event-processor.health.amazonaws.comサービスプリンシパルを信頼してそのロー
ルを引き受けます。AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicyAWSこのロールには管理ポリ
シーが付随しています。このポリシーには、AWS のサービスユーザーに代わって他のユーザーに電話をか
けるなど、そのロールが実行できる権限が一覧表示されます。

このロールにより、アカウントに Amazon EventBridge 管理ルールが作成されます。ルールには名前が
付けられていますAWSHealthEventProcessor-DO-NOT-DELETE。このルールは、 EventBridge AWS 
Healthアラーム状態変更情報をアカウントからに配信できるようにするためのアカウントに必要なインフ
ラストラクチャです。

関連情報
詳細については、以下のトピックを参照してください。
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AWS Health ユーザーガイド
EventBridge のルールの作成AWS Health

• のサービスにリンクされたロールの使用AWS Health (p. 47)
• AWS マネージドポリシー: AWSHealth_EventProcessorServiceRolePolicy (p. 49)

EventBridge のルールの作成AWS Health
EventBridge ルールを作成して、自分のアカウントでAWS Healthイベントの通知を受け取るようにするこ
とができます。AWS Health に対するイベントルールを作成する前に、以下を完了しておきます。

• のイベント、ルール、ターゲットに精通しておいてください EventBridge。詳細については、「Amazon 
とは何ですか EventBridge?」を参照してください。 『Amazon EventBridge ユーザーガイド』と『新規 
EventBridge —AWS リソースの変更の追跡と対応』を参照してください。

• イベントのルールで使用するターゲットを作成する。

EventBridge のルールを作成するにはAWS Health

1. https://console.aws.amazon.com/events/ で Amazon EventBridge コンソールを開きます。
2. AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。AWS 

Health イベントを追跡するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Rules] (ルール) を選択します。
4. [Create rule] (ルールを作成) を選択します。
5. [Define rule detail] (ルールの詳細を定義) ページで、ルールの名前と説明を入力します。
6. [Event bus] (イベントバス) と [Rule type] (ルールタイプ) のデフォルト値を維持して、[Next] (次へ) を

選択します。
7. [イベントパターンの作成] ページの [イベントソース] で、AWS EventBridge イベントとパートナーイ

ベントを選択します。
8. [イベントパターン] の [イベントソース] で、を選択しますAWS のサービス。
9. [イベントパターン] で [Health] を選択します。AWS のサービス
10. [Event Type] (イベントタイプ) で、以下のいずれかのオプションを選択します。

• [Specific Health Abuse Events] (特定の不正行為に関する Health イベント) – イベントタイプ名に
Abuse という単語が含まれている AWS Health イベント用のルールを作成します。

• [Specific Health events] (特定の Health イベント) – 特定の AWS のサービス (Amazon EC2 など) 
のイベント用のルールを作成します。

11. [Any service] (任意のサービス) または [Specific service(s)] (特定のサービス) を選択できます。特定の
サービスを選択する場合は、以下のオプションの 1 つを選択します。
• すべてのイベントタイプのカテゴリに適用されるルールを作成するには、[Any event type 

category] (任意のイベントタイプのカテゴリ) を選択します。
• [Specific event type category(s)] (特定のイベントタイプのカテゴリ) を選択してか

ら、[issue]、[accountNotification]、または [scheduledChange] などの値をリストから選択しま
す。

Tip

• 特定のサービスのすべての AWS Health イベントをモニタリングする場合は、[Any event 
type category] (任意のイベントタイプのカテゴリ) と [Any resource] (任意のリソース) を選
択することをお勧めします。これにより、指定したサービスに対して、新しいイベントタ
イプのコードを含む、すべての AWS Health イベントがルールで確実にモニタリングされ
ます。ルールの例については、すべての Amazon EC2 イベント (p. 69)を参照してくだ
さい。

• 複数のサービスまたはイベントタイプのカテゴリをモニタリングするルールを作成できま
す。そのためには、ルールのイベントパターンを手動で更新する必要があります。詳細に
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EventBridge のルールの作成AWS Health

ついては、「複数のサービスおよびカテゴリに対するルールの作成 (p. 71)」を参照して
ください。

12. 特定のサービスおよびイベントタイプのカテゴリを選択した場合は、イベントタイプのコードに対し
て以下のいずれかのオプションを選択します。
• すべてのイベントタイプのコードに適用されるルールを作成するには、[Any event type code] (任

意のイベントタイプのコード) を選択します。
• [Specific event type code(s)] (特定のイベントタイプのコード) を選択し、リストから 

1 つ以上の値を選択します。これにより、特定のイベントタイプのコードにのみ適用
されるルールが作成されます。例えば、AWS_EC2_INSTANCE_STOP_SCHEDULED と
AWS_EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED を選択すると、これらのイベントがアカウント
で発生した場合に、それらのイベントのみにルールが適用されます。

13. 影響を受けるリソースに対して、以下のいずれかのオプションを選択します。
• すべてのリソースに適用されるルールを作成するには、[Any resource] (任意のリソース) を選択

します。
• [Specific resource(s)] (特定のリソース) を選択し、1 つ以上のリソースの ID を入力します。例え

ば、i-EXAMPLEa1b2c3de4 などの Amazon EC2 インスタンス ID を指定して、このリソースの
みに影響を及ぼすイベントを監視できます。

14. ルールのセットアップを見直して、イベントモニタリング要件を満たしていることを確認します。
15. [Next] (次へ) を選択します。
16. [Select target(s)] (ターゲットを選択) ページで、このルール用に作成したターゲットタイプを選択して

から、そのタイプに必要な追加のオプションを設定します。例えば、イベントを Amazon SQS キュー
または Amazon SNS トピックに送信できます。

17. [Next] (次へ) を選択します。
18. (オプション) [Configure tags] (タグの設定) ページで、いずれかのタグを追加し、[Next] (次へ) を選択

します。
19. [Review and create] (確認および作成) ページで、ルールの設定を確認し、イベントモニタリング要件

を満たしていることを確認してください。
20. [ルールの作成] を選択します。

Example : すべての Amazon EC2 イベントに対するルール

以下の例は、イベントタイプのカテゴリ、 EventBridge イベントコード、およびリソースなど、すべての 
Amazon EC2 イベントを管理するためのルールを作成します。

69



AWS Health ユーザーガイド
EventBridge のルールの作成AWS Health

Example : 特定の Amazon EC2 イベントに対するルール

以下の例は、 EventBridge 以下を監視するルールを作成します。

• Amazon EC2 サービス
• scheduledChange イベントタイプのカテゴリ
• AWS_EC2_INSTANCE_TERMINATION_SCHEDULED および
AWS_EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED のイベントタイプのコード

• i-EXAMPLEa1b2c3de4 という ID を持つインスタンス
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複数のサービスおよびカテゴリに対するルールの作成
前の手順の例は、単一のサービスおよびイベントタイプのカテゴリに対してルールを作成する方法を示し
ています。複数のサービスやイベントタイプのカテゴリに対してルールを作成することもできます。つま
り、モニタリングするサービスやカテゴリごとに個別のルールを作成する必要はありません。そのために
は、イベントパターンを編集し、変更を手動で入力する必要があります。
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次のオプションの 1 つを使用できます。

既存のルールにサービスとカテゴリを追加するには

1. EventBridge コンソールの [Rules] (ルール) ページでルール名を選択します。
2. 右上隅の[Edit] (編集) を選択します。
3. [Next] (次へ) を選択します。
4. [Event pattern] (イベントパターン) で [Edit pattern] (パターンを編集) をクリックしてから、変更内容

をテキストフィールドに入力します。
5. [Review and update] (確認と更新) ページが表示されるまで [Next] (次へ) を選択します。
6. [Update rule] (ルールを更新) を選択して変更を保存します。

新しいルールにサービスとカテゴリを追加するには

1. 「 EventBridge のルールの作成AWS Health (p. 68)」の手順をステップ 9 (p. 68) まで実行しま
す。

2. リストから単一のサービスまたはカテゴリを選択する代わりに、[Event pattern] (イベントパターン) 
で [Edit pattern] (パターンを編集) を選択します。

3. テキストフィールドに変更を入力します。独自のイベントパターンを作成するためのモデルとして、
以下のサンプルパターン (p. 72)を参照してください。

4. イベントパターンを確認してから、「 EventBridge のルールの作成AWS Health (p. 68)」の残りの
手順を実行してルールを作成します。

APIまたは AWS Command Line Interface (AWS CLI) の使用

新規または既存のルールの場合、PutRuleAPIaws events put-rule オペレーションまたはコマンド
を使用して、イベントパターンを更新します。AWS CLI コマンドの例については、AWS CLI コマンドリ
ファレンスの put-rule を参照してください。

Example 例: 複数のサービスとイベントタイプのカテゴリ

以下のイベントパターンは、Amazon EC2、Amazon EC2 Auto Scaling、および Amazon VPC の 3 つの
issue のサービスについて、accountNotification、scheduledChange、および AWS のイベントタ
イプカテゴリのイベントを監視するルールを作成します。

{ 
  "detail": { 
    "eventTypeCategory": [ 
      "issue", 
      "accountNotification", 
      "scheduledChange" 
    ], 
    "service": [ 
      "AUTOSCALING", 
      "VPC", 
      "EC2" 
    ] 
  }, 
  "detail-type": [ 
    "AWS Health Event" 
  ], 
  "source": [ 
    "aws.health" 
  ]
}
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AWS Chatbot を使用した AWS Health イベントの
受信

Slack や Amazon Chime など、チャットクライアントで AWS Health イベントを直接受け取れま
す。このイベントを使用して、AWS のアプリケーションとインフラストラクチャに影響を及ぼ
す可能性がある、最近の AWS のサービス問題を特定することができます。その後、AWS Health 
Dashboard にサインインして、更新に関する詳細情報を確認できます。例えば、AWS アカウントで
AWS_EC2_INSTANCE_STOP_SCHEDULED イベントタイプに対してモニタリングしている場合、AWS 
Health イベントを Slack チャネルに直接表示できます。

前提条件
開始する前に、以下のものが必要です。

• AWS Chatbot で構成されたチャットクライアント。Amazon Chime と Slack を設定できます。詳細につ
いては、AWS Chatbot 管理者ガイドのAWS Chatbot の開始方法を参照してください。

• 作成した、およびサブスクライブした Amazon SNS トピック。SNS トピックが既にある場合、既存の
トピックを使用できます。詳細については、「Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイ
ド」の「Amazon SNS の使用開始」を参照してください。

AWS Chatbot を使用して AWS Health イベントを受信するには

1. 「 EventBridge のルールの作成AWS Health (p. 68)」の手順をステップ 13 まで実行します。

a. ステップ 14 (p. 69) でターゲットを選択するときに、SNS トピックを選択します。これと同じ 
SNS トピックを AWS Chatbot コンソールで使用します。

b. 残りの手順を完了して、ルールを作成します。
2. AWS Chatbot コンソールに移動します。
3. Slack チャネル名など、チャットクライアントを選択し、[Edit] (編集) を選択します。
4. [Notifications - optional] (通知 – オプション) セクションの [Topics] (トピック) で、ステップ 1 で指定

したものと同じ SNS トピックを選択します。
5. [Save] (保存) を選択します。

AWS Health EventBridge ルールに一致するイベントを送信すると、AWS Healthイベントがチャット
クライアントに表示されます。

6. イベント名を選択して、AWS Health Dashboard で詳細情報を確認します。

Example : Slack に送信される AWS Health イベント

以下は、Slack チャネルに表示されている、米国東部 (バージニア北部) での Amazon EC2 と Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) の 2 つの AWS Health イベントの例です。
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Amazon EC2 インスタンスのアクションの自動化
Amazon EC2 インスタンスに対してスケジュールされたイベントに対応するアクションを自動化すること
ができます。AWS HealthAWSアカウントにイベントを送信すると、 EventBridge ルールによって、AWS 
Systems Manager自動化ドキュメントなどのターゲットを起動し、アクションを自動化できます。

例えば、Amazon EC2 インスタンスの使用停止イベントが Amazon Elastic Block Store (Amazon 
EBS)-backed EC2 インスタンスに対してスケジュールされている場合、AWS Health が
AWS_EC2_PERSISTENT_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED イベントタイプを AWS Health 
Dashboard に送信します。ルールでこのイベントタイプが検出されると、インスタンスの停止と開始を自
動化できます。この方法では、これらのアクションを手動で実行する必要はありません。

Note

Amazon EC2 インスタンスに対するアクションを自動化するには、そのインスタンスが Systems 
Manager によって管理されている必要があります。
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詳細については、Linux インスタンス用の Amazon EC2 EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EC2 の
自動化方法」を参照してください。

前提条件
ルールを作成する前に、AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーと IAM ロールを作成し
て、ロールの信頼ポリシーを更新しておく必要があります。

IAM ポリシーを作成する

ロール用のカスタマー管理ポリシーを作成するには、次の手順に従います。このポリシーは、ユーザーに
代わってアクションを実行するためのロールアクセス許可を付与します。この手順では、IAM コンソール
の JSON ポリシーエディタを使用します。

IAM ポリシーを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/ 
iam/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[ポリシー] を選択します。
3. [Create policy] (ポリシーを作成) を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. 次の JSON をコピーし、エディタでデフォルトの JSON を置き換えます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ec2:StartInstances", 
        "ec2:StopInstances", 
        "ec2:DescribeInstanceStatus" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "ssm:*" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "sns:Publish" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:sns:*:*:Automation*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "iam:PassRole" 
      ], 
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      "Resource": "arn:aws:iam::123456789012:role/AutomationEVRole" 
    } 
  ]
}

a. Resource パラメータで、Amazon リソース名 (ARN) として自分の AWS アカウント ID を入力
します。

b. ロール名を置き換えることも、デフォルトを使用することもできます。この例は
AutomationEVRole を使用します。

6. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
7. (オプション) キーバリューペアとしてのタグを使用して、メタデータをポリシーに追加することがで

きます。
8. [Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。
9. ポリシーの確認ページで、AutomationEVRolePolicy などの名前と、オプションで説明を入力しま

す。
10. [Summary] (概要) ページで、ポリシーが許容する許可を確認します。ポリシーが適切であれ

ば、[Create policy] (ポリシーの作成) を選択します。

このポリシーによって、このロールが実行できるアクションが定義されます。詳細については、IAM ユー
ザーガイドのIAM ポリシーの作成 (コンソール) を参照してください。

IAM ロールの作成

このポリシーを作成したら、IAM ロールを作成し、そのロールにポリシーをアタッチする必要がありま
す。

AWS サービスのロールを作成するには

1. AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択してから、[Create role] (ロールを作成する) を選択し
ます。

3. 信頼できるエンティティの種類の選択 で、AWS サービス を選択します。
4. このロールを引き受けることを許可するサービスに [EC2] を選択します。
5. [Next: Permissions] (次のステップ: アクセス許可) を選択します。
6. 作成したポリシー名 (AutomationEV##) を入力してからRolePolicy、そのポリシーの横にあるチェッ

クボックスをオンにします。
7. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
8. (オプション) キーと値のペアとしてタグを使用し、メタデータをロールに追加できます。
9. [Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。
10. [Role name] (ロール名) には AutomationEVRole を入力します。この名前は、作成した IAM ポリ

シーの ARN に表示される名前と同じものにする必要があります。
11. (オプション) [Role description] (ロールの説明) に、ロールの説明を入力します。
12. ロール情報を確認し、[Create role (ロールの作成)] を選択します。

詳細については、IAM ユーザーガイドの AWS のサービス用ロールの作成を参照してください。

信頼ポリシーの更新

最後に、作成したロールの信頼ポリシーを更新できます。この手順を完了して、 EventBridge コンソール
でこのロールを選択できるようにする必要があります。
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ロールの信頼ポリシーを更新するには

1. AWS Management Console にサインインして、https://console.aws.amazon.com/iam/ で IAM コン
ソールを開きます。

2. ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択します。
3. AWS アカウントのロールのリストで、作成したロールの名前 (AutomationEVRole など) を選択し

ます。
4. [Trust relationships] タブを選択し、続いて [Edit trust relationship] を選択します。
5. [Policy Document] (ポリシードキュメント) には、以下の JSON をコピーし、デフォルトポリシーを削

除して、その代わりにコピーした JSON を貼り付けます。

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

6. [Update Trust Policy] (信頼ポリシーの更新) をクリックします。

詳細については、IAM ユーザーガイドのロールの信頼ポリシーの変更 (コンソール) を参照してください。

のルールを作成する EventBridge
この手順に従って、ルールを作成し、使用停止が予定されている EC2 インスタンスの停止と起動を自動化
できます。 EventBridge

Systems Manager EventBridge の自動アクションのルールを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/events/ で Amazon EventBridge コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [Events] (イベント) で、[Rules] (ルール) を選択します。
3. [Create rule] (ルールの作成) ページで、ルールの [Name] (名前) と [Description] (説明) を入力します。
4. [Define pattern] (パターンの定義) で、[Event pattern] (イベントパターン) を選択してから、[Pre-

defined pattern by service] (サービスごとに事前定義されたパターン) を選択します。
5. [Service provider] (サービスプロバイダー) で、AWS を選択します。
6. [Service name] (サービス名) には [Health] を選択します。
7. [Event type] (イベントタイプ) には [Specific Health events] (特定の Health イベント) を選択します。
8. [Specific service(s)] (特定のサービス) を選択し、[EC2] を選択します。
9. [Specific event type category(s)] (特定のイベントタイプのカテゴリ) を選択し、[scheduledChange] を

選択します。
10. [Specific event types code(s)] (特定のイベントタイプのコード) を選択し、イベントタイプのコードを

選択します。

例えば、Amazon EC2 EBS-backed インスタンスの場
合、AWS_EC2_PERSISTENT_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED を選択します。Amazon EC2 イ
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ンスタンスの store-backed インスタンスの場合、AWS_EC2_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED
を選択します。

11. [任意のリソース] を選択します。

[Event pattern] (イベントパターン) は以下の例のようになります。

Example

{ 
  "source": [ 
    "aws.health" 
  ], 
  "detail-type": [ 
    "AWS Health Event" 
  ], 
  "detail": { 
    "service": [ 
      "EC2" 
    ], 
    "eventTypeCategory": [ 
      "scheduledChange" 
    ], 
    "eventTypeCode": [ 
      "AWS_EC2_PERSISTENT_INSTANCE_RETIREMENT_SCHEDULED" 
    ] 
  }
}

12. Systems Manager オートメーションドキュメントターゲットを追加します。[Select targets] (ターゲッ
トを選択) の [Target] (ターゲット) で [SSM Automation] (SSM オートメーション) を選択します。

13. [ドキュメント] で、[AWS-RestartEC2Instance] を選択します。
14. [Configure automation parameters(s)] (オートメーションパラメータの構成) を展開し、[Input 

Transformer] (入力トランスフォーマー) を選択します。
15. [Input Path] (入力パス) フィールドに、{"Instances":"$.resources"} を入力します。
16. 2 番目のフィールドに、{"InstanceId": <Instances>} を入力します。
17. [Use existing role] (既存のロールを使用) を選択してから、作成した IAM ロール 

(AutomationEVRole など) を選択します。

ターゲットは以下の例のようになります。
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Note

必要な EC2 と Systems Manager のアクセス許可と、信頼されたリレーションシップを持つ
既存の IAM ロールがない場合、ロールはリストに表示されません。詳細については、「前提
条件 (p. 75)」を参照してください。

18. [Create] (作成) を選択します。

EventBridge ルールに一致するイベントがアカウント内で発生すると、指定されたターゲットにイベ
ントが送信されます。
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AWS Health のモニタリング
モニタリングは、AWS Health およびその他の AWS ソリューションの信頼性、可用性、およびパフォー
マンスを維持する上で重要な部分です。AWS には、AWS Health を監視したり、問題が発生したときに報
告したり、必要に応じてアクションを実行したりするために以下のモニタリングツールが用意されていま
す。

• Amazon は、AWSリソース、および CloudWatch AWSで実行しているアプリケーションをリアルタイム
にモニタリングします。メトリクスの収集と追跡、カスタマイズしたダッシュボードの作成、および指
定したメトリクスが指定したしきい値に達したときに通知またはアクションを実行するアラームの設定
を行うことができます。詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」。

Amazon EventBridge を使用して、サービスやリソースに影響を及ぼす可能性のあるAWS Healthイベン
トに関する通知を受け取ることができます。例えば、AWS Health が Amazon EC2 インスタンスに関
するイベントをパブリッシュすると、これらの通知を使用して、必要に応じてアクションを実行し、リ
ソースを更新または置き換えることができます。詳細については、「AmazonAWS Health によるイベン
トのモニタリング EventBridge (p. 66)」を参照してください。

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

トピック
• AWS Health による AWS CloudTrail API コールのログ記録 (p. 80)

AWS Health による AWS CloudTrail API コールの
ログ記録

AWS Healthは、のユーザー、ロールAWS CloudTrail、またはのサービスによって実行されたアクションを
記録するためのサービスです。これは、のユーザー、ロール、またはAWSAWS Healthのサービスで実行
されたアクションを記録するためのサービスです。 CloudTrail は、の APIAWS Health 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 Health コンソールの呼び出しと、AWS 
Health API オペレーションへのコード呼び出しが含まれます。トレイルを作成すると、 CloudTrail のイベ
ントなど、Amazon S3 バケットへの継続的な配信が可能になりますAWS Health。追跡を設定しない場合
でも、 CloudTrail コンソールの [イベント履歴] で最新のイベントを表示できます。で収集された情報を使
用して CloudTrail、に対するリクエスト、そのリクエストが発信された IP アドレス、そのリクエストが発
信された IP アドレスAWS Health、そのリクエストが発信された IP アドレス、そのリクエストが発信され
た IP アドレス、そのリクエストが発信された IP アドレス、そのリクエストが発信された IP アドレス、
リクエストの作成者、そのリクエストが発信された IP アドレス、そのリクエストが発信された IP アドレ
ス、、、、

設定や有効化の方法などの詳細については、「AWS CloudTrailユーザーガイド」。 CloudTrail

CloudTrail 内の AWS Health 情報
CloudTrail は、AWSアカウント作成時に、アカウントで有効になります。でサポートされているイベント
アクティビティが発生するとAWS Health、そのアクティビティは [ CloudTrail イベント履歴] の他のAWS
のサービスのイベントとともに記録されます。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウン
ロードできます。詳細については、「 CloudTrail イベント履歴」を参照してください。

80

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html


AWS Health ユーザーガイド
例: AWS Health ログファイルエントリ

AWS アカウントのイベント (AWS Health のイベントなど) を継続的に記録するには、証跡を作成します。
追跡により CloudTrail 、Amazon S3 バケットにログファイルを配信できます。デフォルトでは、コンソー
ルで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。

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

グファイルを受け取る」

すべてのAWS Health API CloudTrail 操作はログに記録され、AWS HealthAPI リファレンス
に記載されています。たとえば、、DescribeAffectedEntitiesおよび操作を呼び出す
とDescribeEventsDescribeEventDetails、 CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

AWS Health CloudTrail は以下のアクションをイベントとしてログファイルに記録します。

• リクエストが、ルートと IAM 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。

Amazon S3 バケットにログファイルを任意の期間、保存することができます。また、Amazon S3 ライフ
サイクルのルールを定義して、自動的にログファイルをアーカイブまたは削除することもできます。デ
フォルトでは Amazon S3 のサーバー側の暗号化 (SSE) を使用して、ログファイルが暗号化されます。

ログファイルの配信時に通知を受け取りたい場合は、新しいログファイルの配信時に Amazon SNS 
CloudTrail 通知を発行するように設定できます。詳細については、「 CloudTrail の Amazon SNS 通知の設
定」を参照してください。

また、複数の AWS リージョンと複数の AWS アカウントの AWS Health ログファイルを 1 つの Amazon 
S3 バケットに集約することもできます。

詳細については、「 CloudTrail ログファイルを複数のリージョンから受け取る」と「複数のアカウントか
ら CloudTrail ログファイルを受け取る」を参照してください。

例: AWS Health ログファイルエントリ
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 つ以上のログエントリがあります。イベントは、任意のソースから
の単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する情報が
含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースでは
ないため、特定の順序では表示されません。

CloudTrail DescribeEntityAggregatesオペレーションを示すログエントリの例は、次のとおりです。

{ 
   "Records": [ 
   { 
   "eventVersion": "1.05", 
   "userIdentity": { 
      "type": "IAMUser", 
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      "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE", 
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/JaneDoe", 
      "accountId": "123456789012", 
      "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
      "userName": "JaneDoe", 
      "sessionContext": {"attributes": { 
         "mfaAuthenticated": "false", 
         "creationDate": "2016-11-21T07:06:15Z" 
      }}, 
      "invokedBy": "AWS Internal" 
    }, 
   "eventTime": "2016-11-21T07:06:28Z", 
   "eventSource": "health.amazonaws.com", 
   "eventName": "DescribeEntityAggregates", 
   "awsRegion": "us-east-1", 
   "sourceIPAddress": "203.0.113.0", 
   "userAgent": "AWS Internal", 
   "requestParameters": {"eventArns": ["arn:aws:health:us-east-1::event/EBS/
EBS_LOST_VOLUME/EBS_LOST_VOLUME_123"]}, 
   "responseElements": null, 
   "requestID": "05b299bc-afb9-11e6-8ef4-c34387f40bd4", 
   "eventID": "e4deb9dc-dbc2-4bdb-8515-73e8abcbc29b", 
   "eventType": "AwsApiCall", 
   "recipientAccountId": "123456789012" 
   } 
   ], 
   ...
}
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AWS Health のドキュメント履歴
以下の表は、今回のリリースの AWS Health に関するドキュメントの説明です。

• API バージョン: 2016-08-04

次の表は、2020 年 8 月 28 日以降の AWS Health のドキュメントへの重要な更新をまとめたもので
す。RSS フィードにサブスクライブすると、更新に関する通知を受け取ることができます。

変更 説明 日付

AWS管理ポリシーのドキュメン
トを追加 (p. 83)

AWSAWS Healthの管理ポリシー
とサービスにリンクされたロール
の使用に関するドキュメントを追
加しましたAWS Health。

2023 年 1 月 13 日

タイムゾーン設定ドキュメント
を追加 (p. 83)

新しいタイムゾーン機能を使用す
ると、AWS Healthダッシュボー
ドをローカルタイムゾーンまたは 
UTC で表示できます。詳細につ
いては、「AWS Healthダッシュ
ボードの使い方-アカウントの状
態」と「AWS Healthダッシュ
ボード-サービスの状態」を参照
してください。

2022 年 9 月 21 日

更新版 (p. 83) AWS HealthAware のドキュメン
トを追加しました。(詳しくは、
「Avents」AWS Healthを参照し
てください。)

2022 年 5 月 25 日

更新版 (p. 83) Service Health DashboardAWS 
Personal Health DashboardAWS 
Healthとがダッシュボードにリブ
ランドされました。

詳細については、「AWS Health
ダッシュボードの使い方-アカウ
ントの状態」と「AWS Health
ダッシュボード-サービスの状
態」を参照してください。

2022 年 2 月 28 日

Amazon のドキュメントが更新さ
れました EventBridge (p. 83)

Amazon を使用してHealth 
EventBridge イベントを監視
するための新しいトピックで
す。AWS Health詳細について
は、「AmazonAWS Health での
イベントのモニタリング」を参照
してください EventBridge。

2022 年 2 月 3 日

更新版 (p. 83) エンタープライズオンランプサ
ポートプランをお持ちの場合
は、AWS Health API を使用でき
ます。

2021 年 11 月 24 日

83

https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/using-service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/security-iam-awsmanpol.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/getting-started-health-dashboard.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/getting-started-health-dashboard.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/getting-started-health-dashboard.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/aws-health-dashboard-status.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/aws-health-dashboard-status.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/getting-started-health-dashboard.html#aws-health-aware
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/getting-started-health-dashboard.html#aws-health-aware
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/getting-started-health-dashboard.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/getting-started-health-dashboard.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/getting-started-health-dashboard.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/aws-health-dashboard-status.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/aws-health-dashboard-status.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/aws-health-dashboard-status.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/cloudwatch-events-health.html
https://docs.aws.amazon.com/health/latest/ug/cloudwatch-events-health.html
http://aws.amazon.com/premiumsupport/plans/enterprise-onramp


AWS Health ユーザーガイド

追加されたドキュメン
ト (p. 83)

AWS Health の概念に関する新
しいトピック。詳細について
は、AWS Health の概念を参照し
てください。

2021 年 7 月 29 日

CloudWatch イベントのド
キュメントが更新されまし
た (p. 83)

複数のサービスとイベントタイプ
のカテゴリに対してルールを作成
する方法に関するセクションを追
加しました。詳細については、複
数のサービスおよびカテゴリに対
するルールの作成を参照してくだ
さい。

2021 年 5 月 7 日

CloudWatch イベントのド
キュメントが更新されまし
た (p. 83)

Amazon CloudWatch EventsAWS 
Systems Manager ルールに対す
るアクションの自動化に関するセ
クションを更新しました。詳細に
ついては、Amazon EC2 インス
タンスのアクションの自動化を参
照してください。

2021 年 4 月 28 日

CloudWatch イベントのド
キュメントが更新されまし
た (p. 83)

チャットクライアントでの AWS 
Health イベントの受信に関する
セクションを追加しました。詳細
については、AWS Chatbot を使
用した AWS Health イベントの受
信を参照してください。

2021 年 3 月 16 日

更新版 (p. 83) 以下のトピックが更新されまし
た。

• AWS Health イベントの集計に
関するトピックを更新しました

• 「Amazon CloudWatch 
Events」AWS Health トピック
のイベント監視を再編成および
更新しました

• リソースおよびアクションに基
づく条件セクションを更新しま
した

2021 年 1 月 29 日

AWS HealthAWS Healthコンソー
ルの組織ビューのの追加

AWS Health コンソールを使用し
て、組織ビュー機能を有効にでき
ます。その後、AWS 組織内のメ
ンバーアカウントのヘルスイベン
トを表示できます。

2020 年 12 月 14 日

高可用性エンドポイントのデモ サンプルコードを使用して、アク
ティブなリージョナルエンドポイ
ントと、AWS Health の AWS 署
名リージョンを判別できます。

2020 年 10 月 22 日

AWS Health ユーザーガイドの更
新 (p. 83)

AWS Health ドキュメントに対す
る最新の更新をサブスクライブで
きるように更新し、RSS フィー
ドを追加しました。

2020 年 8 月 28 日
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以前の更新

以前の更新
変更 説明 日付

組織ビューのトピックを更新
し、例を含めました。

組織ビューでのアカウント全
体の AWS Health イベントの集
計 (p. 55) を参照してください。

2020 年 6 月 3 日

セキュリティと AWS Health AWS Health を使用する際のセ
キュリティ上の考慮事項に関す
る情報を追加しました。AWS 
Health でのセキュリティ (p. 27)
を参照してください。

2020 年 5 月 4 日

AWS Organizations のすべての
アカウントにわたって集計さ
れたイベントに対して、組織
ビューを使用する方法を説明す
る新しいセクションを追加しま
した。

組織ビューでのアカウント全
体の AWS Health イベントの集
計 (p. 55) を参照してください。

2019 年 12 月 18 日

AWS Health API によるイベン
トの制限について説明するため
に、新しいセクション「リソー
スおよびアクションベースの条
件」を追加しました。

AWS Health のための Identity 
and Access Management (p. 29)
を参照してください。

2018 年 8 月 2 日

AWS Health 情報の可視性に関す
る注意を追加しました。

AWS Health のための Identity 
and Access Management (p. 29)
を参照してください。

2017 年 8 月 16 日

サービスのリリース。 AWS Health がリリースされまし
た。

2016 年 12 月 1 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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