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Incident Manager を使用する利点

AWS Systems Manager Incident 
Manager とは?

AWS Systems Manager Incident Managerは、AWSがホストするアプリケーションに影響を与えるインシ
デントを、ユーザーが緩和したりそのようなインシデントから復旧したりできるように設計された、イン
シデントマネジメントコンソールです。インシデントとは、サービスの品質の計画外の中断または低下で
す。

Incident Manager は、影響をレスポンダーに通知し、関連するトラブルシューティングデータを強調表示
し、サービスをバックアップして実行するためのコラボレーションツールを提供することで、インシデン
トの解決に要する時間を短縮します。Incident Manager は、 time-to-resolution 重要なインシデントの削減
という主な目標を達成するために、対応プランを自動化して、レスポンダーチームがエスカレーションで
きるようにします。

Incident Manager は、Amazon CloudWatch アラームや CloudWatch AWS CloudTrail、AWS Systems 
ManagerAWS Chatbot、などのAWSツールを使用して、アプリケーションを再稼働させるための迅速なイ
ンシデント対応を可能にします。

次の機能があります。

• 対応計画 — CloudWatch アラームまたは Amazon EventBridge イベントによって開始される対応計画を
作成して自動化します。

• Runbook オートメーション - Systems Manager オートメーションでランブックを定義して、重要な対応
を自動化し、最初の応答者に詳細なステップを提供します。

• エンゲージメントとエスカレーション - 一意のインシデントごとに正しい人員を自動的に接続します。
さまざまなお問い合わせ方法を介して応答者をエスカレートし、インシデント中の可視性と積極的な参
加を確実にします。

• アクティブコラボレーション — インシデント応答者は、AWS Chatbot クライアントとの統合を通じ
て、インシデントに積極的に対応します。

• インシデント追跡-インシデント追跡-インシデント追跡-インシデント追跡-イン up-to-date ランブックに
沿ってフォローアップ項目を作成し、修正します。

Incident Manager を使用する利点
迅速なアラインメント

Incident Manager は、Amazon メトリクスを使用して、 CloudWatch インシデントに関連するメトリクス
を自動的に収集・追跡する機能を提供します。

チャットチャネル  または Incident Manager インシデントの詳細を使用して、リアルタイムでインシデン
トに手動でメトリクスを追加できます。 CloudWatch 組み込みグラフを使用して、メトリクスをさらに調
査します。

Incident Manager インシデントタイムラインを使用して、POI を時系列で表示します。応答者は、タイム
ラインを使用してカスタムイベントを追加し、自分が何をしたのか、何が起こったのかを説明することも
できます。自動化された POI は次のとおりです。
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関連サービス

• メトリクスがアラームになる
• メトリクスの追加
• 応答者のエンゲージメント
• ランブックステップの完了

効果的なコラボレーション

Incident Manager は、連絡先、オンコールスケジュール、エスカレーション計画、チャットチャネルを使
用して、インシデント応答者をまとめます。Incident Manager で直接、希望する問い合わせチャネルを定
義できます。オンコールスケジュールのローテーションに連絡先を追加して、特定の期間にインシデント
に対処する担当者を決定します。定義された連絡先とオンコールスケジュールを使用して、インシデント
追跡-インシデント追跡-インシデント追跡-インシデント追跡-インシデント追跡-インシデント追跡-インシ
デント追跡-インシデント追

AWS Chatbot クライアントを使用して、インシデントと直接対話できる接続されたチャットチャネルに
応答者を集めます。Incident Manager は、チャットチャネル内のインシデント応答者のリアルタイムアク
ションを表示し、他のユーザーにコンテキストを提供します。インシデント中のコミュニケーションは、
より迅速な解決の鍵です。

自動化と改善

Incident Manager では、ランブックを使用することで、応答者はインシデントの解決に必要な主要タスク
に集中できます。インシデントを解決するために実行される一連のアクションであるランブックは、自動
化されたタスクの能力と手動ステップの詳細を組み合わせて、応答者が影響を分析して対応できるように
します。

Incident Manager による インシデント後分析により、チームはより強固な対応計画を策定し、アプリケー
ション全体に影響を与えて、今後のインシデントやダウンタイムを防ぐことができます。インシデント後
分析は、ランブック、対応計画、およびメトリクスの反復学習と改善も提供します。

関連サービス
Incident Manager は、現在の AWS 環境と統合し、インシデントの迅速な解決を提供します。

• AWS Chatbot— DevOps チームは、Amazon Chime や Slack のチャットルームを使用して、インシデン
トのモニタリングや対応を行うことができます。Incident Manager と AWS Chatbotとの連携について
は、このガイドの コミュニケーション セクションの インシデントマネージャーでのチャットチャネル
の操作 (p. 28) を参照してください。

• AWS CloudFormation — AWS CloudFormation を使用した対応計画の作成の自動化。詳細について
は、AWS CloudFormation ユーザーガイドを参照してください。

• Amazon CloudWatch — CloudWatch アプリケーションリソースを監視するように設定します。Incident 
Manager コンソールで、 CloudWatch アラームを使用してインシデントを開始します。モニタリングベ
ストプラクティスの詳細については、「Incident Manager での対応計画の使用 (p. 38)」を参照してく
ださい。インシデントの詳細ページを使用して、インシデント中の詳細なメトリクスを確認します。イ
ンシデントの詳細ページのメトリクスの詳細については、このガイドの「インシデントの詳細」の メト
リクス (p. 51) を参照してください。

• AWS Systems Manager - Systems Manager の機能を使用して、アプリケーションインフラストラク
チャの表示と制御ができます。詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドを参照してく
ださい。
• OpsCenter — OpsItemsインシデント後分析から直接、関連する作業をフォローアップすることがで

きます。Incident Manager インシデント後分析を使用した継続的な改善の詳細については、このガイ
ドの「Incident Manager でのインシデント後分析の実行 (p. 55)」セクションを参照してください。
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Incident Manager へのアクセス

• オートメーション — Systems Manager オートメーションを使用したランブックの作成については、
「」を参照してくださいIncident Manager でのSystems Manager オートメーションランブックの使
用 (p. 33)。

• AWS Trusted Advisor— はTrusted Advisor、AWSリソースのパフォーマンス、信頼性、信頼性、セ
キュリティ、費用効率を向上するためのモニタリングに役立ちます。Incident Managerでは、Trusted 
AdvisorAWS リージョン複製セットの構成がリージョンのフェイルオーバーとレスポンスをサポートす
るために複数のものを使用していることを確認します。

Incident Manager へのアクセス
Incident Manager には、次のいずれかの方法でアクセスできます。

• AWS Systems Manager Incident Managerコンソール – Incident Manager コンソール
• AWS CLI— 詳細については、『AWS Command Line Interfaceユーザーガイド』の「AWS CLIはじめ

に」を参照してください。
• Incident Manager API - 詳細については、AWS Systems Manager Incident ManagerAPI リファレンスを

参照
• AWSSDK — 詳細については、「構築用ツール」を参照してください。AWS

Incident Manager のリージョンとクォータ
Incident Manager は、Systems ManagerAWS リージョン のすべてのサポートでサポートされているわけ
ではありません。

Incident Manager のリージョンとクォータに関する情報については、の「AWS Systems Manager Incident 
Managerエンドポイントとクォータ」を参照してくださいAmazon Web Services 全般のリファレンス。

Incident Manager の価格
Incident Manager の使用には料金がかかりますか。詳細については、「AWSSystems Manager の料金」を
参照してください。

AWSこのサービスに関連して提供される他のサービス、AWSコンテンツ、およびサードパーティーコンテ
ンツには、別途料金がかかり、追加条件が適用される場合があります。

AWS環境のコストTrusted Advisor、セキュリティ、パフォーマンスを最適化するのに役立つサービスの概
要については、AWS Trusted AdvisorAWS Supportユーザーガイドのを参照してください。

Incident Manager でのインシデントを作成する
AWS Systems Manager Incident Manager は、インシデントライフサイクル管理ツールです。Incident 
Manager の主な目標は、お客様のAWS-ホストアプリケーションをできるだけ早く正常に戻すことで
す。Incident Manager は、インシデントライフサイクルのすべてのフェーズにツールとベストプラクティ
スを提供します。

• アラートとエンゲージメント (p. 4)
• トリアージ (p. 5)
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アラートとエンゲージメント

• 調査と緩和 (p. 5)
• インシデント後分析 (p. 5)

アラートとエンゲージメント
インシデントライフサイクルのアラートとエンゲージメントフェーズでは、アプリケーション内のインシ
デントに対する認識の提供に重点を置いています。このフェーズは、インシデントが検出される前に開始
され、アプリケーションを深く理解する必要があります。Amazon CloudWatch メトリクスを使用して、
アプリケーションのパフォーマンスに関するデータをモニタリングできます。詳細については、Amazon 
CloudWatch ユーザーガイドの「 CloudWatchメトリクスの使用」を参照してください。アプリケーショ
ンのモニタリングを設定したら、 CloudWatch アラームを使用して、履歴基準外のメトリクスに関するア
ラートを開始できます。モニタリングベストプラクティスの詳細については、「」を参照してくださいモ
ニタリング (p. 17)。

アプリケーションのインシデントをモニタリングしているので、インシデントの際に使用するインシデン
ト 対応計画 を定義できます。対応計画の作成の詳細については、「Incident Manager での対応計画の使
用 (p. 38)」を参照してください。Amazon EventBridge CloudWatch イベントまたはアラームは、テン
プレートとして対応計画を使用してインシデントを自動的に作成できます。インシデントの作成の詳細に
ついては、「インシデントマネージャーでのインシデントの作成 (p. 44)」を参照してください。

対応計画では、関連する エスカレーション計画 および最初の応答者をインシデントに参加させるため
の エンゲージメント計画 を開始します。エスカレーションプランの設定の詳細については、エスカレー
ション計画を作成する (p. 28) を参照してください。同時に、AWS Chatbot はチャットチャネルを使
用して、インシデントの詳細ページを応答者に通知します。チャットチャネルと インシデントの詳細を
使用すると、チームはインシデントを通信し、トリアージすることができます。Incident Manager で

4
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トリアージ

のチャットチャネルのセットアップの詳細については、「タスク 2: チャットチャネルを作成するAWS 
Chatbot (p. 30)」を参照してください。

トリアージ
トリアージとは、最初の応答者が顧客への影響を判断しようとする場合です。応答者は、次の影響評価を
使用してインシデントに優先順位を付けます。

• 1 - 重大な影響。通常、アプリケーションの完全な障害に関連し、多くの顧客に影響を与える
• 2 — 大きな影響。多くの顧客に影響を与える部分的なアプリケーション障害
• 3 — 中程度の影響。アプリケーションが顧客に提供するサービスが減少
• 4 — 少ない影響。顧客はこの問題の影響を受けないこと
• 5 — 影響なし。顧客は現在影響を受けていないが、影響を回避するために緊急処置が必要

調査と緩和
インシデント 詳細ビューでは、チームに Runbook、タイムライン、およびメトリクスが提供されます。イ
ンシデントの取り扱い方法については、「インシデントの詳細 (p. 49)」を参照してください。

Runbooks 一般的に調査ステップを提供し、データを自動的に取得したり、一般的に使用されるソリュー
ションを試すことができます。Runbooks は、チームがインシデントの緩和に役立つと判断した、明確で
反復可能なステップも提供します。Runbook タブは現在の Runbook ステップに焦点を当て、過去と将来
のステップを表示します。

Incident Manager は、Systems Manager 自動化と統合して Runbook を構築します。Runbook を使用し
て、以下のいずれかを実行します。

• インスタンスと AWS リソースの管理
• スクリプトの自動実行
• AWS CloudFormation リソースの管理

サポートされているアクションタイプの詳細については、AWS Systems Managerユーザーガイド
の「Systems Manager 自動化アクションリファレンス」を参照してください。

タイムラインタブに、実行されたアクションを表示します。タイムラインには、タイムスタンプと自動的
に作成された詳細が記録されます。タイムラインにカスタムイベントを追加するには、このユーザーガイ
ドの インシデントの詳細 ページの タイムライン (p. 52) セクションを 参照してください。

メトリクスタブに、自動的に入力されたメトリックと手動で追加されたメトリクスが表示されます。この
ビューは、インシデント中のアプリケーションのアクティビティに関する貴重な情報を提供します。

チャットチャネルを使用して、AWS Chatbotを通じて、インシデントと直接対話できます。AWS Chatbot 
を使用すると、設定されたチャットチャネルで任意の Incident Manager API アクションを使用できます。
チャットチャネルから直接インシデントを解決しながら、タイトルと説明を更新します。使用可能なコマ
ンドの詳細については、AWS Systems Manager Incident ManagerAPI リファレンスをご覧ください。

インシデント後分析
インシデント後分析 を使用して、インシデントを振り返ります。インシデント後分析は、チームが対応
とカスタマーエクスペリエンスを改善する方法を策定できる構造を提供します。改善には以下が含まれま
す。

• インシデントに関連したアプリケーションの変更。チームはこの時間を使用してシステムを改善し、耐
障害性を高めることができます。
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• インシデント対応計画への変更。時間をかけて学んだ教訓を取り入れます。
• ランブックの変更。チームは、解決に必要なステップと、自動化できるステップについて深く掘り下げ

ることができます。
• アラートの変更。インシデント後、チームはインシデントについてより早くチームに警告するために使

用できるメトリクスのクリティカルポイントに気づくことができます。

Incident Manager は、インシデントタイムラインと並んでインシデント分析の質問とアクション項目を使
用して、これらの潜在的な改善を容易にします。分析による改善の詳細については、「Incident Manager 
でのインシデント後分析の実行 (p. 55)」を参照してください。
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AWSSystems Manager の設定
Incident Manager を設定してくださ
い

オペレーションの管理に使用するアカウントでAWS Systems Manager を設定することをお勧めしま
す。Incident Manager を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクをすべて実行してください。

トピック
• AWS アカウントにサインアップする (p. 7)
• 管理ユーザーを作成する (p. 7)
• プログラム的なアクセス権を付与する (p. 8)
• Incident Manager の設定に必要なロール (p. 9)

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

AWS アカウント にサインアップするには

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

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

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

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

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

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。
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ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

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

管理ユーザーを作成する

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

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

管理ユーザーとしてサインインする

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

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

プログラム的なアクセス権を付与する
AWS Management Console の外部で AWS を操作するには、ユーザーはプログラムによるアクセスが必要
です。プログラムによるアクセスを許可する方法は、AWS にアクセスしているユーザーのタイプによって
異なります。

ユーザーにプログラムによるアクセス権を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ワークフォース ID

(IAM Identity Center で管理され
ているユーザー)

一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」を
参照してください。

• AWS SDK、ツール、および 
AWS API については、「AWS 
SDK とツールリファレンスガ
イド」の「IAM Identity Center 
認証」を参照してください。

IAM 一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

「IAM ユーザーガイド」の
「AWS リソースでの一時的な認
証情報の使用」の指示に従って
ください。
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どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

IAM (非推奨)
長期的な認証情報を使用
して、AWS CLI、AWS 
SDK、AWS API へのプログラ
ムによるリクエストに署名しま
す。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「IAM ユー
ザー認証情報を使用した認
証」を参照してください。

• AWS SDK とツールについて
は、「AWS SDK とツールリ
ファレンスガイド」の「長
期認証情報を使用して認証す
る」を参照してください。

• AWS API については、「IAM 
ユーザーガイド」の「IAM 
ユーザーのアクセスキーの管
理」を参照してください。

Incident Manager の設定に必要なロール
開始するには、アカウントに IAM 許可 iam: Manager が必要で
すiam:CreateServiceLinkedRole。Incident Manager は、この許可を使用して、アカウントに
AWSServiceRoleforIncidentManager を作成します。このサービスリンクロールの詳細について
は、Incident Manager のサービスリンクロールの使用 (p. 86)を参照してください。
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Incident Manager の開始方法
このセクションでは、Incident Manager コンソールでの 準備 について説明します。インシデント管理に使
用する前に、コンソールの準備を完了する必要があります。このウィザードでは、レプリケーションセッ
ト、少なくとも 1 つの連絡先と 1 つのエスカレーション計画、および最初の対応計画の設定手順を説明し
ます。次のガイドは、Incident Manager とインシデントのライフサイクルを理解するのに役立ちます。

• AWS Systems Manager Incident Manager とは? (p. 1)
• Incident Manager でのインシデントを作成する (p. 3)

前提条件
Incident Manager を初めて使用する場合、を参照してくださいAWSSystems Manager の設定Incident 
Manager を設定してください (p. 7)。オペレーションの管理に使用するアカウントで Incident Manager を
設定することをお勧めします。

Incident Manager の準備ウィザードを開始する前に、Systems Manager の高速セットアップを完了するこ
とをお勧めします。Systems Manager 高速セットアップ を使用して、頻繁に使用するサービスや機能を推
奨されるベストプラクティスで設定します。Incident Manager は、Systems ManagerAWS アカウント の
機能を使用してお客様に関連するインシデントを管理し、Systems Manager を最初に設定することによる
利点があります。

準備ウィザード
Incident Manager を初めて使用する際には、Incident Manager サービスのホームページから準備ウィザー
ドにアクセスできます。セットアップを初めて完了した後に「準備完了」ウィザードにアクセスするに
は、インシデントリストページで「準備」を選択します。

1. Incident Manager コンソールを開きます。
2. Incident Manager サービスのホームページで、準備を選択します。

全般設定

1. [一般設定] で、[セットアップ] を選択します。
2. 利用規約を読みます。Incident Manager に同意する場合は、「私は Incident Manager Incident 

Manager を読み、同意します」を選択し、次へを選択します。
3. 現在のリージョンは、AWS リージョン現在のリージョンがレプリケーションセットの最初のリージョ

ンとして表示されます。レプリケーションセットにリージョンを追加するには、リージョンのリスト
から選択します。

4. レプリケーションセットを暗号化するには、次のいずれかを実行します。

Note

すべての Incident Manager リソースは、暗号化されます。データの暗号化の詳細について
は、「」を参照してくださいIncident Manager でのデータ保護 (p. 68)。Incident Manager 
の複製セットの詳細については、を参照してくださいIncident Manager レプリケーション
セットの使用 (p. 97)。
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• 所有鍵を使用するには、「AWS所有鍵を使うAWS」を選択します。
• AWS KMS独自のキーを使用するには、[既存のキーを選択] を選択しますAWS KMS key。ステップ 

3 で選択した各リージョンについて、AWS KMSキーを選択するか、AWS KMS Amazon リソース
ネーム (ARN) を入力します。

Tip

空いていない場合はAWS KMS key、「作成」を選択してくださいAWS KMS key。
5. (オプション) [Tags (タグ)] で、1 つ以上のタグをレプリケーションセットに追加します。タグには、

キーと、オプションで値が含まれます。

タグは、リソースに割り当てるオプションのメタデータです。タグを使用すると、目的、所有者、環
境などのさまざまな方法でリソースを分類できます。詳細については、「Incident Manager リソース
を追加を追加を追加を追加を追加を追加を追加 (p. 67)」を参照してください。

6. [Create] (作成) を選択します。

複製セットと耐障害性について詳しくは、を参照してくださいAWS Systems Manager Incident 
Manager での耐障害性 (p. 96)。

Note

レプリケーションセットを作成すると、アカウントに AWSServiceRoleforIncidentManager
サービスリンクロールが作成されます。このロールの詳細については、「Incident Manager の
サービスリンクロールの使用 (p. 86)」を参照してください。

連絡先 (オプション)

1. 問い合わせの作成 を選択します。

Incident Manager は、インシデント中にお問い合わせにエンゲージします。お問い合わせの詳細につ
いては、「インシデントマネージャーの連絡先との連携 (p. 17)」を参照してください。

2. 連絡先の名前を入力します。
3. この連絡先の識別可能なエイリアスを入力します。
4. 連絡先チャンネルセクションの連絡先に連絡先チャンネルを追加します。

a. 連絡先チャネルのタイプを選択します。インシデントマネージャーは、連絡先チャネルとして電
子メール、SMS、または音声をサポートしています。

b. 一意で識別可能な名前を入力します。
c. E メールアドレスなどの選択したチャネルの詳細を入力します。
d. 別の問い合わせチャネルを作成するには、新しい問い合わせチャネルを追加するを選択します。

5. お問い合わせ エンゲージメント計画を作成します。エンゲージメントプランには少なくとも 2 つのデ
バイスを定義することをおすすめします。エンゲージメントの開始時に、エンゲージメントするデバ
イスを最低 1 つ選択することをお勧めします。

a. 問い合わせチャネル名を選択します。
b. コンタクトチャネルを利用するまでの待ち時間を分単位で入力します。
c. エンゲージメント計画に問い合わせチャネルを追加するには、エンゲージメントを追加するを選

択します。
6. お問い合わせを作成し、定義された問い合わせチャネルにアクティベーションコードを送信するに

は、次へ を選択します。
7. (オプション) 各デバイスに送信されるアクティベーションコードを入力します。
8. Incident Manager にすべてのお問い合わせを追加するまで、ステップ 4 を繰り返します。
9. すべての連絡先を入力したら、[完了] を選択します。
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(オプション) エスカレーションプラン

1. エスカレーション計画の作成を選択します。エスカレーション計画は、インシデント中にお問い合わ
せを通じてエスカレーションし、Incident Manager がインシデント中に正しい応答者をエンゲージで
きるようにします。エスカレーション計画の詳細については、「インシデントマネージャーでのエス
カレーションプランの操作 (p. 27)」を参照してください。

2. 一意で識別可能なエスカレーション計画名を入力します。
3. エスカレーション計画のステージが次のステージを開始する前に持続する分数を入力します。
4. 最初のステージにお問い合わせを追加するには、お問い合わせ 検索バーからお問い合わせを選択しま

す。
5. エスカレーション計画のステージの進行を連絡先が停止できるようにしたい場合は、確認で計画の進

行を停止するを選択します。
6. ステージに連絡先をさらに追加するには、連絡先の追加を選択します。
7. エスカレーション計画で新しいステージを作成するには、ステージの追加を選択します。
8. ステージと連絡先の追加が完了したら、エスカレーション計画の作成を選択します。

対応計画

1. 対応計画の作成を選択します。対応計画を使用して、作成した連絡先とエスカレーション計画をまと
めます。この「はじめに」ウィザードでは、特に初めて対応計画を設定する場合には、以下のセク
ションは省略可能です。

• チャットチャネル
• ランブック
• エンゲージメント
• 新しいサードパーティーの統合

これらの要素を後で対応計画に追加する方法については、を参照してくださいIncident Manager での
インシデント準備 (p. 16)。

2. 一意で識別可能な名前を入力します。
3. インシデントタイトルプレフィックスを入力します。インシデントタイトルのプレフィックスは、イ

ンシデントのタイトルの先頭に追加されます。インシデントを開始したアラームまたはイベントもタ
イトルに追加されます。

4. 想定されるインシデントの影響を選択します。
5. インシデントの概要を入力し、インシデントの詳細を応答者に伝えます。Incident Manager は、イン

シデント中に概要に関連情報を自動的に入力します。
6. (オプション) 重複除外文字列を入力します。重複除外文字列は、同じアカウントで作成された重複イ

ンシデントを削除します。
7. 「エンゲージメント」ドロップダウンから、インシデントに適用する連絡先とエスカレーションプラ

ンを選択します。
8. 対応計画の作成を選択します。

対応計画の作成を選択すると、対応計画リストコンソールページが開きます。

対応計画を作成したら、Amazon CloudWatch アラームまたは Amazon EventBridge イベントをレ対応計画
に関連付けることができます。これにより、アラームまたはイベントに基づいてインシデントが自動的に
作成されます。インシデント作成の詳細については、「インシデントマネージャーでのインシデントの作
成 (p. 44)」を参照してください。
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Incident Manager ユーザーガイド
地域間のインシデント管理

Incident Manager でのクロスアカウ
ント管理

の機能である Incident Manager をAWS Systems ManagerAWS リージョン、複数のアカウントと連携する
ように設定できます。このセクションでは、クロスリージョンおよびクロスアカウントベストプラクティ
ス、既知の制限について説明します。

トピック
• 地域間のインシデント管理 (p. 13)
• クロスアカウントインシデント管理 (p. 13)

地域間のインシデント管理
インシデントマネージャーは、AWS リージョン自動および手動のインシデント作成を複数サポートして
います。Get Prepared ウィザードを使用して Incident Manager を初めてオンボーディングするときに
は、複製セットに 3AWS リージョン つまで指定できます。Amazon CloudWatch アラームまたは Amazon 
EventBridge イベントによって自動的に作成されたインシデントの場合、Incident ManagerAWS リージョ
ン はイベントルールまたはアラームと同じインシデントを作成しようとします。Incident Manager がで使
用できない場合AWS リージョン、 CloudWatch EventBridge またはは、複製セットで指定されている使用
可能なリージョンのいずれかに自動的にインシデントを作成します。

Important

次の重要な詳細に留意してください。

• 少なくとも 2AWS リージョン つの複製セットで指定することをお勧めします。2 つ以上のリー
ジョンを指定しないと、インシデントマネージャーが使用できない期間中、システムはインシ
デントを作成できません。

• クロスリージョンフェイルオーバーによって作成されたインシデントは、対応計画で指定され
ている Runbook を呼び出しません。

インシデントマネージャーへのオンボーディングと追加リージョンの指定について詳しくは、を参照して
くださいIncident Manager の開始方法 (p. 10)。

クロスアカウントインシデント管理
Incident Manager は、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) を使用して、管理アカウントとアプ
リケーションアカウントで Incident Manager リソースを共有します。このセクションでは、クロスアカ
ウントのベストプラクティス、Incident Manager のクロスアカウント機能の設定方法、および Incident 
Manager でのクロスアカウント機能の既知の制限について説明します。

管理アカウントは、オペレーション管理を実行するアカウントです。管理アカウントは、対応計画、連絡
先、エスカレーション計画、ランブック、およびその他の AWS Systems Manager リソースを所有しま
す。

アプリケーションアカウントは、アプリケーションを構成するリソースを所有するアカウントです。こ
れらのリソースは、Amazon EC2 インスタンス、Amazon DynamoDB テーブル、またはAWS クラウ
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ベストプラクティス

ドでアプリケーションを構築するために使用するその他のリソースです。アプリケーションアカウント
は、Incident Manager でインシデントを作成する Amazon CloudWatch アラームと Amazon EventBridge 
イベントも所有しています。

AWS RAM は、リソース共有を使用して、アカウント間でリソースを共有します。対応計画と連絡先リ
ソースは、AWS RAMのアカウント間で共有できます。これらのリソースを共有することで、アプリケー
ションアカウントと管理アカウントはエンゲージメントやインシデントと対話できます。対応計画を共有
すると、その対応計画を使用して作成された過去と今後のインシデントがすべて共有されます。連絡先の
共有は、連絡先または対応計画の過去と今後のすべてのエンゲージメントを共有します。

ベストプラクティス
アカウント間で Incident Manager リソースを共有する場合は、次のベストプラクティスに従います。

• 対応計画と連絡先を使用して、リソース共有を定期的に更新します。
• リソース共有プリンシパルを定期的に確認します。
• 管理アカウントで Incident Manager、ランブック、チャットチャネルを設定します。

セットアップと設定
次のステップでは、Incident Manager リソースを設定・構成し、クロスアカウント機能に使用する方法に
ついて説明します。過去に、クロスアカウント機能用にいくつかのサービスとリソースを設定したことが
あるかもしれません。クロスアカウントリソースを使用して最初のインシデントを開始する前に、このス
テップを要件のチェックリストとして使用してください。

1. (オプション) AWS Organizationsを使用して組織と組織単位を作成します。AWS Organizationsユー
ザーガイドの「チュートリアル:組織の作成と設定」の手順に従ってください。

2. (オプション) Systems Manager の高速セットアップを使用して、クロスアカウントのランブックを設
定する際に使用する正しい AWS Identity and Access Management ロールを設定します。詳細につい
ては、AWS Systems Managerユーザーガイドの「クイックセットアップ」を参照してください。

3. AWS Systems Managerユーザーガイドの「複数のアカウントでのオートメーションの実行」に記載
されているステップに従ってAWS リージョン、 Systems Manager のオートメーションドキュメント
にランブックを作成します。ランブックは、管理アカウントまたはアプリケーションアカウントのい
ずれかで実行できます。ユースケースに応じて、インシデント中にランブックを作成・表示するのに
必要なロールに応じて、適切な AWS CloudFormation テンプレートをインストールする必要がありま
す。
• 管理アカウントでランブックを実行します。管理アカウントは、AWS-SystemsManager-

AutomationReadOnlyRole CloudFormation テンプレートをダウンロードしてインス
トールする必要があります。AWS-SystemsManager-AutomationReadOnlyRoleをイ
ンストールする際には、すべてのアプリケーションアカウントのアカウント ID を指定し
てください。このロールにより、アプリケーションアカウントはインシデントの詳細ペー
ジからランブックのステータスを読み取ることができます。AWS-SystemsManager-
AutomationAdministrationReadOnlyRole CloudFormation アプリケーションアカウントは
テンプレートをインストールする必要があります。インシデントの詳細ページでは、このロール
を使用して、管理アカウントから自動化ステータスを取得します。

• アプリケーションアカウントでランブックを実行します。管理アカウントは、AWS-
SystemsManager-AutomationAdministrationReadOnlyRole CloudFormation テンプレー
トをダウンロードしてインストールする必要があります。このロールは、管理アカウントがアプ
リケーションアカウント内のランブックのステータスを読み取ることを許可します。アプリケー
ションアカウントは、AWS-SystemsManager-AutomationReadOnlyRole CloudFormation 
テンプレートをダウンロードしてインストールする必要があります。AWS-SystemsManager-
AutomationReadOnlyRoleをインストールする際には、管理アカウントやその他のアプリケー
ションアカウントのアカウント ID を指定してください。管理アカウントとその他のアプリケー
ションアカウントは、ランブックのステータスを読み取るために、このロールを引き受けます。
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制限事項

4. 連絡先、エスカレーションプラン、チャットチャネル、および応答プランを設定して作成するには、
「Incident Manager でのインシデント準備 (p. 16)」で説明されているステップに従います。

5. 連絡先や対応計画のリソースを既存のリソース共有または新規のリソース共有に AWS RAMで追加で
きます。詳細については、「AWS RAM ユーザーガイド」の「AWS RAM の使用開始」を参照してく
ださい。対応計画を AWS RAM に追加すると、アプリケーションアカウントが、対応計画を使用して
作成されたインシデントとインシデントダッシュボードにアクセスできるようになります。また、ア
プリケーションアカウントは、 CloudWatch EventBridge 対応計画にアラームやイベントを対応計画
に関連付けることができるようになります。連絡先とエスカレーション計画を AWS RAM に追加する
と、アプリケーションアカウントがインシデントダッシュボードからエンゲージメントを表示し、連
絡先をエンゲージできるようになります。

6. CloudWatch クロスアカウントクロスリージョン機能をコンソールに追加します。ステップや情報に
ついては、 CloudWatch ユーザーガイドの「 CloudWatch クロスアカウントクロスリージョンコン
ソール」を参照してください。この機能を追加すると、作成したアプリケーションアカウントと管理
アカウントが、インシデントと分析ダッシュボードのメトリクスの表示と編集ができるようになりま
す。

7. クロスアカウントの Amazon EventBridge イベントバスを作成します。手順と情報については、
「AWSアカウント間の Amazon EventBridge イベントの送受信」を参照してください。次に、このイ
ベントバスを使用して、アプリケーションアカウントのインシデントを検出し、管理アカウントにイ
ンシデントを作成するイベントルールを作成できます。

制限事項
Incident Manager のクロスアカウント機能の既知の制限事項を次に示します。

• 事後分析を作成するアカウントは、その分析を表示および変更できる唯一のアカウントです。アプリ
ケーションアカウントを使用してインシデント後の分析を作成する場合、そのアカウントのメンバーの
みがそれを表示および変更できます。管理アカウントを使用してインシデント後の分析を作成する場合
も同様です。

• アプリケーションアカウントで実行されるオートメーションドキュメントでは、タイムラインイベン
トは入力されません。アプリケーションアカウントで実行されるオートメーションドキュメントの更新
は、インシデントの [ランブック] タブに表示されます。

• SNSトピックはクロスアカウントを使用できません。SNS トピックは、それを使用する対応計画と同じ
リージョンとアカウントで作成する必要があります。管理アカウントを使用して、すべての SNS トピッ
クと対応計画を作成することをお勧めします。

• エスカレーション計画は、同じアカウントの連絡先を使用してのみ作成できます。共有されている連絡
先は、アカウントのエスカレーション計画に追加できません。

• 対応計画、インシデントレコード、連絡先に適用されたタグは、リソース所有者アカウントからのみ表
示および変更できます。
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Incident Manager でのインシデント
準備

インシデントの計画は、インシデントのライフサイクルのずっと前に始まります。インシデントの準備を
するには、対応計画を作成する前に、次の各トピックを検討してください。モニタリング、連絡先、エ
スカレーション計画、チャットチャネル、ランブックを使用して、対応を自動化する対応計画を作成しま
す。

トピック
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モニタリング

• モニタリング (p. 17)
• インシデントマネージャーの連絡先との連携 (p. 17)
• インシデントマネージャーでのオンコールスケジュールの操作 (p. 20)
• インシデントマネージャーでのエスカレーションプランの操作 (p. 27)
• インシデントマネージャーでのチャットチャネルの操作 (p. 28)
• Incident Manager でのSystems Manager オートメーションランブックの使用 (p. 33)
• Incident Manager での対応計画の使用 (p. 38)

モニタリング
AWS ホストアプリケーションの健全性をモニタリングすることは、アプリケーションの稼働時間とパ
フォーマンスを確保する上で重要です。モニタリングソリューションを決定するときは、次の点を考慮し
てください。

• 機能の重要度 — システムに障害が発生した場合、ダウンストリームユーザーへの影響はどの程度重要に
なるか。

• エラーの共通性 - システムが故障する頻度はどの程度か。頻繁な介入を必要とするシステムは注意深く
モニタリングする必要があります。

• レイテンシーの増加 — タスクを完了するための時間がどれだけ増加または減少したか。
• クライアント側とサーバー側のメトリクス — クライアントとサーバー上の関連メトリック間に不一致が

あるか。
• 依存関係障害 — チームで準備できる、また準備すべき障害。

応答計画を作成した後、モニタリングソリューションを使用して、環境内でインシデントが発生した
ときにインシデントを自動的に追跡できます。インシデントの追跡と作成の詳細については、Incident 
Manager でのインシデントを追跡します (p. 49)を参照してください。

安全性、高パフォーマンス、耐障害性、効率性に優れたインフラストラクチャアプリケーションとワーク
ロードのアーキテクチャの設計の詳細については、AWS Well-Architected」ホワイトペーパーを参照して
ください。

インシデントマネージャーの連絡先との連携
AWS Systems Manager Incident Manager 連絡先はインシデントに対する応答者です。連絡先は、Incident 
Manager がインシデント中に関与できる複数のチャネルを持つことができます。連絡先のエンゲージメン
ト計画を定義して、Incident Manager が連絡先をエンゲージする方法とタイミングを定義できます。

トピック
• 問い合わせチャネル (p. 17)
• エンゲージメント計画 (p. 18)
• 連絡先を作成 (p. 19)
• 連絡先の詳細をアドレス帳にインポートする (p. 19)

問い合わせチャネル
問い合わせチャネルは、Incident Manager がお問い合わせをエンゲージするために使用するさまざまな方
法です。
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エンゲージメント計画

Incident Manager は、次の問い合わせチャネルをサポートしています。

• Email(メール)
• ショートメッセージサービス (SMS)
• 音声

問い合わせチャネルのアクティベーション

プライバシーとセキュリティを保護するために、Incident Manager はお問い合わせを作成するときにデバ
イスアクティベーションコードを送信します。インシデント中にデバイスを操作するには、まずデバイス
をアクティベーションする必要があります。これを行うには、お問い合わせの作成ページでデバイスのア
クティベーションコードを入力します。

Incident Manager の特定の機能には、問い合わせチャネルに通知を送信する機能が含まれます。これらの
機能を使用することにより、指定されたワークフローに含まれる連絡先チャネルにサービスの中断または
その他のイベントに関する通知をこのサービスが送信することに同意したことになります。これには、オ
ンコールスケジュールのローテーションの一環として連絡先に送信される通知が含まれます。通知は、連
絡先の詳細で指定されているように、電子メール、SMS メッセージ、または音声通話で送信できます。こ
れらの機能を使用して、Incident Manager に提供された問い合わせチャネルを追加する権限があることを
確認します。

オプトアウト

これらの通知は、モバイルデバイスを問い合わせチャネルとして削除することで、いつでもキャンセルで
きます。個々の通知受信者は、お問い合わせからデバイスを削除することで、いつでも通知をキャンセル
できます。

お問い合わせから問い合わせチャネルを削除するには

1. Incident Manager コンソール に移動し、左のナビゲーションから お問い合わせ を選択します。
2. 削除する問い合わせチャネルをがあるお問い合わせを選択し、 編集を選択します。
3. 削除する問い合わせチャネルの横にある 削除 を選択します。
4. [更新] を選択します。

問い合わせチャネルの非アクティブ化

デバイスを非アクティブ化するには、UNSUBSCRIBEと返信します。UNSUBSCRIBE と返信する
と、Incident Manager はデバイスを操作できなくなります。

問い合わせチャネルの再アクティベーション

1. Incident Manager からのメッセージに START と返信します。
2. Incident Manager コンソール に移動し、左のナビゲーションから お問い合わせ を選択します。
3. 削除する問い合わせチャネルをがあるお問い合わせを選択し、 編集を選択します。
4. サービスのアクティベーションを選択します。
5. Incident Manager からデバイスに送られてきた アクティベーションコード を入力します。
6. [Activate] を選択します。

エンゲージメント計画
エンゲージメント計画は、Incident Manager が問い合わせチャネルをいつエンゲージメントするかを定義
します。問い合わせチャネルは、エンゲージメントの開始から異なる段階で複数回エンゲージメントでき
ます。エンゲージメント計画は、エスカレーション計画または対応計画で使用できます。エスカレーショ
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連絡先を作成

ン計画の詳細については、「インシデントマネージャーでのエスカレーションプランの操作 (p. 27)」を
参照してください。

連絡先を作成
お問い合わせを定義するには、次のステップを使用します。

1. Incident Manager コンソール を開き、左のナビゲーションから お問い合わせ を選択します。
2. お問い合わせの作成を選択します。
3. お問い合わせのフルネームを入力し、一意で識別可能なエイリアスを指定します。
4. 問い合わせチャネルを定義します。2 つ以上の異なるタイプの問い合わせチャネルを使用することを

おすすめします。

a. タイプ (E メール、SMS、音声) を選択します。
b. 問い合わせチャネルの識別可能な名前を入力します。
c. E メール: arosalez@example.com のような問い合わせチャネルの詳細を提供してください。

5. 複数の問い合わせチャネルを定義するには、問い合わせチャネルの追加を選択します。追加された新
しい問い合わせチャネルごとに、ステップ 4 を繰り返します。

6. エンゲージメント計画を定義します。
Important

お問い合わせをエンゲージするには、エンゲージメント計画を定義する必要があります。

a. 問い合わせチャネル名を選択します。
b. Incident Manager がこの問い合わせチャネルに参加するまでのエンゲージメントの開始から待機

する分数を定義します。
c. 別の問い合わせチャネルを追加するには、エンゲージメントの追加を選択します。

7. エンゲージメント計画を定義してから、作成を選択します。Incident Manager は、定義された各問い
合わせチャネルにアクティベーションコードを送信します。

8. (オプション) 問い合わせチャネルをアクティベーションするには、Incident Manager が定義した各問
い合わせチャネルに送信したアクティベーションコードを入力します。

9. (オプション) 新しいアクティベーションコードを送信するには、新しいコードを送信するを選択しま
す。

10. [Finish] (終了) を選択します。

お問い合わせを定義し、その問い合わせチャネルをアクティベーションしたら、エスカレーション計画に
お問い合わせを追加して、エスカレーションのチェーンを形成できます。エスカレーション計画の詳細に
ついては、「インシデントマネージャーでのエスカレーションプランの操作 (p. 27)」を参照してくだ
さい。直接エンゲージメントの対応計画にお問い合わせを追加できます。対応計画の作成の詳細について
は、「Incident Manager での対応計画の使用 (p. 38)」を参照してください。

連絡先の詳細をアドレス帳にインポートする
インシデントが作成されると、インシデントマネージャーは音声または SMS 通知を使用して対応者に通
知できます。着信または SMS 通知がインシデントマネージャーからのものであることが応答者に確実に
わかるように、すべての応答者に Incident Manager 仮想カード形式 (.vcf) ファイルをモバイルデバイスの
アドレス帳にダウンロードすることをお勧めします。ファイルは Amazon CloudFront でホストされてお
り、AWS商用パーティションで入手できます。

インシデントマネージャーの.vcf ファイルをダウンロードするには

1. モバイルデバイスで、https://d26vhuvd5b89k2.cloudfront.net/aws-incident-manager .vcf の URL を選
択または入力します。
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2. ファイルをモバイルデバイスのアドレス帳に保存またはインポートします。

インシデントマネージャーでのオンコールスケ
ジュールの操作

Incident Managerのオンコールスケジュールでは、オペレーターの介入を必要とするインシデントが発生
した場合に誰に通知するかを定義します。オンコールスケジュールは、そのスケジュール用に作成した 1 
つ以上のローテーションで構成されます。各ローテーションには、最大 30 分以上必要です。

オンコールスケジュールを作成したら、それをエスカレーションプランにエスカレーションとして含
めることができます。そのエスカレーションプランに関連するインシデントが発生すると、インシデン
トマネージャーはスケジュールに従って待機中のオペレーター（またはオペレーター）に通知します。
その後、この連絡先はエンゲージメントを確認することができます。エスカレーションプランでは、
エスカレーションの複数の段階にわたって、1 つ以上のオンコールスケジュールと 1 人以上の個別の連
絡先を指定できます。詳細については、「インシデントマネージャーでのエスカレーションプランの操
作 (p. 27)」を参照してください。

Tip

ベストプラクティスとして、エスカレーションプランのエスカレーションチャネルとして連絡先
とオンコールスケジュールを追加することをお勧めします。次に、対応計画のエンゲージメント
としてエスカレーション計画を選択する必要があります。このアプローチは、組織内のインシデ
ント対応を最大限にカバーします。

各オンコールスケジュールは最大8回のローテーションをサポートします。回転は重複することも、同時に
実行することもできます。これにより、インシデントが発生したときに対応するよう通知されるオペレー
ターの数が増えます。連続するローテーションを作成することもできます。これは、同じサービスをサ
ポートするグループが世界中にある「フォロー・ザ・サン」インシデント管理などのシナリオをサポート
します。

このセクションのトピックを参考に、インシデント対応業務のオンコールスケジュールの作成と管理に役
立ててください。

トピック
• インシデントマネージャーでのオンコールスケジュールとローテーションの作成 (p. 20)
• インシデントマネージャーでの既存のオンコールスケジュールの管理 (p. 23)

インシデントマネージャーでのオンコールスケジュー
ルとローテーションの作成
担当者を1回以上交代させてオンコールスケジュールを作成し、シフト中にインシデントに対応できるよう
にします。

オンコールスケジュールを作成する前に、スケジュールのローテーションに追加する連絡先を事前に作成
しておいてください。詳細については、「インシデントマネージャーの連絡先との連携 (p. 17)」を参照
してください。

オンコールスケジュールで作成するには

1. Incident Manager コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションで、[オンコールスケジュール] を選択します。
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3. [オンコールスケジュールの作成] を選択します。
4. [スケジュール名] には、スケジュールを識別するのに役立つ名前 (など) を入力しますMyApp 

Primary On-call Schedule。
5. [スケジュールエイリアス] には、AWS リージョン現在のスケジュールでは一意の、このスケジュール

のエイリアスを次のように入力しますmy-app-primary-on-call-schedule。
6. (オプション) [タグ] 領域で、1 つ以上のタグキーの名前と値のペアをオンコールスケジュールに適用し

ます。

タグは、リソースに割り当てるオプションのメタデータです。タグを使用すると、目的、所有者、
環境などのさまざまな方法でリソースを分類できます。たとえば、スケジュールにタグを付けて、
実行期間、含まれるオペレーターのタイプ、サポートするエスカレーションプランを識別できま
す。Incident Manager リソースのタグ付けの詳細については、「」を参照してくださいIncident 
Manager リソースを追加を追加を追加を追加を追加を追加を追加 (p. 67)。

7. 続けて、オンコールスケジュールに 1 つ以上のローテーションを追加してください (p. 21)。

インシデントマネージャーでのオンコールスケジュールのロー
テーションの作成
オンコールスケジュールのローテーションにより、シフトがいつ有効になるかが決まります。また、シフ
トが回転する接点も指定します。1 つのオンコールスケジュールに最大 8 回のローテーションを含めるこ
とができます。

Incident Manager で連絡先として作成した個人をローテーションに追加できます。連絡先の管理の詳細に
ついては、「」を参照してくださいインシデントマネージャーの連絡先との連携 (p. 17)。

ローテーションを設定すると、ページの右側にあるプレビューカレンダーでスケジュール全体がどのよう
に表示されるかを確認できます。

オンコールスケジュールのローテーションを作成するには

1. [オンコールスケジュールの作成] ページの [ローテーション1] セクションの [ローテーション名] に、ま
たはなど00:00 - 7:59 Support、ローテーションを識別する名前を入力しますDublin Support 
Group。

2. 「開始日」には、YYYY/MM/DDこのローテーションが有効になる日付を次のような形式で入力しま
す2023/07/14。

3. 「タイムゾーン」では、このローテーションで指定するシフト対応時間と日付の基準となるグローバ
ルタイムゾーンを選択します。各ローテーションは独自のタイムゾーンに基づいて設定できることに
注意してください。

IANA (Internet Assigned Numbers) が定義する任意のタイムゾーンを使用できます。例:「America/
Los_Angeles」、「UTC」、「Asia/Seoul」。詳細については、IANA ウェブサイトの「タイムゾーン
データベース」を参照してください。

4. [ローテーション開始時間] には、このローテーションのシフトが始まる時刻を 24hh:mm 時間形式で入
力します16:00。たとえば、

指定したタイムゾーンと異なるタイムゾーンの連絡先の現地時間の違いに注意してください。たとえ
ば、America/Los_Angeles00:00タイムゾーンとローテーションの開始時間として選択した場合、
アイルランドのダブリンでは 08:00、インドのムンバイでは 13:30 になります。

5. [ローテーション終了時間] には、このローテーションのシフトが終了する時刻を 24hh:mm 時間形式で
入力します23:59。たとえば、

Note

ローテーションの開始から終了までの時間は、少なくとも 30 分でなければなりません。
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6. （オプション）ローテーションの長さを 24 時間に設定するには、「24 時間対応」を選択し、この
ローテーションの開始時間を「ローテーション開始時間」フィールドに入力します。ローテーション
終了時間の値は自動的に更新されます。

たとえば、オンコールを 24 時間対応にし、午前 11 時にシフトチェンジを行う場合は、24 時間対応
を選択し、11:00開始時間として入力します。

7. [アクティブ日] には、このローテーションが有効な曜日を選択します。たとえば、オンコールプラン
に週末の補償が含まれていない場合は、日曜日と土曜日を除くすべての日を選択してください。

8. 続けて、ローテーションに連絡先を追加してください (p. 22)。

インシデントマネージャーのオンコールスケジュールのローテー
ションへの連絡先の追加
オンコールスケジュールのローテーションごとに、1 つ以上の連絡先（合計 30 件まで）を追加できます。
インシデントマネージャーの設定で設定されている連絡先から選択します。

連絡先をローテーションに追加すると、その連絡先はオンコール業務の一環として通知を受け取る場合が
あります。通知は、連絡先の詳細で指定されているように、電子メール、SMS、または音声通話で送信で
きます。

連絡先の管理と連絡先通知オプションについては、を参照してくださいインシデントマネージャーの連絡
先との連携 (p. 17)。

オンコールスケジュールのローテーションに連絡先を追加するには

1. [オンコールスケジュールの作成] ページの [連絡先] セクションで、[連絡先の追加または削除] を選択
します。

2. [連絡先の追加または削除] ダイアログボックスで、ローテーションに含める連絡先のエイリアスを選
択します。

連絡先を選択する順序は、ローテーションスケジュールに最初にリストされている順序です。連絡先
を追加した後で順序を変更できます。

3. [Confirm] (確認) を選択します。
4. 連絡先の順序を変更するには、そのユーザーのラジオボタンを選択し、[上へ] ( ) と [下へ] ( ) ボタ

ンを使用して連絡先の順序を更新します。
5. 続けて、個々のシフトの繰り返し回数と回転の長さを指定します (p. 22)。

インシデントマネージャーでのシフトの繰り返し回数と長さの指
定、およびローテーションへのタグの追加
シフトの繰り返しは、ローテーション内の連絡先が通話中に出入りする頻度を指定します。繰り返しの長
さは、日、週、または月の数で指定できます。

シフト、繰り返し、長さを指定し、ローテーションにタグを追加するには

1. 「オンコールスケジュールの作成」ページのローテーションの「繰り返し設定」セクションで、次の
操作を行います。

• シフトの繰り返しタイプでは、、、Dailyから選択して、各オンコールのシフトが日数、週数、ま
たは月数のいずれかを指定しますMonthly。Weekly

• [シフト期間] には、シフトが続く日数、週数、または月数を入力します。

たとえば、Daily選択して入力した場合1、各連絡先のオンコールシフトは1日続きま
す。Weekly選択して入力した場合3、各連絡先のオンコールシフトは3週間続きます。
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2. (オプション) [タグ] 領域で、1 つ以上のタグキーの名前と値のペアをローテーションに適用します。

タグは、リソースに割り当てるオプションのメタデータです。タグを使用すると、目的、所有者、
環境などのさまざまな方法でリソースを分類できます。たとえば、ローテーションにタグを付け
ると、そのローテーションに割り当てられている連絡先の場所、提供する補償の種類、サポートす
るエスカレーションプランを特定できます。Incident Manager リソースのタグ付けの詳細について
は、「」を参照してくださいIncident Manager リソースを追加を追加を追加を追加を追加を追加を追
加 (p. 67)。

3. (推奨) カレンダーのプレビューを使用して、オンコールスケジュールの対象範囲に意図しないギャッ
プがないことを確認してください。

4. [作成] を選択します。

オンコールスケジュールをエスカレーションプランのエスカレーションチャネルとして追加できるように
なりました。詳細については、「エスカレーション計画を作成する (p. 28)」を参照してください。

インシデントマネージャーでの既存のオンコールスケ
ジュールの管理
このセクションの内容を参考に、すでに作成済みのオンコールスケジュールを操作できます。

トピック
• オンコールスケジュールの詳細を表示する (p. 23)
• オンコールスケジュールの編集 (p. 24)
• オンコールスケジュールのコピー (p. 24)
• オンコールスケジュールローテーションのオーバーライドの作成 (p. 25)
• オンコールスケジュールの削除 (p. 27)

オンコールスケジュールの詳細を表示する
at-a-glance オンコールスケジュールの概要には、オンコールスケジュールの詳細を表示するページでア
クセスできます。このページには、現在通話中のユーザーと次に通話中のユーザーに関する情報も含まれ
ています。このページには、特定の時間にどの連絡先が通話中かを示すカレンダービューが含まれていま
す。

オンコールスケジュールの詳細を表示するには

1. Incident Manager コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションで、[オンコールスケジュール] を選択します。
3. オンコールスケジュールを表示する行で、以下のいずれかを実行します。

• カレンダーの概要ビューを開くには、スケジュールエイリアスを選択します。

-または-

行のラジオボタンを選択し、[View] を選択します。
• スケジュールのカレンダービューを開くには、[カレンダーを表示] を選択します。

カレンダービューで、スケジュール内の特定の日付の連絡先の名前を選択すると、割り当てられた
シフトの詳細を確認したり、オーバーライドを作成したりできます。

• カレンダーの特定のローテーションの表示をオンまたはオフにするには、ローテーション名の横に
あるスイッチを選択します。
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オンコールスケジュールの編集
次の詳細を除いて、オンコールスケジュールとそのローテーションの設定を更新できます。

• スケジュールエイリアス
• ローテーション名
• ローテーション開始日

これらの値を変更できる新しいカレンダーの基礎として既存のカレンダーを使用するには、代わりにカレ
ンダーをコピーできます。詳細については、「オンコールスケジュールのコピー (p. 24)」を参照してく
ださい。

オンコールスケジュールを編集するには

1. Incident Manager コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションで、[オンコールスケジュール] を選択します。
3. 以下のいずれかを実行します。

• オンコールスケジュールを編集する行のラジオボタンを選択し、[編集] を選択します。
• オンコールスケジュールのスケジュールエイリアスを選択して [オンコールスケジュールの詳細を

表示] ページを開き、[編集] を選択します。
4. オンコールスケジュールとそのローテーションに必要な変更を加えます。開始時刻と終了時刻、連絡

先、繰り返しなどのローテーション構成オプションを変更できます。必要に応じて、スケジュールに
ローテーションを追加または削除できます。変更を加えると、カレンダーのプレビューに反映されま
す。

ページのオプションを操作する方法については、「」を参照してくださいインシデントマネージャー
でのオンコールスケジュールとローテーションの作成 (p. 20)。

5. [更新] を選択します。

Important

オーバーライドを含むスケジュールを編集すると、その変更がオーバーライドに影響する可能性
があります。オーバーライドが期待どおりに設定されていることを確認するには、スケジュール
を更新した後にシフトオーバーライドを綿密に確認することをお勧めします。

オンコールスケジュールのコピー
既存のオンコールスケジュールの構成を新しいスケジュールの開始点として使用するには、カレンダーの
コピーを作成し、必要に応じて変更できます。

オンコールスケジュールをコピーするには

1. Incident Manager コンソールを開きます。
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2. 左のナビゲーションで、[オンコールスケジュール] を選択します。
3. オンコールスケジュールをコピーする行のラジオボタンを選択します。
4. [Copy] (コピー) を選択します。
5. カレンダーとそのローテーションに必要な変更を加えます。ローテーションは必要に応じて変更、追

加、または削除できます。

Note

既存のスケジュールをコピーするときは、ローテーションごとに新しい開始日を指定する必
要があります。コピーしたスケジュールは、開始日が過去のローテーションをサポートして
いません。

ページのオプションを操作する方法については、「」を参照してくださいインシデントマネージャー
でのオンコールスケジュールとローテーションの作成 (p. 20)。

6. [Create copy] (コピーを作成) を選択します。

オンコールスケジュールローテーションのオーバーライドの作成
既存のローテーションスケジュールに 1 回限りの変更を加える必要がある場合は、オーバーライドを作成
できます。オーバーライドを使用すると、連絡先のシフトの全部または一部を別の連絡先に置き換えるこ
とができます。複数のシフトにまたがるオーバーライドを作成することもできます。

連絡先は、そのローテーションにすでに割り当てられているオーバーライドにのみ割り当てることができ
ます。

カレンダーのプレビューでは、オーバーライドされたシフトは、単色の背景ではなく縞模様の背景で表示
されます。次の画像では、5 月 5 日から 5 月 11 日まで、John Doe と Martha Rivera のシフトの一部を含
むオーバーライドで、連絡先の Zhang Wei が待機中であることがわかります。
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オンコールスケジュールのオーバーライドを作成するには

1. Incident Manager コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションで、[オンコールスケジュール] を選択します。
3. オンコールスケジュールを表示する行で、以下のいずれかを実行します。

• スケジュールエイリアスを選択し、[スケジュールカレンダー] タブを選択します。
• [カレンダーを表示] を選択します 。

4. 以下のいずれかを実行します。
• [オーバーライドを作成] を選択します。
• カレンダーのプレビューで連絡先の名前を選択し、[シフトの上書き] を選択します。

5. [シフトオーバーライドの作成] ダイアログボックスで、次の操作を行います。

Note

オーバーライドの長さは少なくとも 30 分以上必要です。オーバーライドを指定できるの
は、future 6か月以内に発生するシフトのみです。

a. [回転を選択] で、オーバーライドを作成する回転の名前を選択します。
b. 「開始日」で、オーバーライドが開始される日付を選択または入力します。
c. 「開始時間」には、hh:mmオーバーライドが開始される時刻をフォーマットで入力します。
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d. [終了日] に、オーバーライドが終了する日付を選択または入力します。
e. [終了時間] には、hh:mmオーバーライドが終了する時刻をフォーマットで入力します。
f. [オーバーライド連絡先の選択] で、オーバーライド期間中に通話中のローテーション連絡先の名

前を選択します。
6. [オーバーライドを作成] を選択します。

オーバーライドを作成すると、縞模様の背景で識別できます。オーバーライドされたシフトの連絡先名を
選択すると、そのシフトがオーバーライドされたシフトであることが情報ボックスに表示されます。[オー
バーライドを削除] を選択して削除し、元のオンコール割り当てに戻すことができます。

オンコールスケジュールの削除
特定のオンコールスケジュールが不要になった場合は、Incident Manager から削除できます。

現在オンコールスケジュールをエスカレーションチャネルとして使用しているエスカレーションプランま
たは対応プランがある場合は、スケジュールを削除する前にそれらのプランから削除する必要がありま
す。

オンコールスケジュールを削除するには

1. Incident Manager コンソールを開きます。
2. 左のナビゲーションで、[オンコールスケジュール] を選択します。
3. オンコールスケジュールを削除する行のラジオボタンを選択します。
4. [Delete] (削除) を選択します。
5. オンコールスケジュールの削除で? ダイアログボックスで、confirmテキストボックスに入力しま

す。
6. [Delete] (削除) をクリックします。

インシデントマネージャーでのエスカレーションプ
ランの操作

AWS Systems Manager Incident Manager定義済みの連絡先またはオンコールスケジュールを通じてエス
カレーションパスを提供し、これらを総称してエスカレーションチャネルと呼びます。複数のエスカレー
ションチャネルを同時にインシデントに取り込むことができます。エスカレーションチャネルで指定され
た連絡先が応答しない場合、Incident Manager は次の連絡先セットにエスカレーションします。ユーザー
がエンゲージメントを承認した後、計画のエスカレーションを停止するかどうかを選択することもできま
す。エスカレーション計画を対応計画に追加して、インシデントの開始時にエスカレーションが自動的に
開始されるようにできます。アクティブなインシデントにエスカレーション計画を追加することもできま
す。

トピック
• ステージ (p. 27)
• エスカレーション計画を作成する (p. 28)

ステージ
エスカレーション計画では、各ステージが定義された分数を持続するステージを使用します。各ステージ
には次の情報があります。
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• 期間 — 次のステージを開始するまで計画が待機する時間。エスカレーション計画の第 1 ステップは、
エンゲージメントが開始されると開始されます。

• エスカレーションチャネル — エスカレーションチャネルとは、1 人の連絡先か、定義されたスケジュー
ルに従って担当を交代させる複数の連絡先で構成されるオンコールスケジュールのいずれかです。エス
カレーション計画は、定義されたエンゲージメント計画を使用して、各チャネルをエンゲージメントし
ます。次のステージに進む前に、エスカレーション計画の進行を停止するように各エスカレーション計
画を設定できます。各ステージは複数のエスカレーションチャネルを持つことができます。

個々の連絡先の設定については、「」を参照してくださいインシデントマネージャーの連絡先との連
携 (p. 17)。オンコールスケジュールの作成については、を参照してくださいインシデントマネー
ジャーでのオンコールスケジュールの操作 (p. 20)。

エスカレーション計画を作成する
1. Incident Manager コンソール を開き、左のナビゲーションから エスカレーション計画 を選択しま

す。
2. エスカレーション計画の作成を選択します。
3. [名前] に、エスカレーション計画の一意の名前を入力します。たとえば、「」を参照してくださいMy 

Escalation Plan。
4. 「エイリアス」には、プランを識別しやすいように、次のようなエイリアスを入力しますmy-

escalation-plan。
5. [ステージの所要時間] に、インシデントマネージャーが次のステージに進むまで待機する時間を分単

位で入力します。
6. エスカレーションチャネルの場合は、この段階でやり取りする連絡先またはオンコールスケジュール

を1人以上選択してください。
7. (オプション) 連絡先がエンゲージメントを確認した後、エスカレーション計画を停止させるには、

「確認で計画の進行を停止する」を選択します。
8. このステージに別のチャネルを追加するには、「エスカレーションチャネルを追加」を選択します。
9. エスカレーションプランに別のステージを追加するには、[ステージを追加] を選択します。
10. このエスカレーションプランに必要なエスカレーションチャネルとステージを追加し終わるまで、ス

テップ 5 ～ 9 を繰り返します。
11. (オプション) [タグ] 領域で、1 つ以上のタグキーの名前と値のペアをエスカレーション計画に適用しま

す。

タグは、リソースに割り当てるオプションのメタデータです。タグを使用すると、目的、所有者、環
境などのさまざまな方法でリソースを分類できます。たとえば、エスカレーションプランにタグを付
けて、それを使用するインシデントのタイプ、含まれるエスカレーションチャネルのタイプ、または
サポートするエスカレーションプランを特定できます。Incident Manager リソースのタグ付けの詳細
については、「」を参照してくださいIncident Manager リソースを追加を追加を追加を追加を追加を
追加を追加 (p. 67)。

12. エスカレーション計画の作成を選択します。

インシデントマネージャーでのチャットチャネルの
操作

インシデントマネージャーの機能を使用するとAWS Systems Manager、インシデント対応者はインシデ
ント発生時にチャットチャネルを通じて直接コミュニケーションをとることができます。チャットチャン
ネルは、AWS Chatbotユーザーが設定するチャットルームです。次に、このチャンネルをインシデントマ
ネージャーの対応計画に接続します。
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インシデントが発生すると、対応者はチャットチャネルを使用してインシデントについて互いにコミュニ
ケーションを取ります。また、インシデントマネージャーは、インシデントに関する更新や通知をチャッ
トチャネルに直接プッシュします。チャットルーム設定で指定した 1 つ以上の Amazon Simple Notification 
Service (Amazon SNS) トピックを使用してこれらの通知を送信します。

AWS Chatbotおよびインシデントマネージャーは、次のアプリケーションのチャットチャネルをサポート
します。

• Slack
• マイクロソフトチーム
• Amazon Chime

インシデントで使用するチャットチャネルを設定するプロセスは、3 つの異なるAmazon Web Services タ
スクで構成されます。

タスク
• タスク 1: チャットチャネルの Amazon SNS トピックを作成または更新する (p. 29)
• タスク 2: チャットチャネルを作成するAWS Chatbot (p. 30)
• タスク3: インシデントマネージャーの対応計画にチャットチャネルを追加する (p. 32)
• チャットチャネルを通じたやりとり (p. 32)

タスク 1: チャットチャネルの Amazon SNS トピック
を作成または更新する
Amazon SNS は、配信者から受信者 (または生産者から消費者) へのメッセージ配信を提供するマネージド
サービスです。発行者は、論理アクセスポイントおよび通信チャネルであるトピックにメッセージを送信
することで、受信者と非同期的に通信します。インシデントマネージャーは、対応計画に関連付けた 1 つ
以上のトピックを使用して、インシデントに関する通知をインシデント対応者に送信します。

対応計画では、1 つ以上の Amazon SNS トピックをインシデント通知に含めることができます。ベストプ
ラクティスとして、レプリケーションセットに追加した各 SNS トピックに SNSAWS リージョン トピッ
クを 1 つずつ作成する必要があります。

Tip

より直線的なセットアップワークフローを実現するには、まず Amazon SNS トピックをインシデ
ントマネージャーで使用するように設定することをお勧めします。設定したら、チャットチャネ
ルを作成できます。

チャットチャネルの Amazon SNS トピックを作成または更新するには

1. Amazon Simple Notification Service デベロッパーガイドの「Amazon SNS を作成する」トピックの
「Amazon SNS を作成する」トピックにあるステップに従ってください。

Note

トピックを作成したら、編集してアクセスポリシーを更新します。
2. 作成したトピックを選択し、そのトピックの Amazon リソースネーム (ARN)arn:aws:sns:us-

east-2:111122223333:My_SNS_topic を次のような形式でメモまたはコピーしてください。
3. [編集] を選択し、[アクセスポリシー] セクションを展開して、デフォルト以外の追加のアクセス権限

を設定します。
4. ポリシーの Statement 配列に、次のステートメントを追加します。

{ 
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    "Sid": "IncidentManagerSNSPublishingPermissions", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "ssm-incidents.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "SNS:Publish", 
    "Resource": "sns-topic-arn", 
    "Condition": { 
        "StringEqualsIfExists": { 
            "AWS:SourceAccount": "account-id" 
        } 
    }
}

######################。

• sns-topic-arnは、このリージョン用に作成したトピックの Amazon リソースネーム 
(ARN)arn:aws:sns:us-east-2:111122223333:My_SNS_topic の形式です。

• account-id は、作業中のアカウントの ID (など)111122223333 です。AWS アカウント
5. [変更の保存] を選択します。
6. レプリケーションセットに含まれる各リージョンでプロセスを繰り返してください。

タスク 2: チャットチャネルを作成するAWS Chatbot
チャットチャンネルは Slack、マイクロソフトチーム、または Amazon Chime で作成できます。対応計画
ごとに必要なチャットチャネルは1つだけです。

チャットチャンネルについては、最小権限の原則に従うことをお勧めします（タスクを完了するのに必要
な権限以上の権限をユーザーに提供しないでください）。また、AWS Chatbotチャットチャンネルのメン
バーシップを定期的に確認する必要があります。レビューは、適切な回答者と他の関係者のみがチャット
チャネルにアクセスできることを確認するのに役立ちます。

AWS Chatbot有効な Slack チャンネルと Microsoft Teams チャンネルでは、インシデントレスポンダーは 
Slack または Microsoft Teams アプリケーションから直接さまざまなインシデントマネージャー CLI コマ
ンドを実行できます。詳細については、「チャットチャネルを通じたやりとり (p. 32)」を参照してくだ
さい。

Important

チャットチャンネルに追加するユーザーは、エスカレーションプランまたは対応計画に記載され
ている連絡先と同じである必要があります。また、利害関係者やインシデントオブザーバーなど
のユーザーをチャットチャネルに追加することもできます。

に関する一般的な情報についてはAWS Chatbot、「AWS ChatbotAWS Chatbot管理者ガイドの内容」を参
照してください。

以下のアプリケーションから選択して、チャンネルを作成してください。

Slack

以下の手順では、すべてのチャネルユーザーがIncident Managerでチャットコマンドを使用できるよ
うにするための推奨権限設定を示しています。サポートされているチャットコマンドを使用して、イ
ンシデント応答者は Slack チャットチャネルから直接インシデントを更新して対話できます。詳細に
ついては、「チャットチャネルを通じたやりとり (p. 32)」を参照してください。

Slack でチャットチャンネルを作成するには

• AWS Chatbot管理者ガイドの「チュートリアル:Slack を使い始めよう」の手順に従い、設定に次
の内容を含めてください。
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• ステップ 10 の [ロール設定] で、[チャネルロール] を選択します。
• ステップ 10d の「ポリシーテンプレート」で、「インシデントマネージャー権限」を選択しま

す。
• ステップ 11 の [チャネルガードレールポリシー] の [ポリシー名] で、を選択しま

すAWSIncidentManagerResolverAccess。
• ステップ 12 の SNS トピックセクションで、次の操作を行います。

• リージョン 1 では、AWS リージョン複製セットに含まれているものを選択します。
• トピック 1 では、そのリージョンで作成した SNS トピックを選択し、チャットチャネルへ

のインシデント通知の送信に使用します。
• 複製セットのリージョンが追加されるたびに、[別のリージョンを追加] を選択し、リージョ

ンと SNS トピックを追加します。

Microsoft Teams

以下の手順では、すべてのチャネルユーザーがIncident Managerでチャットコマンドを使用できるよ
うにするための推奨権限設定を示しています。サポートされているチャットコマンドを使用して、イ
ンシデント応答者は Microsoft Teams チャットチャネルから直接インシデントを更新して対話できま
す。詳細については、「チャットチャネルを通じたやりとり (p. 32)」を参照してください。

Microsoft Teams でチャットチャンネルを作成するには

• 『AWS Chatbot管理者ガイド』の「チュートリアル:Microsoft Teams を使い始める」の手順に従
い、構成に次の内容を含めてください。

• ステップ 10 の [ロール設定] で、[チャネルロール] を選択します。
• ステップ 10d の「ポリシーテンプレート」で、「インシデントマネージャー権限」を選択しま

す。
• ステップ 11 の [チャネルガードレールポリシー] の [ポリシー名] で、を選択しま

すAWSIncidentManagerResolverAccess。
• ステップ 12 の SNS トピックセクションで、次の操作を行います。

• リージョン 1 では、AWS リージョン複製セットに含まれているものを選択します。
• トピック 1 では、そのリージョンで作成した SNS トピックを選択し、チャットチャネルへ

のインシデント通知の送信に使用します。
• 複製セットのリージョンが追加されるたびに、[別のリージョンを追加] を選択し、リージョ

ンと SNS トピックを追加します。

Amazon Chime

Amazon Chime でチャットチャンネルを作成するには

• 『AWS Chatbot管理者ガイド』の「チュートリアル:Amazon Chime を使い始める」の手順に従
い、設定に次の内容を含めてください。

• ステップ 11 の [ポリシーテンプレート] で、[インシデントマネージャー権限] を選択します。
• ステップ 12 の SNS トピックセクションで、Amazon Chime ウェブフックに通知を送信する 

SNS トピックを選択します。
• リージョン 1 では、AWS リージョン複製セットに含まれているものを選択します。
• トピック 1 では、そのリージョンで作成した SNS トピックを選択し、チャットチャネルへ

のインシデント通知の送信に使用します。
• 複製セットのリージョンが追加されるたびに、[別のリージョンを追加] を選択し、リージョ

ンと SNS トピックを追加します。
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対応計画にチャットチャネルを追加する

Note

インシデントレスポンダーが Slack と Microsoft Teams のチャットチャネルで使用できる
チャットコマンドは、Amazon Chime ではサポートされていません。

タスク3: インシデントマネージャーの対応計画に
チャットチャネルを追加する
対応計画を作成または更新するときに、対応者がコミュニケーションを取り、最新情報を受け取るための
チャットチャネルを追加できます。

の手順に従う際には応答計画を作成する (p. 38)、そのセクションで(オプション) インシデント対応
チャットチャネルの指定 (p. 39)、この対応計画に関連するインシデントに使用したいチャンネルを選択
してください。

チャットチャネルを通じたやりとり
Slack と Microsoft Teams のチャネルでは、インシデントマネージャーを使用すると、応答者はチャット
チャネルから直接インシデントと対話できます。ssm-incidents

• スタートインシデント
• list-response-plan
• get-response-plan
• create-timeline-event
• delete-timeline-event
• get-incident-record
• get-timeline-event
• list-incident-records
• list-timeline-events
• list-related-items
• update-related-items
• update-incident-record
• update-timeline-event

アクティブなインシデントのチャットチャネルでコマンドを実行するには、次の形式を使用します。cli-
options をコマンドに含める任意のオプションに置き換えてください。

@aws ssm-incidents cli-options

例:

@aws ssm-incidents start-incident --response-plan-arn arn:aws:ssm-
incidents::111122223333:response-plan/test-response-plan-chat --region us-east-2

@aws ssm-incidents create-timeline-event --event-data "\"example timeline event"\" --
event-time 2023-03-31 T20:30:00.000  --event-type Custom Event --incident-record-arn 
 arn:aws:ssm-incidents::111122223333:incident-record/MyResponsePlanChat/98c397e6-7c10-
aa10-9b86-f199aEXAMPLE

@aws ssm-incidents list-incident-records
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ランブックの操作

Incident Manager でのSystems Manager オート
メーションランブックの使用

の機能である AWS Systems ManagerAutomation のランブックを使用するとAWS Systems 
Manager、AWS クラウド環境内の一般的なアプリケーションやインフラストラクチャのタスクを自動化で
きます。

各ランブックは、Systems ManagerAWS がマネージドノードまたは他のリソースタイプに対して実行する
アクションで構成されるランブックワークフローを定義します。Runbook を使用すると、AWSリソースの
メンテナンス、デプロイ、修正を自動化できます。

Incident Manager では、ランブックがインシデントの対応と軽減を促進し、対応計画の一部として使用す
るランブックを指定します。

対応計画では、一般的に自動化されるタスク用に事前に設定された多数のランブックから選択すること
も、カスタムのランブックを作成することもできます。対応計画定義で Runbook を指定すると、インシデ
ントが開始されたときに Runbook が自動的に起動します。

Important

クロスリージョンフェイルオーバーによって作成されたインシデントは、対応計画で指定されて
いる Runbook を呼び出しません。

Systems Manager Automation、ランブック、および Incident Manager でランブックを使用した作業の詳
細については、以下のトピックを参照してください。

• 対応計画にランブックを追加するには、「」を参照してくださいIncident Manager での対応計画の使
用 (p. 38)。

• Runbook の詳細については、AWS Systems Managerユーザーガイドの「AWS Systems Managerオート
メーション」と「AWS Systems Managerオートメーション Runbook リファレンス」を参照してくださ
い。

• Runbook の使用コストについては、「Systems Manager の価格」を参照してください。
• Amazon CloudWatch アラームまたは Amazon EventBridge イベントによってインシデントが作成された

ときに Runbook を自動的に呼び出す方法については、「チュートリアル:Incident Manager で Systems 
Manager 自動化ランブックを使用する」を参照してください。

トピック
• Runbook ワークフローを開始して実行するために必要な IAM 権限 (p. 33)
• ランブックパラメータの使用 (p. 35)
• ランブックを定義する (p. 36)
• Incident Manager ランブックテンプレート (p. 37)

Runbook ワークフローを開始して実行するために必要
な IAM 権限
インシデントマネージャーには、インシデント対応の一環としてランブックを実行する権限が必要です。
これらの権限を付与するには、AWS Identity and Access Management (IAM) ロール、Runbook サービス
ロール、およびオートメーションを使用しますAssumeRole。

Runbook サービスロールは、必須のサービスロールです。このロールは、インシデントマネージャーに 
Runbook のワークフローにアクセスして開始するために必要な権限を付与します。
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Runbook ワークフローを開始し

て実行するために必要な IAM 権限

オートメーションは、RunbookAssumeRole で指定された個々のコマンドを実行するために必要な権限を
提供します。

Note

何も指定しない場合、Systems Manager AutomationAssumeRole は個々のコマンドに Runbook 
サービスロールを使用しようとします。を指定しない場合はAssumeRole、必要な権限を 
Runbook サービスロールに追加する必要があります。そうしないと、Runbook はそれらのコマン
ドを実行に失敗します。
ただし、セキュリティのベストプラクティスとして、別の方法を使用することをお勧めしま
すAssumeRole。個別に設定するとAssumeRole、各ロールに追加する必要のある権限を制限で
きます。

自動化の詳細についてはAssumeRole、AWS Systems Managerユーザーガイドの「自動化のサービスロー
ル (役割を引き受ける) アクセスの設定」を参照してください。

どちらのタイプのロールも、IAM コンソールで手動で作成できます。-対応計画を作成または更新するとき
に、Incident Manager に作成させることもできます。

Runbook サービスロールのアクセス許可

Runbook サービスロールのアクセス許可は、次のようなポリシーを通じて提供されます。

最初のステートメントにより、インシデントマネージャーはSystems 
ManagerStartAutomationExecution の操作を開始できます。次に、このオペレーションは、3 つの 
Amazon リソースネーム (ARN) 形式で表されるリソースで実行されます。

2 番目のステートメントでは、影響を受けるアカウントで Runbook が実行されたときに、Runbook 
サービスロールが別のアカウントのロールを引き継ぐことができます。詳細については、AWS Systems 
Managerユーザーガイドの「AWS リージョン複数のアカウントでの自動化の実行」を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "ssm:StartAutomationExecution", 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ssm:*:{{DocumentAccountId}}:automation-definition/{{DocumentName}}:*", 
        "arn:aws:ssm:*:{{DocumentAccountId}}:document/{{DocumentName}}:*", 
        "arn:aws:ssm:*::automation-definition/{{DocumentName}}:*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "sts:AssumeRole", 
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/AWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole", 
      "Condition": { 
        "StringEquals": { 
          "aws:CalledViaLast": "ssm.amazonaws.com" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

AssumeRole 自動化権限

対応計画を作成または更新するときに、AWS複数の管理ポリシーから選択して、 AssumeRole インシデン
トマネージャーが作成したポリシーに添付できます。これらのポリシーは、Incident Manager Runbook シ
ナリオで使用されるさまざまな一般的な操作を実行する権限を提供します。これらの管理ポリシーを 1 つ
以上選択して、ポリシーにアクセス権限を付与できますAssumeRole。次の表は、Incident Manager コン
ソールから作成するときに選択できるポリシーを示しています。AssumeRole
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AWS 管理ポリシー名 ポリシーの説明

AmazonSSMAutomationRole Systems Manager Automation サービスにランブッ
クで定義されているアクティビティを実行するた
めのアクセス許可を付与します。このポリシー
は、管理者および信頼されたパワーユーザーに割
り当てます。

AWSIncidentManagerResolverAccess インシデントを開始、表示、更新するアクセス許
可をユーザーに付与します。また、これらを使用
して、インシデントダッシュボードで顧客のタイ
ムラインイベントと関連アイテムを作成すること
もできます。

これらの管理ポリシーを使用して、一般的なインシデント対応シナリオのアクセス許可を付与できます。
ただし、必要な特定のタスクに必要な権限は異なる場合があります。このような場合は、追加のポリシー
権限を自分に提供する必要がありますAssumeRole。詳細については、AWS Systems Manager自動化ラン
ブックリファレンスを参照してください。

ランブックパラメータの使用
応答プランに Runbook を追加する場合、Runbook が実行時に使用するパラメータを指定できます。応答
プランでは、静的な値と動的な値の両方を持つパラメータをサポートします。静的な値の場合、応答プラ
ンでパラメータを定義するときに値を入力します。動的な値の場合、システムはインシデントから情報を
収集することによって正しいパラメータ値を決定します。Incident Manager は、次の動的なパラメータを
サポートしています。

Incident ARN

Incident Manager がインシデントを作成すると、システムは対応するインシデントレコードの 
Amazon リソースネーム (ARN) をキャプチャし、それを Runbook にあるこのパラメータに入力しま
す。

Note

この値は、タイプ String のパラメータにのみ割り当てることができます。他のタイプのパ
ラメータに割り当てられた場合、Runbook は実行に失敗します。

Involved resources

Incident Manager がインシデントを作成すると、システムはインシデントに関連するリソースの ARN 
をキャプチャします。その後、これらのリソース ARN は、Runbook のこのパラメータに割り当てら
れます。

関連付けられたリソースについて
インシデントマネージャーは、 CloudWatch アラーム、 EventBridge イベント、AWSおよび手動で作成さ
れたインシデントで指定されたリソースの ARN を Runbook パラメータ値に入力できます。このセクショ
ンでは、このパラメータを入力するときに Incident Manager が ARN をキャプチャできるさまざまな種類
のリソースについて説明します。

CloudWatch アラーム

CloudWatch アラームアクションからインシデントが作成されると、Incident Manager は関連する指標か
ら次の種類のリソースを自動的に抽出します。次に、選択したパラメータに次の関連リソースを入力しま
す。
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AWS のサービス リソースタイプ

Amazon DynamoDB グローバルセカンダリインデックス

Streams

テーブル

Amazon EC2 イメージ

インスタンス

AWS Lambda 関数のエイリアス

関数のバージョン

関数

Amazon Relational Database Service (Amazon 
RDS)

クラスター

データベースインスタンス

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット

EventBridge ルール

EventBridge システムがイベントからインシデントを作成すると、Incident ManagerResources は選択し
たパラメータにイベントのプロパティを設定します。詳細については、Amazon  EventBridge ユーザーガ
イドの「Amazon EventBridge イベント」を参照してください。

インシデントを手動で作成する

StartIncidentAPI アクションを使用してインシデントを作成すると、Incident Manager は API 呼び出しの
情報を使用して選択したパラメータを設定します。具体的には、INVOLVED_RESOURCErelatedItemsパ
ラメータで渡されたタイプの項目を使用してパラメータを設定します。

Note

INVOLVED_RESOURCESこの値は、次のタイプのパラメータにのみ割り当てることができま
すStringList。他のタイプのパラメータに割り当てられた場合、Runbook は実行に失敗しま
す。

ランブックを定義する
ランブックを作成する際には、ここで説明するステップに従うか、「Systems Manager ユーザーガイド」
のランブックを使用した作業セクションに記載されているより詳細なガイドに従ってください。複数アカ
ウント、複数リージョンのランブックを作成する場合は、「Systems Manager ユーザーガイド」の「複数
のAWS リージョン NAD アカウントでのオートメーションの実行」を参照してください。

ランブックを定義する

1. Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ドキュメント] を選択します。
3. [Create automation (オートメーションを作成)] を選択します。
4. 一意で識別可能なランブック名を入力します。
5. ランブックの説明を入力します。
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6. オートメーションドキュメントが引き受ける IAM ロールを指定します。これにより、ランブックがコ
マンドを自動的に実行できるようになります。詳細については、「オートメーションワークフローに
サービスロールのアクセスを設定する」を参照してください。

7. (オプション) ランブックで始まる入力パラメータを追加します。Runbook を起動するときに、動的パ
ラメーターまたは静的パラメーターを使用できます。動的パラメータは、Runbook が起動されたイン
シデントの値を使用します。静的パラメータは、指定した値を使用します。

8. (オプション) ターゲット タイプを追加します。
9. (オプション) タグを追加します。
10. ランブックの実行時に実行するステップを記入します。各ステップには以下が必要です。

• 名前。
• ステージの説明。
• ステップ中に実行するアクション。ランブックでは、手動のステップを説明するのに 一時停止 とい

うアクションタイプを使用します。
• (オプション) コマンドプロパティ。

11. 必要なランブックステップをすべて追加したら、オートメーションの作成を選択します。

クロスアカウント機能を有効にするには、インシデント中にランブックを使用するすべてのアプリケー
ションアカウントと、管理アカウントのランブックを共有します。

ランブックを共有する

1. Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ドキュメント] を選択します。
3. ドキュメントリストで共有するドキュメントを選択し、[詳細を表示] を選択します。[Permissions] タ

ブで自分がドキュメントの所有者であることを確認します。ドキュメントの所有者のみがドキュメン
トを共有できます。

4. [Edit] を選択します。
5. コマンドをパブリックに共有するには、[Public] を選択し、[Save] を選択します。コマンドをプライ

ベートに共有するには、[Private (プライベート)] を選択し、AWS アカウント ID を入力します。次
に、[Add permission (アクセス権限の追加)] を選択し、[Save (保存)] を選択します。

Incident Manager ランブックテンプレート
Incident Manager には、Systems Manager オートメーションでランブックの作成を開始できるように、次
のランブックテンプレートが用意されています。このテンプレートをそのまま使用するか、編集して、ア
プリケーションおよびリソースに固有の詳細を含めることができます。

Incident Manager ランブックテンプレートを検索する

1. Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ドキュメント] を選択します。
3. ドキュメントリストで、検索フィールドを使用して AWSIncidents- というテキストを検索します。こ

れにより、すべての Incident Manager のランブックが表示されます。

テンプレートの使用

1. Systems Manager コンソール (https://console.aws.amazon.com/systems-manager/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[ドキュメント] を選択します。
3. ドキュメントリストから更新するテンプレートを選択します。
4. [コンテンツ] タブをクリックし、ドキュメントのコンテンツをコピーします。
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対応計画の策定

5. ナビゲーションペインで、[ドキュメント] を選択します。
6. [Create automation (オートメーションを作成)] を選択します。
7. 一意で識別可能な名前を入力します。
8. [エディタ] タブを選択します。
9. [編集] を選択します。
10. ドキュメントエディタエリアにコピーした詳細を貼り付けるか、入力します。
11. [Create automation (オートメーションを作成)] を選択します。

AWSIncidents-CriticalIncidentRunbookTemplate
AWSIncidents-CriticalIncidentRunbookTemplate は、Incident Manager インシデントライフサ
イクルを手動ステップで提供するテンプレートです。これらのステップは、ほとんどのアプリケーション
で使用できる一般的な手順ですが、応答者がインシデント解決に着手するのに十分な詳細な内容です。

Incident Manager での対応計画の使用
対応計画では、ユーザーに影響するインシデントへの対応方法を計画できます。対応計画は、参加する
ユーザー、イベントの予想される重要度、開始する自動ランブック、モニタリングするメトリクスに関す
る情報が含まれます。

ベストプラクティス

インシデントを事前に計画しておくと、チームへのインシデントへの影響を減らすことができます。チー
ムは、対応計画を設計する際に以下のベストプラクティスを考慮する必要があります。

• エンゲージメントの合理化 - インシデントに最も適したチームを特定します。配布リストの範囲が広す
ぎたり、間違ったチームと関わったりすると、混乱を招き、インシデント発生時に対応者の時間を無駄
にするおそれがあります。

• 確実なエスカレーション — 対応計画におけるエンゲージメントについては、連絡先やオンコールスケ
ジュールの代わりにエンゲージメントプランを選択することをおすすめします。エンゲージメント計画
には、インシデント発生時に対応すべき個々の連絡先またはオンコールスケジュール（複数の担当者が
交代で参加する）を明記する必要があります。エンゲージメントプランで指定されたレスポンダーには
連絡が取れない場合があるため、これらのシナリオに対応できるように対応計画でバックアップレスポ
ンダーを設定する必要があります。予備の連絡先があれば、一次連絡先と二次連絡先が対応できない場
合や、対応範囲に予定外のギャップがある場合でも、インシデントマネージャーはインシデントについ
て連絡先に通知します。

• ランブック — ランブックを使用して、インシデント発生時に対応者が経験するstress 軽減する、反復可
能でわかりやすい手順を提供します。

• コラボレーション - チャットチャネルを使用して、インシデント中のコミュニケーションを合理化しま
す。チャットチャネルは、応答者が情報を最新の状態に保ちます。また、これらのチャネルを通じて他
の対応者と情報を共有することもできます。

応答計画を作成する
次の手順を使用して対応計画を作成し、インシデント対応を自動化します。

対応計画を作成するには

1. インシデントマネージャーコンソールを開き、ナビゲーションペインで [対応計画] を選択します。
2. 対応計画の作成を選択します。
3. 名前には、応答計画の Amazon リソースネーム (ARN) に使用する、一意で識別可能な応答計画名を入

力します。
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4. (オプション) [表示名] には、インシデントを作成するときの対応計画がわかりやすくなるように、よ
り読みやすい名前を入力します。

5. 続いて、インシデントレコードのデフォルト値を指定します (p. 39)。

インシデントデフォルト値の指定
インシデントをより効果的に管理できるように、デフォルト値を指定できます。インシデントマネー
ジャーは、これらの値を対応計画に関連するすべてのインシデントに適用します。

インシデントのデフォルト値を指定するには

1. [タイトル] には、このインシデントのタイトルを入力すると、インシデントマネージャーのホーム
ページで識別しやすくなります。

2. 「影響度」では、この対応計画に基づいて発生するインシデントの潜在的な範囲を示す影響レベル
（「重大」や「低」など）を選択します。Incident Manager での影響評価の詳細については、「」を
参照してくださいトリアージ (p. 5)。

3. (オプション)「概要」に、この対応計画から作成されたインシデントの種類の簡単な概要を入力しま
す。

4. （オプション）重複排除文字列には、重複排除文字列を入力します。Incident Manager は、この文字
列を使用して、同じ根本原因が同じアカウントに複数のインシデントを作成しないようにします。

重複排除文字列は、システムが重複インシデントをチェックするために使用する用語またはフ
レーズです。重複排除文字列を指定すると、Incident Manager はインシデントを作成するとき
に、dedupeStringフィールドに同じ文字列を含む未解決のインシデントを検索します。重複が検出
された場合、インシデントマネージャーは新しいインシデントを既存のインシデントに重複除外しま
す。

Note

デフォルトでは、インシデントマネージャーは、同じ Amazon CloudWatch アラームまたは 
Amazon EventBridge イベントによって作成された複数のインシデントを自動的に重複排除し
ます。これらのリソースタイプの重複を防ぐために、独自の重複排除文字列を入力する必要
はありません。

5. (オプション)「インシデントタグ」に、この対応計画から作成されたインシデントに割り当てるタグ
キーと値を追加します。

対応計画にインシデントタグを設定するには、TagResourceインシデントレコードリソースの権限が
必要です。

6. 続けて、解決者がインシデントについて互いに連絡を取るためのオプションのチャットチャネルを指
定してください (p. 39)。

(オプション) インシデント対応チャットチャネルの指定
対応計画にチャットチャネルを含めると、対応者はチャネルを通じてインシデントの最新情報を受け取り
ます。参加者は、チャットコマンドを使用して、チャットチャネルから直接インシデントと対話できま
す。

を使用してAWS Chatbot、対応計画に使用する Slack または Amazon Chime 用のチャンネルを作成できま
す。でのチャットチャネルの作成についてはAWS Chatbot、『AWS Chatbot管理者ガイド』を参照してく
ださい。

Important

Incident Manager は、チャットチャネルの Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) ト
ピックに公開する許可が必要です。その SNS トピックに公開する許可がない場合、対応計画に追
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加することはできません。Incident Manager は、許可を検証するために SNS トピックにテスト通
知を発行します。

チャットチャネルの詳細については、「インシデントマネージャーでのチャットチャネルの操
作 (p. 28)」を参照してください。

インシデント対応チャットチャネルを指定するには

1. 「チャットチャネル」では、AWS Chatbotインシデント発生時に対応者がコミュニケーションできる
チャットチャネルを選択します。

Tip

で新しいチャットチャネルを作成するにはAWS Chatbot、「新しいChatbot クライアントを
設定」を選択します。

2. チャットチャネルのSNSトピックについては、インシデント中に公開する追加の SNS トピックを選
択します。SNS トピックを複数追加すると、AWS リージョンインシデント時にリージョンがダウン
している場合の冗長性が向上します。

3. 続いて、インシデント発生時に担当する連絡先、オンコールスケジュール、エスカレーションプラン
を選択します (p. 40)。

(オプション) インシデント対応を行うリソースを選択してくださ
い
インシデントが発生した場合は、最も適切な対応者を特定することが重要です。ベストプラクティスとし
て、以下のことを行うことをお勧めします。

1. 連絡先とオンコールスケジュールをエスカレーションプランのエスカレーションチャネルとして追加し
ます。

2. 対応計画のエンゲージメントとしてエスカレーション計画を選択してください。

連絡先とエスカレーション計画の詳細については、「」インシデントマネージャーの連絡先との連
携 (p. 17) と「」を参照してくださいインシデントマネージャーでのエスカレーションプランの操
作 (p. 27)。

インシデント対応に従事するリソースを選択するため

1. エンゲージメントについては、エスカレーションプラン、オンコールスケジュール、個別の連絡先を
いくつでも選択できます。

2. 続けて、インシデント軽減の一環として実行するランブックをオプションで指定してくださ
い (p. 40)。

(オプション) インシデント軽減のためのランブックの指定
の機能である AWS Systems ManagerAutomation のランブックを使用するとAWS Systems 
Manager、AWS クラウド環境内の一般的なアプリケーションやインフラストラクチャのタスクを自動化で
きます。

各 Runbook は Runbook ワークフローを定義します。ランブックワークフローには、AWSマネージドノー
ドまたは他のリソースタイプで Systems Manager が実行するアクションが含まれます。インシデントマ
ネージャーでは、ランブックがインシデント対応と軽減を促進します。

対応計画でのランブックの使用の詳細については、Incident Manager でのSystems Manager オートメー
ションランブックの使用 (p. 33).

40

https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-automation.html


Incident Manager ユーザーガイド
応答計画を作成する

インシデント軽減のためのランブックを指定するには:

1. Runbook では、次のいずれかを実行します。

• デフォルトの Incident Manager Runbook のコピーを作成するには、[テンプレートから Runbook を
複製] を選択します。[ランブック名] に、新しい RunBook のわかりやすい名前を入力します。

• [既存の Runbook を選択] を選択します。使用する所有者、Runbook、およびバージョンを選択しま
す。

Tip

Runbook を最初から作成するには、「新しい Runbook を設定」を選択します。
ランブックの作成の詳細については、「Incident Manager でのSystems Manager オート
メーションランブックの使用 (p. 33)」を参照してください。

2. 「パラメータ」領域で、選択した Runbook に必要なパラメータを入力します。

使用可能なパラメータは、Runbook で指定されているパラメータです。1 つの Runbook では、別の 
Runbook とは異なるパラメーターが必要になる場合があります。一部のパラメータは必須で、他のパ
ラメータはオプションです。

多くの場合、Amazon EC2 インスタンス ID のリストなど、パラメータの静的値を手動で入力するこ
とを選択できます。インシデントマネージャーに、インシデントによって動的に生成されたパラメー
タ値を提供させることもできます。

3. (オプション) にはAutomationAssumeRole、使用するAWS Identity and Access Management (IAM) 
ロールを指定します。このロールには、Runbook で指定された個々のコマンドを実行するために必要
な権限が必要です。

Note

何も指定しない場合、AssumeRoleインシデントマネージャーは Runbook サービスロールを
使用して Runbook 内で指定された個々のコマンドを実行しようとします。

次から選択します。

• [Specify ARN] — の Amazon リソースネーム (ARN) を次の形式で手動で入力しま
すarn:aws:iam::account-id:role/assume-role-name。 AssumeRole例え
ば、arn:aws:iam::123456789012:role/MyAssumeRole。

• 既存のサービスロールを使用する — アカウント内の既存のロールのリストから、必要な権限を持つ
ロールを選択します。

• 新しいサービスロールの作成 —AWS 管理ポリシーの中から選択して自分に割り当てます 
AssumeRole。このオプションを選択した後、AWS管理ポリシーの場合は、リストから 1 つ以上の
ポリシーを選択します。

新しいロールの推奨デフォルト名をそのまま使用するか、選択した名前を入力できます。

Note

この新しい Runbook サービスロールは、選択した特定の Runbook に関連付けられていま
す。異なる Runbook では使用できません。これは、ポリシーの Resource セクションが他
の Runbook をサポートしないためです。

4. Runbook サービスロールの場合は、使用する IAM ロールを指定して、Runbook 自体にアクセスして
ワークフローを開始するのに必要な権限を付与します。

少なくとも、ssm:StartAutomationExecution特定のランブックのアクションを許可するユー
ザー ランブックがアカウント間で動作するためには、中に作成したAutomationRole (ランブッ
ク) は、sts:AssumeRoleAWS-SystemsManager-AutomationExecutionRole中に作成した
AutomationRole (ランブック) で許可する必要がありますIncident Manager でのクロスアカウント管
理 (p. 13)。 41
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次から選択します。

• 新しいサービスロールの作成 — Incident Manager は、Runbook ワークフローを開始するために最
低限必要な権限を含む Runbook サービスロールを作成します。

[ロール名] には、提示されたデフォルト名をそのまま使用するか、選択した名前を入力できま
す。推奨される名前を使用するか、名前に Runbook の名前を残すことをお勧めします。これは、 
AssumeRole 新しいファイルが選択した特定の Runbook に関連付けられており、他の Runbook に
必要な権限が含まれていない可能性があるためです。

• 既存のサービスロールを使用する — ユーザーまたはインシデントマネージャーが以前に作成した 
IAM ロールは、必要な権限を付与します。

[ロール名] に、使用する既存のロールの名前を選択します。
5. [その他のオプション] を展開し、次のいずれかを選択して RunbookAWS アカウント ワークフローを

実行する場所を指定します。

• レスポンスプラン所有者アカウント — RunbookAWS アカウント ワークフローを作成したアカウン
トで開始します。

• 影響を受けたアカウント — インシデントを開始または報告したアカウントで Runbook ワークフ
ローを開始します。

Incident Manager をクロスアカウントシナリオで使用していて、Runbook が影響を受けるアカウン
トのリソースにアクセスして修正する必要がある場合は、「影響を受けるアカウント」を選択して
ください。

6. 続けて、 PagerDuty オプションでサービスを対応計画に統合します (p. 42)。

(オプション) PagerDuty 対応計画へのサービスの統合
PagerDuty サービスを対応計画に統合するには

インシデントマネージャをと統合すると PagerDuty、 PagerDuty インシデントマネージャがインシデント
を作成するたびに、対応するインシデントが作成されます。のインシデントは、Incident Manager で定義
したページングワークフローとエスカレーションポリシーに加えて、 PagerDuty そこで定義したページン
グワークフローとエスカレーションポリシーを使用します。 PagerDuty インシデントマネージャーからの
タイムラインイベントをインシデントに関するメモとして添付します。

1. 「サードパーティインテグレーション」を展開し、「 PagerDuty インテグレーションを有効にする」
チェックボックスを選択します。

2. [シークレットを選択] で、 PagerDuty アカウントにアクセスするための認証情報を保存するシーク
レットを選択します。AWS Secrets Manager

Secrets Manager PagerDuty のシークレットに資格情報を格納する方法については、「」を参照して
ください PagerDuty AWS Secrets Managerアクセス認証情報をシークレットに保存 (p. 108)。

3. PagerDuty サービスについては、 PagerDuty PagerDuty インシデントを作成するサービスをアカウン
トから選択します。

4. 続けて、オプションのタグを追加し、対応計画を作成します (p. 42)。

タグを追加して対応計画を作成する
タグを追加して対応計画を作成するには

1. (オプション) [タグ] 領域で、1 つ以上のタグキーの名前と値のペアを対応計画に適用します。
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タグは、リソースに割り当てるオプションのメタデータです。タグを使用すると、目的、所有者、環
境などのさまざまな方法でリソースを分類できます。たとえば、対応計画にタグを付けて、軽減の対
象となるインシデントの種類、含まれるエスカレーションチャネルの種類、またはそれに関連するエ
スカレーション計画を特定することができます。Incident Manager リソースのタグ付けの詳細につい
ては、「」を参照してくださいIncident Manager リソースを追加を追加を追加を追加を追加を追加を
追加 (p. 67)。

2. 対応計画の作成を選択します。
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インシデントマネージャーでのイン
シデントの作成

の機能であるインシデントマネージャーはAWS Systems Manager、インシデントの管理と迅速な対応に役
立ちます。 CloudWatch EventBridge CloudWatch EventBridge アラームとイベントに基づいてインシデン
トを自動的に作成するように Amazon と Amazon を設定できます。インシデントリストページで手動でイ
ンシデントを作成することも、またはAWS SDK の StartIncidentAPI アクションを使用してインシデント
を作成することもできます。AWS CLIIncident Manager は、 CloudWatch EventBridge 同じアラームまた
はイベントから作成されたインシデントを同じインシデントに重複排除します。

CloudWatch EventBridge アラームまたはイベントによって自動的に作成されたインシデントの場
合、Incident ManagerAWS リージョン はイベントルールまたはアラームと同じインシデントを作成しよ
うとします。Incident Manager がで使用できない場合はAWS リージョン、 CloudWatch EventBridge また
はレプリケーションセットで指定されている使用可能なリージョンのいずれかにインシデントを自動的に
作成します。詳細については、「Incident Manager でのクロスアカウント管理 (p. 13)」を参照してくださ
い。

システムがインシデントを作成すると、AWSインシデントマネージャーはインシデントに関連するリソー
スに関する情報を自動的に収集し、この情報を [関連アイテム] タブに追加します。対応計画でランブック
を指定した場合、システムがインシデントを作成すると、AWSインシデントマネージャーはインシデント
に関連するリソースに関する情報をランブックに送信できます。これで、システムは Runbook を開始して
問題の修正を試みるときに、それらのリソースをターゲットにできます。

システムが Incident を作成すると、Systems Manager のコンポーネントである親運用ワークアイテム 
(OpsItem) も作成され、そのインシデントが関連アイテムとしてリンクされます。 OpsCenter OpsItem こ
れを使用して、関連作業やfuture インシデント分析を追跡できます。 OpsCenter 通話料が発生します。 
OpsCenter 価格の詳細については、Systems Manager の料金を参照してください。

Important

次の重要な詳細に留意してください。

• Incident Managerが使用できない場合、システムは、AWS リージョン複製セットに少なくと
も2つのリージョンを指定している場合にのみ、フェイルオーバーして他のインシデントを作
成できます。複製セットの設定については、を参照してくださいIncident Manager の開始方
法 (p. 10)。

• クロスリージョンフェイルオーバーによって作成されたインシデントは、対応計画で指定され
ている Runbook を呼び出しません。

CloudWatch アラームによるインシデントの自動作
成

CloudWatch CloudWatch メトリクスを使用して、環境内の変更について警告し、インシデント開始アク
ションを自動的に実行します。 CloudWatch Systems Manager と Incident Manager と連携して、アラーム
がアラーム状態になったときに対応計画テンプレートからインシデントを作成します。これには、次の前
提条件が必要です。

• Incident Manager が設定され、レプリケーションセットが作成されました。この手順では、アカウント
に Incident Manager サービスリンクロールを作成し、必要な許可を提供します。

• Incident Manager の対応計画を設定しました。Incident Manager の対応計画を設定する方法について
は、このガイドの「インシデントの準備」の Incident Manager での対応計画の使用 (p. 38) を参照して
ください。
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• CloudWatch アプリケーションをモニタリングするメトリクスを設定しました。モニタリングのベスト
プラクティスについては、このガイドの「インシデントの準備」の モニタリング (p. 17) を参照してく
ださい。

インシデント開始 アクションでアラームを作成するには

1. でアラームを作成します CloudWatch。詳細については、Amazon  CloudWatch ユーザーガイド
の「Amazon CloudWatch アラームの使用」を参照してください。

2. アラームが実行するアクションを選択する場合は、Systems Manager アクションの追加を選択しま
す。

3. インシデントの作成 を選択し、このインシデントの 対応計画 を選択します。
4. 選択したアラームタイプガイドの残りのステップを完了します。

Tip

また、既存のアラームにインシデント作成アクションを追加することもできます。

EventBridge イベントによるインシデントの自動作
成

EventBridge ルールはイベントパターンを監視します。イベントが定義されたパターンと一致する場
合、Incident Manager は、選択した対応計画を使用してインシデントを作成します。

SaaS パートナーイベントを使用したインシデントの
作成
サービスとしてのソフトウェア (SaaS) EventBridge パートナーのアプリケーションやサービスからイベ
ントを受け取れるように設定でき、サードパーティ統合が可能です。 EventBridge サードパーティパート
ナーからイベントを受け取れるように設定した後は、パートナーイベントに一致するルールを作成してイ
ンシデントを作成できます。サードパーティ統合のリストは、「SaaS パートナーからイベントを受け取
る」を参照してください。

SaaS EventBridge 統合からイベントを受け取れるように設定する。

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で、[Partner event sources (パートナーイベントソース)] を選択します。
3. 検索バーを使用して希望するパートナーを検索し、そのパートナーの [Set up (設定)] を選択します。
4. [Copy (コピー)] を選択して、アカウント ID をクリップボードにコピーします。

Note

Salesforce と統合するには、Amazon AppFlow ユーザーガイドに記載されている手順を使用
します。

5. パートナーのウェブサイトにアクセスし、手順に従ってパートナーイベントソースを作成します。こ
れには、アカウント ID を使用します。作成したイベントソースは、アカウントのみで使用できます。

6. EventBridge コンソールに戻り、ナビゲーションペインで [パートナーイベントソース] を選択しま
す。

7. パートナーイベントソースの横にあるボタンを選択し、[Associate with event bus (イベントバスと関
連付ける)] を選択します。
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SaaS パートナーからのイベントでトリガーする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で [Rules] (ルール) を選択します。
3. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。
4. ルールの名前と説明を入力します。

ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付けることはで
きません。

5. イベントバスの場合は、このパートナーに対応するイベントバスを選択します。
6. [Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を選択

します。
7. [Next] (次へ) を選択します。
8. [イベントソース] で、[AWSイベント] または [ EventBridge パートナーイベント] を選択します。
9. [Event pattern] (イベントパターン) で、[Event pattern form] (イベントパターンフォーム) を選択しま

す。
10. イベントソースについては、EventBridgeパートナーを選択してください
11. パートナーの場合は、パートナーの名前を選択します。
12. Event type (イベントタイプ)で、All Events (すべてのイベント)を選択するか、このルールに使用する

イベントのタイプを選択します。[All Events (すべてのイベント)] を選択した場合、このパートナーイ
ベントソースによって出力されたすべてのイベントがルールに一致します。

イベントパターンをカスタマイズする場合は、[Edit (編集)] を選択して変更を加えてから、[Save (保
存)] を選択します。

13. [Next] (次へ) を選択します。
14. [ターゲットの選択] で [インシデントマネージャーの対応計画] を選択し、次に [対応計画] を選択しま

す。

Note

対応計画を選択すると、所有し、アカウントで共有しているすべての対応計画が対応計画の
ドロップダウンに表示されます。

15. EventBridge ルールの実行に必要な IAM ロールを作成できます。

• 自動的に IAM ロールを作成するには、[この特定のリソースに対して新しいロールを作成する] を選
択します。

• 以前に作成した IAM ロールを使用するには、[Use existing role] (既存のロールの使用) を選択しま
す。

16. [Next] (次へ) を選択します。
17. (オプション) ルールに 1 つ以上のタグを入力します。詳細については、Amazon  EventBridge ユー

ザーガイドの「Amazon EventBridge タグ」を参照してください。
18. [Next] (次へ) を選択します。
19. ルールを確認して、[ルールを作成] を選択します。

AWS サービスイベントを使用したインシデントの作
成
EventBridge また、「サポートされているAWSサービスからのイベント」に記載されているAWSサービス
からもイベントを受け取ります。SaaS パートナーのルールを設定する方法と同様に、AWS サービスに対
してもルールを設定できます。
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AWS サービスのイベントをトリガーとするルールの作成

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で [Rules] (ルール) を選択します。
3. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。
4. ルールの名前と説明を入力します。

ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付けることはで
きません。

5. [Event bus] (イベントバス) として、[default] (デフォルト) を選択します。
6. [Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を選択

します。
7. [Next] (次へ) を選択します。
8. [イベントソース] で、[AWSイベント] または [ EventBridge パートナーイベント] を選択します。
9. [Event pattern] (イベントパターン) で、[Event pattern form] (イベントパターンフォーム) を選択しま

す。
10. [Event source] (イベントソース) では、AWS[services] (サービス) を選択します。
11. サービス名で、インシデントをモニタリングするサービスを選択します。
12. Event type (イベントタイプ)で、All Events (すべてのイベント)を選択するか、このルールに使用する

イベントのタイプを選択します。[All Events (すべてのイベント)] を選択した場合、このパートナーイ
ベントソースによって出力されたすべてのイベントがルールに一致します。

イベントパターンをカスタマイズする場合は、[Edit (編集)] を選択して変更を加えてから、[Save (保
存)] を選択します。

13. [Next] (次へ) を選択します。
14. [ターゲットの選択] で [インシデントマネージャーの対応計画] を選択し、次に [対応計画] を選択しま

す。

Note

対応計画を選択すると、所有し、アカウントで共有しているすべての対応計画が対応計画の
ドロップダウンに表示されます。

15. EventBridge ルールの実行に必要な IAM ロールを作成できます。

• 自動的に IAM ロールを作成するには、[この特定のリソースに対して新しいロールを作成する] を選
択します。

• 以前に作成した IAM ロールを使用するには、[Use existing role] (既存のロールの使用) を選択しま
す。

16. [Next] (次へ) を選択します。
17. (オプション) ルールに 1 つ以上のタグを入力します。詳細については、Amazon  EventBridge ユー

ザーガイドの「Amazon EventBridge タグ」を参照してください。
18. [Next] (次へ) を選択します。
19. ルールを確認して、[ルールを作成] を選択します。

インシデントを手動で作成する
応答者は、事前定義された対応計画を使用し、Incident Manager コンソールを使用してインシデントを手
動で追跡できます。次の手順に従ってインシデントを作成します。

1. Incident Manager コンソールを開きます。
2. [インシデントの開始] を選択します。
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3. 対応計画では、リストから対応計画を選択します。
4. (オプション) 定義された対応計画で提供されるタイトルを上書きするには、インシデントタイトルを

入力します。
5. (オプション) 定義された対応計画で提供される影響を上書きするには、インシデントの 影響 を入力し

ます。
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Incident Manager でのインシデント
を追跡します

AWSSystems Manager Incident Manager は、インシデントを追跡します。すべてのインシデントは、 イ
ンシデントリスト ページで確認でき、 インシデントの詳細に直接リンクされています。

トピック
• インシデントリスト (p. 49)
• インシデントの詳細 (p. 49)

インシデントリスト
インシデントリストページには、「未解決のインシデント」、「解決済みのインシデント」、「分析」
の 3 つのセクションがあります。このページから新しいインシデントを手動で追跡し、分析を作成できま
す。インシデントを手動で追跡する方法については、このガイドの インシデントの作成 セクションの イ
ンシデントを手動で作成する (p. 47) を参照してください。インシデント後分析の詳細については、このガ
イドの「Incident Manager でのインシデント後分析の実行 (p. 55)」セクションを参照してください。

インシデントの詳細では、インシデントのタイトル、影響、期間、チャットチャネルが表示されたタイル
内に未解決のインシデントが表示されます。インシデントを解決すると、インシデントは 解決済みのイン
シデント リストに移動します。分析は 2 番目のタブにあります。

インシデントの詳細
インシデントの詳細ページには、インシデントを管理するために使用できる詳細なインシデントとツール
が表示されます。このページから、ランブックを開始してインシデントを軽減したり、インシデントメ
モを追加したり、他の解決者に働きかけたり、タイムライン、指標、プロパティ、関連リソースなどのイ
ンシデントの詳細を確認したりできます。インシデント詳細ページには、トップバナー、インシデントメ
モ、および追加情報とリソースを含む7つのタブがあります。デフォルトでは、トップバナーとインシデン
トノートセクションはすべてのインシデント詳細ページに表示されます。
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このトピックでは、インシデント詳細ページの要素と、ページから実行できるアクションについて説明し
ます。

トップバナー
すべてのインシデントの詳細ページの上部バナーには、次の情報が含まれます。

• ステータス — インシデントの現在のステータスには、「未解決」または「解決済み」があります。
• 影響 — インシデントが環境に与える影響。高、中、低のどれでもかまいません。インシデントの影響を

変更するには、[プロパティの編集] を選択します。
• チャットチャネル — インシデントの最新情報や通知を確認できるチャットチャネルにアクセスするため

のリンク。
• 期間 — 対応者がインシデントを解決するまでに経過した時間。
• Runbooks — このインシデントに関連する Runbook のステータス。ステータスは、[入力待ち]、[成

功]、[失敗] のいずれかになります。Runbook のステータスが入力待ちの場合は、Runbook を選択して
アクションの詳細を表示できます。[失敗] をクリックすると、[タイムアウト]、[失敗]、または [キャンセ
ル済み] の Runbook を表示できます。

• エンゲージメント — エンゲージメントの総数と各エンゲージメントのステータス。エンゲージメントを
作成すると、そのステータスは「参加中」になります。エンゲージメントを確認すると、ステータスは
「参加中」から「確認済み」に変わります。Incident Managerはサードパーティのエンゲージメントの
承認をサポートしていないため、そのようなエンゲージメントは「参加中」ステータスのままです。

バナーの右上にある編集を選択すると、インシデントのタイトル、影響、チャットチャネルを編集できま
す。

インシデントメモ
画面の右側には、インシデントノートセクションが表示されます。メモを使用すると、インシデントに取
り組んでいる他のユーザーと共同作業やコミュニケーションを行うことができます。適用した緩和策、特
定した潜在的な根本原因、またはインシデントの現在のステータスを説明できます。ベストプラクティス
として、インシデントノートセクションを使用して、インシデントに関するステータスの更新や自分や他
の人が行ったアクションを投稿してください。他の解決者とリアルタイムでコミュニケーションする必要
がある場合は、Incident Managerのチャットチャネルを使用してください。

メモを追加するには、[インシデントメモを追加] ボタンを選択し、メモを入力します。メモには、インシ
デントステータスに関する最新情報や、他のユーザーが確認できるその他の関連情報を含めることができ
ます。必要に応じて、インシデントを編集または削除することもできます。

Note

ssm-incidents:UpdateTimelineEventssm-incidents:DeleteTimelineEventお
よびアクションを実行する IAM 権限を持つユーザーなら誰でも、メモを編集およ
び削除できます。ただし、インシデントを別のアカウントと共有する場合、ssm-
incidents:DeleteTimelineEventリソースポリシーにはアクションが含まれません。これに
より、インシデントを共有しているユーザーがメモを削除できなくなります。AWS CloudTrailコ
ンソールで Incident Manager イベントからのメモの監査証跡を表示できます。

タブ
インシデントの詳細ページには 7 つのタブがあり、応答者がインシデント中に情報を簡単に検索・表示で
きます。タブには、タブ名にカウンターが表示され、タブの更新回数が表示されます。各タブの内容と実
行できるアクションの詳細については、このまま読み進めてください。
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概要
概要 タブは、応答者のランディングページです。インシデントサマリー、最近のタイムラインイベントの
リスト、現在のランブックステップが含まれます。

応答者は、サマリーを使用して、何のアクションが行われたか、変更の結果、考えられる次のステップ、
インシデントの影響に関する情報などをcatch できます。サマリーを更新するには、サマリー セクション
の右上にある 編集 を選択します。

Important

複数の応答者がサマリーフィールドを同時に編集している場合、編集内容を送信した応答者が他
のすべての入力を上書きします。

「最近のタイムラインイベント」セクションには、インシデントマネージャーによって最新の 5 つのイベ
ントが入力されたタイムラインが含まれています。このセクションを使用すると、インシデントのステー
タスと最近発生した内容を理解できます。完全なタイムラインを表示するには、タイムライン タブに進み
ます。

また、概要ページには、現在のランブックステップも表示されます。このステップは、AWS環境で実行さ
れる自動ステップの場合も、応答者のための一連の手動の指示の場合もあります。これまでのステップや
今後のステップを含む完全なランブックを表示するには、Runbook タブを選択します。

メトリクス
メトリクス タブには、AWS ホストアプリケーションやシステムに関する重要な情報が含まれていま
す。Incident Manager は、Amazon CloudWatch を使用して、このタブにあるメトリクスとアラームグラ
フを作成します。アラームやメトリクスを定義するためのインシデント管理のベストプラクティスについ
ては、このユーザーガイドの インシデント計画 セクションの モニタリング (p. 17) を参照してください。

メトリクスを追加するには

• このタブの右上にある追加を選択します。
• 既存のダッシュボードから指標を追加するには、「 CloudWatch 既存のダッシュボードから」を

選択します。 CloudWatch

a. ダッシュボードを選択します。これにより、選択したダッシュボードの一部であるすべての
メトリクスとアラームが追加されます。

b. (オプション) ダッシュボードから指標を選択して特定の指標を表示することもできます。
• 単一のメトリクスを追加するには、From CloudWatch を選択し、メトリクスソースを貼り付ける

ことで、単一のメトリクスを追加します。メトリクスソースをコピーするには、次の手順に従い
ます。

a. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch  でコンソールを開きます。
b. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
c. 「すべてのメトリック」タブで、メトリック名やリソース名などの検索語を検索フィールド

に入力し、「Enter」 を選択します。

たとえば、メトリクスを検索した場合、CPUUtilizationそのメトリクスを持つ名前空間と
ディメンションが表示されます。

d. 検索結果の 1 つを選択すると、メトリクスが表示されます。
e. ソース タブを選択し、ソースをコピーします。

メトリクスのアラームグラフは、関連する応答計画を通じてインシデントの詳細に追加するか、メトリク
スの追加時に CloudWatch 既存のダッシュボードからを選択することでのみ追加できます。
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指標を削除するには、[削除] を選択し、表示された [指標] ドロップダウンから削除する指標を選択しま
す。

タイムライン
タイムライン タブを使用して、インシデント中に発生したイベントを追跡します。Incident Manager は、
インシデント中の重要な発生を特定するタイムラインイベントを自動的に入力します。応答者は、手動
で検出した事象に基づいて、カスタムイベントを追加できます。インシデント後分析中に、[タイムライ
ン] タブは、future インシデントをより適切に準備して対応する方法に関する貴重なインサイトを提供しま
す。インシデント後分析の詳細については、「」を参照してくださいIncident Manager でのインシデント
後分析の実行 (p. 55)。

カスタムタイムラインイベントを追加するには、追加を選択します。カレンダーを使用して日付を選択
し、時間を入力します。時間は、すべてローカルタイムゾーンで表示されます。タイムラインに表示され
るイベントの簡単な説明を入力します。

既存のカスタムイベントを編集するには、タイムライン上のイベントを選択し、編集を選択します。カス
タム イベントの時刻、日付、説明を変更できます。カスタムイベントのみを編集できます。

ランブック
インシデント詳細ページの Runbooks タブでは、対応者は Runbook の手順を確認したり、新しい 
Runbook を作成したりできます。

新しい Runbook を開始するには、「Runbooks」セクションの「Runbook を開始」を選択します。検索
フィールドを使用して、開始する Runbook を見つけます。必要なパラメータと、Runbook を起動する
ときに使用する Runbook のバージョンを指定します。インシデント中に Runbooks タブから起動した 
Runbook は、現在サインインしているアカウントの権限を使用します。

Systems Manager でランブックの定義に移動するには、Runbook の下でランブックのタイトルを選択し
ます。Systems Manager でランブックの実行中のインスタンスに移動するには、[実行の詳細] で実行の詳
細を選択します。これらのページには、ランブックを起動するために使用されるテンプレートと、オート
メーションドキュメントの現在実行中のインスタンスの具体的な詳細が表示されます。

Runbook のステップセクションには、選択した Runbook が自動的に実行する、または応答者が手動で実
行する、または応答者が手動で実行するステップのリストが表示されます。ステップが現在のステップ
になると展開され、ステップを完了するために必要な情報またはステップの実行内容の詳細が表示されま
す。自動ランブックステップは、オートメーションの完了後に解決されます。手動ステップでは、応答者
は各ステップの下部にある次のステップを選択する必要があります。ステップが完了すると、ステップ出
力がドロップダウンとして表示されます。

Runbook の実行をキャンセルするには、[Runbook をキャンセル] を選択します。これにより Runbook の
実行が停止し、Runbook の以降の手順は完了しません。

エンゲージメント
インシデントの詳細のエンゲージメントタブでは、応答者やチームのエンゲージメントを確認できます。
このタブから、エスカレーション計画の一部として参加している人、応答者、およびエンゲージメントさ
れる応答者を確認できます。応答者は、このタブから他の連絡先に直接エンゲージできます。連絡先やエ
スカレーション計画の作成については、このガイドの インシデントマネージャーの連絡先との連携 (p. 17)
と インシデントマネージャーでのエスカレーションプランの操作 (p. 27) セクションを参照してくださ
い。

インシデントの開始時に自動的にエンゲージメントを開始するように、連絡先とエスカレーションプラン
を含む対応計画を設定できます。対応計画の設定の詳細については、このガイドの「Incident Manager で
の対応計画の使用 (p. 38)」セクションを参照してください。
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各連絡先に関する情報は、表にあります。この表には、次の情報が含まれます。

• 名前 — 連絡先への連絡方法やエンゲージメント計画が表示される連絡先の詳細ページへのリンク。
• エスカレーション計画 — 連絡先のエンゲージメントされたエスカレーション計画へのリンク。
• 連絡先ソース —AWS Systems Manager やなど、 PagerDutyこの連絡先を利用したサービスを識別しま

す。
• エンゲージメント済み — プランがコンタクトをエンゲージしたタイミング、またはエスカレーションプ

ランの一部としてコンタクトをエンゲージするタイミングを表示します。
• 確認済み — 連絡先がエンゲージメントを確認したかどうかが表示されます。

エンゲージメントを承認するには、応答者は次のいずれかを実行します。

• 電話 —1 プロンプトが表示されたら、入力します。
• SMS — 提供されたコードをメッセージに返信するか、インシデントのエンゲージメントタブで提供さ

れたコードを入力します。
• E メール – インシデントのエンゲージメントタブで指定されたコードを入力します。

関連項目
関連項目タブは、インシデント軽減に関連するリソースを収集するために使用されます。これらのリソー
スには、ARN、外部リソースへのリンク、Amazon S3 バケットにアップロードされたファイルなどがあり
ます。表には、説明的なタイトルと、ARN、リンク、またはバケットの詳細が表示されます。S3 バケッ
トを使用する前に、Amazon S3 のセキュリティのベストプラクティスを確認してください。

Amazon S3 バケットにファイルをアップロードする場合、そのバケットでバージョニングが有効または一
時停止されます。バケットでバージョニングが有効になっている場合、既存のファイルと同じ名前でアッ
プロードされたファイルは、ファイルの新しいバージョンとして追加されます。バージョン管理が停止さ
れている場合、既存のファイルと同じ名前でアップロードされたファイルは、既存のファイルを上書きし
ます。バージョニングの詳細については、「S3 バケットでのバージョニングの使用」を参照してくださ
い。

ファイル関連アイテムを削除すると、ファイルはインシデントから削除されますが、Amazon S3 バケッ
トからは削除されません。Amazon S3 バケットからオブジェクトを削除する方法の詳細については、
「Amazon S3 オブジェクトの削除」を参照してください。

プロパティ
[プロパティ] タブには、インシデントに関する次の詳細が表示されます。

インシデントプロパティセクションでは、以下を表示できます。

• ステータス — インシデントの、現在のステータスを示します。インシデントは 未解決 または 解決済み
• 開始時刻 — Incident Manager でインシデントが作成された時刻。
• 解決時刻 — Incident Manager でインシデントが解決された時刻。
• Amazon Resource Name (ARN) — インシデントの ARN。チャットまたは withAWS Command Line 

Interface (AWS CLI) コマンドからインシデントを参照する場合は、ARN を使用してください。
• 対応計画 — 選択したインシデントの対応計画を特定します。対応計画を選択すると、対応計画の詳細

ページが開きます。
• 親 OpsItem — OpsItem インシデントの親として作成されているものを識別します。 OpsItem 保護者は

複数の関連するインシデントとフォローアップアクション項目を持つことができます。親を選択する
と、 OpsItem OpsItems の詳細ページが開きます OpsCenter。

• 分析 — このインシデントから作成された分析を特定します。解決済みのインシデントから分析を作成
し、インシデント対応プロセスを改善します。分析を選択して、分析の詳細ページを開きます。
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• 所有者 — インシデントが作成されたアカウント。

タグセクションでは、インシデントレコードに関連するタグキーと値を表示および編集できます。Incident 
Manager のタグの詳細については、「」を参照してくださいIncident Manager リソースを追加を追加を追
加を追加を追加を追加を追加 (p. 67)。
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Incident Manager でのインシデント
後分析の実行

インシデント後分析により、検出までの時間や緩和など、インシデントへの対応を改善するための改
善点を特定する手順が示されます。分析は、インシデントの原因を理解するのに役立ちます。Incident 
Manager は、インシデント対応を改善するための推奨 アクション項目 を作成します。

インシデント後分析の利点

• インシデント対応の改善
• 問題の根本原因への理解
• 配信性能なアクション項目で根本原因に対処することができる
• インシデントの影響の分析
• 組織内で学習内容をキャプチャして共有する

分析してはいけないもの

分析に罪はなく、人を名指しで呼ぶこともありません。

「何が発見されたかにかかわらず、私たちは、当時の知識、スキル、能力、利用可能なリソース、状況に
応じて、全員ができる限りの仕事をしたと理解し、それを心から信じています。」 - Norm Kerth『Project 
Retrospectives: A Handbook for Team Review』

分析の詳細
分析の詳細ページでは、情報の収集、改善の評価、およびアクション項目の作成について説明します。分
析の詳細ページは、インシデントの詳細と似ていますが、履歴メトリクス、編集可能なタイムライン、今
後のインシデントを改善するための質問など、いくつかの重要な 違い があります。

概要
概要はインシデントのサマリーです。このサマリーには、背景、何が起こったのか、発生した理由、緩
和方法、期間、およびインシデントが再び発生しないようにするための主要なアクション項目が含まれま
す。概要は高レベルです。詳細は、分析の 質問 タブで確認できます。

メトリクス
[メトリクス] タブを使用して、インシデント期間中のアプリケーション内の主要なメトリクスを視覚化し
ます。同じグラフに 1 つ以上のメトリクスが表示されたメトリクスグラフをここに追加できます。インシ
デント中に使用されるメトリクスは、このタブに自動的に入力されます。インシデント中の主要なタイム
ポイントの説明、タイトル、注釈を追加することをお勧めします。

メトリクスグラフの分析時に考慮できる重要な時点:

• デプロイの変更
• 設定変更
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• インシデント開始時刻
• アラーム時刻
• エンゲージメント時刻
• 緩和の開始時刻
• インシデント解決時刻

制限事項

• CloudWatch アラームとメトリクス式は、インシデントからインポートされません。
• Incident Manager がサポートしていないリージョンにあるメトリクスは、インシデントからインポート

されません。
• アプリケーションアカウントのメトリクスは、分析を作成する前に CloudWatch-
CrossAccountSharingRole の設定が必要です。ロールの詳細については、 CloudWatch ユーザーガ
イドの「Cross-Account Cross-Account Cross-Region on on on on on on on on on on on CloudWatch

タイムライン
インシデントの理解を深めながら、タイムライン上の重要な時点を説明してください。インシデントのタ
イムラインは、このタブに自動的に入力されます。分析に関係のないタイムポイントを削除できます。ま
た、時点を追加・編集して、インシデントとその影響をより正確に記述することもできます。

[タイムライン] タブでは、 質問 タブで見つけたインシデント対応に関する質問に答えます。

Questions
Incident Manager の質問を使用して、アプリケーション内のインシデントの解決までの時間を短縮し、イ
ンシデントの発生を減らします。質問に答えながら、メトリクス と タイムライン タブを更新して、精度
を確認します。これらの質問は、インシデント対応の主な側面に焦点を当てています。

• 検出 — 検出までの時間を改善できますか。インシデントを早く検出するメトリクスとアラームの更新は
ありますか。

• 診断 — 診断までの時間を改善できますか。対応計画またはエスカレーション計画の更新があり、正しい
応答者をより早くエンゲージすることはありますか。

• 緩和 — 緩和までの時間を改善できますか。追加または改善できるランブックステップはありますか。
• 予防 — 今後のインシデントの発生を防ぐことはできますか。インシデントの根本原因を発見するため

に、Amazon は問題調査で 5-Whys アプローチを使用しています。

アクション
Incident Manager は、質問の完了時にレビューするための推奨アクション項目を作成します。このタブで
は、これらのアクションを受け入れて完了するか、これらのアクションを却下するかを選択できます。却
下されたアクション項目を確認するには、却下されたアクション項目を選択します。アクション項目は、
での分析とインシデントにリンクされている 1 OpsCenter つのタイプです。 OpsItem

チェックリスト
分析を閉じる前に、チェックリストを使用して、応答者が実行すべきアクションを確認します。応答者が
チェックリスト内のアクションを完了すると、アクションの横にあるアイコンが楕円からチェックマーク
に変わり、アクションが完了したことを示します。チェックリスト項目が完了していない場合、Incident 
Manager は応答者が分析を完了せずに閉じることを希望していることを確認するメッセージを表示しま
す。
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分析テンプレート
分析テンプレートは、インシデントの根本原因を深く掘り下げた一連の質問を提供します。これらの質問
に対する回答を使用して、アプリケーションのパフォーマンスとインシデント対応を改善できます。

AWS スタンダードテンプレート
Incident Manager は、AWSインシデント対応や問題分析のベストプラクティスに基づいた標準的な質問の
テンプレートを提供しますAWSIncidents-PostIncidentAnalysisTemplate。

分析テンプレートを作成する
AWSIncidents-PostIncidentAnalysisTemplateデフォルトのテンプレートを使用し、ユースケー
スに適した質問やセクションを追加することをお勧めします。既定のテンプレートに基づいて分析テンプ
レートを作成するこのテンプレートを出発点として、管理アカウントで分析テンプレートを作成します。
その後、インシデントマネージャーを有効にした各リージョンに分析テンプレートを複製できます。

分析テンプレートを作成する

1. GetDocumentアクションを呼び出し、NameAWSIncidents-PostIncidentAnalysisTemplateそ
のパラメータを使用してダウンロードします。GetDocument 構文の詳細については、Systems 
Manager API リファレンスを参照してください。

2. 対応のコンテンツには、分析用の JSON 構築ブロックが含まれています。質問構築ブロックを使用し
て、分析に追加の質問を挿入します。Incident questions セクションで質問またはセクションを
追加することをお勧めします。

3. 新しいテンプレートを作成するには、前のステップで更新された JSON を使用して
CreateDocument オペレーションを行います。以下を含める必要があります。ここ
で、Analysis_Template_Nameはテンプレートの名前です。

• DocumentFormat: "JSON"
• DocumentType: "ProblemAnalysisTemplate"
• Name: "Analysis_Template_Name"

分析の作成
1. 分析を作成するには、解決済みのインシデントの「インシデントの詳細」ページから 分析の作成 を選

択します。
2. 分析を作成する分析テンプレートを選択し、分析の説明的な名前を入力します。
3. [作成] を選択します。

フォーマットされたインシデント分析を印刷
印刷用にフォーマットされた完全または不完全な分析のコピーを生成できます。このコピーを PDF として
保存することもできます。分析は 1 つずつ印刷できます。現在、複数の分析Batch 印刷はサポートされて
いません。

フォーマットレポートを印刷するには

1. Incident Manager コンソールを開きます。
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2. [分析] タブを選択します。
3. 印刷する分析のタイトルを選択します。
4. 分析詳細ページの右上隅の [印刷] を選択します。
5. インシデント分析の印刷ダイアログボックスで、印刷版に含めたくない分析のセクションを消去しま

す。デフォルトでは、すべてのセクションが選択されます。
6. [印刷] を選択して、デバイスのローカル印刷コントロールを開きます。
7. 印刷先または形式を選択します。ローカルまたはネットワークプリンターを選択するか、分析を PDF 

に保存できます。必要に応じて残りの印刷オプションを変更し、[印刷] を選択します。

Note

ローカル印刷コントロールとは、Web ブラウザとデバイスが提供するユーザーインターフェ
イスを指します。
印刷先とは、デバイス用に構成され、デバイスからアクセス可能な宛先です。
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Incident Manager チュートリアル
これらの AWS Systems Manager Incident Manager チュートリアルは、より堅牢なインシデント管理シス
テムの構築に役立ちます。これらのチュートリアルでは、インシデントまたはサポートインシデント対応
中に発生する一般的なアクティビティについて説明します。

トピック
• Incident Manager でのSystems Manager Automation ランブックの使用 (p. 59)
• Incident Manager でのセキュリティインシデントの管理 (p. 65)

Incident Manager でのSystems Manager 
Automation ランブックの使用

AWS Systems Manager自動化ランブックを使用すると、AWSサービスの一般的なメンテナンス、デプロ
イ、および修復タスクを簡略化できます。このチュートリアルでは、Incident Manager のインシデント対
応を自動化するためのカスタムランブックを作成します。このチュートリアルのシナリオでは、Amazon 
EC2 メトリックスに Amazon CloudWatch アラームを割り当てます。インスタンスがアラームをトリガー
する状態になると、Incident Manager は次のタスクを自動的に実行します。

1. Incident Manager でインシデントを作成します。
2. 問題の修正を試みるランブックを開始します。
3. ランブックの結果をインシデントマネージャーのインシデント詳細ページに公開します。

このチュートリアルで説明するプロセスは、Amazon EventBridge AWS イベントやその他の種類のリソー
スでも使用できます。アラームやイベントへの修復対応を自動化することで、インシデントが組織とその
リソースに与える影響を軽減できます。

このチュートリアルでは、インシデントマネージャー対応計画の Amazon EC2 CloudWatch インスタンス
に割り当てられたアラームを編集する方法について説明します。アラーム、インスタンス、または対応計
画が設定されていない場合は、開始する前にそれらのリソースを設定することをお勧めします。詳細につ
いては、次のトピックを参照してください。

• 『Amazon  CloudWatch ユーザーガイド』の Amazon CloudWatch  アラームの使用
• Amazon EC2 インスタンス (Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド)
• Amazon EC2 インスタンス (Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド)
• Incident Manager での対応計画の使用 (p. 38)

Important

AWSリソースを作成し、Runbook の自動化ステップを使用するとコストが発生します。詳細につ
いては、「AWS 料金表」を参照してください。

トピック
• タスク 1: ランブックの作成 (p. 60)
• タスク 2: IAM ロールを作成する (p. 62)
• タスク 3: Runbook を対応計画に結び付ける (p. 63)
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• タスク 4: CloudWatch 対応計画へのアラームの割り当て (p. 64)
• タスク 5: 結果の検証 (p. 64)

タスク 1: ランブックの作成
Systems Manager コンソールで、ランブックを作成するには、次の手順に従います。インシデント
マネージャーのインシデントから呼び出されると、Runbook は Amazon EC2 インスタンスを再起動
し、Runbook の実行に関する情報でインシデントを更新します。この手順を開始する前に、ランブックを
作成するアクセス許可があることを確認してください。詳細については、AWS Systems Managerユーザー
ガイドの「自動化の設定」を参照してください。

Important

このチュートリアルの作成に関する以下の重要な詳細情報を確認してください。

• このランブックは、 CloudWatch アラームソースから作成されたインシデントを対象としてい
ます。この Runbook を他の種類のインシデント (手動で作成したインシデントなど) に使用す
ると、Runbook の最初のステップのタイムラインイベントが見つからず、システムがエラーを
返します。

• Runbook には、 CloudWatch というディメンションをアラームに含める必要がありま
すInstanceId。Amazon EC2 インスタンスメトリックスのアラームにはこのディメンション
があります。このランブックを他の指標 (または他のインシデントソースなど EventBridge) と
組み合わせて使用する場合は、JsonDecode2シナリオでキャプチャされたデータに合わせてス
テップを変更する必要があります。

• Runbook では、Amazon EC2 インスタンスを再起動することで、アラームをトリガーした問
題の修正を試みます。実際のインシデントでは、インスタンスを再起動したくない場合があり
ます。Runbook を更新して、システムに実行させたい特定の修復アクションを記載してくださ
い。

Runbook の作成の詳細については、『AWS Systems Managerユーザガイド』の「Runbook の操作」を参
照してください。

ランブックを作成するには

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

2. ナビゲーションペインで、[ドキュメント] を選択します。
3. 「オートメーション」を選択します。
4. [名前] に、ランブックのわかりやすい名前 (など) を入力しますIncidentResponseRunbook。
5. [Editor (エディタ)] タブを選択し、次に [Edit (編集)] を選択します。
6. エディタに、以下の内容を貼り付けます。

description: This runbook attempts to restart an Amazon EC2 instance that caused an 
 incident.
schemaVersion: '0.3'
parameters: 
  IncidentRecordArn: 
    type: String 
    description: The incident
mainSteps: 
  - name: ListTimelineEvents 
    action: 'aws:executeAwsApi' 
    outputs: 
      - Selector: '$.eventSummaries[0].eventId' 
        Name: eventId 
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        Type: String 
    inputs: 
      Service: ssm-incidents 
      Api: ListTimelineEvents 
      incidentRecordArn: '{{IncidentRecordArn}}' 
      filters: 
        - key: eventType 
          condition: 
            equals: 
              stringValues: 
                - SSM Incident Trigger 
    description: This step retrieves the ID of the first timeline event with the 
 CloudWatch alarm details. 
  - name: GetTimelineEvent 
    action: 'aws:executeAwsApi' 
    inputs: 
      Service: ssm-incidents 
      Api: GetTimelineEvent 
      incidentRecordArn: '{{IncidentRecordArn}}' 
      eventId: '{{ListTimelineEvents.eventId}}' 
    outputs: 
      - Name: eventData 
        Selector: $.event.eventData 
        Type: String 
    description: This step retrieves the timeline event itself. 
  - name: JsonDecode 
    action: 'aws:executeScript' 
    inputs: 
      Runtime: python3.6 
      Handler: script_handler 
      Script: |- 
        import json 

        def script_handler(events, context): 
          data = json.loads(events["eventData"]) 
          return data 
      InputPayload: 
        eventData: '{{GetTimelineEvent.eventData}}' 
    outputs: 
      - Name: rawData 
        Selector: $.Payload.rawData 
        Type: String 
    description: This step parses the timeline event data. 
  - name: JsonDecode2 
    action: 'aws:executeScript' 
    inputs: 
      Runtime: python3.6 
      Handler: script_handler 
      Script: |- 
        import json 

        def script_handler(events, context): 
          data = json.loads(events["rawData"]) 
          return data 
      InputPayload: 
        rawData: '{{JsonDecode.rawData}}' 
    outputs: 
      - Name: InstanceId 
        Selector: 
 '$.Payload.detail.configuration.metrics[0].metricStat.metric.dimensions.InstanceId' 
        Type: String 
    description: This step parses the CloudWatch event data. 
  - name: RestartInstance 
    action: 'aws:executeAutomation' 
    inputs: 
      DocumentName: AWS-RestartEC2Instance 
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      DocumentVersion: $DEFAULT 
      RuntimeParameters: 
        InstanceId: '{{JsonDecode2.InstanceId}}' 
    description: This step restarts the Amazon EC2 instance

7. [Create automation (オートメーションを作成)] を選択します。

タスク 2: IAM ロールを作成する
次のチュートリアルを使用して、対応計画で指定された Runbook を開始する権限をインシデントマネー
ジャーに与えるAWS Identity and Access Management (IAM) ロールを作成します。このチュートリアルの
ランブックでは、Amazon EC2 インスタンスを再起動します。この IAM ロールは、Runbook をレスポン
スプランに接続するときの次のタスクで指定します。

レスポンスプランから Runbook を開始する IAM ロールを作成する

1. 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タイプ] で、AWSサービスが選択されていることを確認します。
4. [ユースケース] の [AWS他のサービスのユースケース] フィールドに、次のように入力しま

すIncident Manager。
5. [インシデントマネージャ] を選択し、[次へ] を選択します。
6. [権限の追加] ページで、[ポリシーの作成] を選択します。アクセス許可エディタが新しいブラウザ

ウィンドウまたはタブで開きます。
7. エディターで、JSON タブを選択します。
8. 以下のアクセス許可ポリシーをコピーして JSON エディタに貼り付けます。##### ID #### ID に

置き換えてくださいAWS アカウント。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ssm:*:account_ID:automation-definition/
IncidentResponseRunbook:*", 
                "arn:aws:ssm:*::automation-definition/AWS-RestartEC2Instance:*" 
            ], 
            "Action": "ssm:StartAutomationExecution" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:ssm:*:*:automation-execution/*", 
            "Action": "ssm:GetAutomationExecution" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:ssm-incidents:*:*:*", 
            "Action": "ssm-incidents:*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "arn:aws:iam::*:role/AWS-SystemsManager-
AutomationExecutionRole", 
            "Action": "sts:AssumeRole" 
        }, 
        { 
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            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
            "Action": [ 
                "ec2:StopInstances", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ec2:StartInstances" 
            ] 
        } 
    ]
}

9. [Next: Tags] (次へ: タグ) を選択します。
10. (オプション) 必要に応じて、タグをポリシーに追加します。
11. [Next: Review] (次のステップ: レビュー) を選択します。
12. 「名前」フィールドに、このロールがこのチュートリアルで使用されていることがわかりやすい名前

を入力します。
13. (オプション) [説明] (説明) フィールドに、説明を入力します。
14. [ポリシーの作成] を選択します。
15. 作成しているロールのブラウザウィンドウまたはタブに戻ります。「権限の追加」ページが表示され

ます。
16. 更新ボタン ([ポリシーの作成] ボタンの横にあります) を選択し、作成した権限ポリシーの名前をフィ

ルターボックスに入力します。
17. 作成した権限ポリシーを選択し、[次へ] を選択します。
18. [名前、確認、作成] ページの [ロール名] に、このロールがこのチュートリアルで使用されていること

がわかるような名前を入力します。
19. (オプション) [説明] (説明) フィールドに、説明を入力します。
20. ロールの詳細を確認し、必要に応じてタグを追加して、[ロールの作成] を選択します。

タスク 3: Runbook を対応計画に結び付ける
ランブックをインシデントマネージャーの対応計画に結び付けることで、一貫性があり、反復可能で、タ
イムリーな緩和プロセスを実現できます。ランブックは、解決者が次の行動方針を決定するための出発点
としても役立ちます。

Runbook を対応計画に割り当てるには

1. Incident Manager コンソールを開きます。
2. 「対応計画」を選択します。
3. [対応計画] では、既存の対応計画を選択し、[編集] を選択します。既存の対応計画がない場合は、[対

応計画の作成] を選択して新しい計画を作成します。

以下のフィールドに値を入力します。

a. 「Runbook」セクションで、「既存の Runbook を選択」を選択します。
b. [所有者] に [自分が所有] が選択されていることを確認します。
c. Runbook では、作成したランブックを選択しますタスク 1: ランブックの作成 (p. 60)。
d. 「バージョン」では、実行時に「デフォルト」 を選択します。
e. 「入力」IncidentRecordArnセクションのパラメーターで、「インシデント ARN」を選択しま

す。
f. 実行権限セクションで、作成した IAM ロールを選択しますタスク 2: IAM ロールを作成す

る (p. 62)。
4. 変更を保存します。
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タスク 4: CloudWatch 対応計画へのアラームの割り当て

タスク 4: CloudWatch 対応計画へのアラームの割り当
て
以下の手順に従って、Amazon EC2 CloudWatch インスタンスのアラームを対応計画に割り当てます。

CloudWatch 対応計画にアラームを割り当てるには

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [アラーム] で、[すべてのアラーム] を選択します。
3. レスポンスプランに接続する Amazon EC2 インスタンスのアラームを選択します。
4. [Actions] (アクション) を選択して、[Edit] (編集) を選択します。指標にというディメンションがあるこ

とを確認しますInstanceId。
5. [Next] (次へ) を選択します。
6. アクションの設定ウィザードで、「Systems Manager アクションの追加」を選択します。
7. [インシデントを作成] を選択します。
8. で作成した対応計画を選択してくださいタスク 3: Runbook を対応計画に結び付ける (p. 63)。
9. [Update alarm] (アラームの更新) を選択します。

タスク 5: 結果の検証
CloudWatch アラームによってインシデントが発生し、対応計画で指定されているランブックが処理され
たことを確認するには、アラームをトリガーする必要があります。アラームをトリガーして Runbook の処
理が終了したら、次の手順を使用して Runbook の結果を確認できます。アラームをトリガーする方法につ
いては、set-alarm-stateAWS CLIコマンドリファレンスのを参照してください。

1. Incident Manager コンソールを開きます。
2. CloudWatch アラームによって作成されたインシデントを選択します。
3. 「ランブック」タブを選択します。
4. Amazon EC2 インスタンスで実行されたアクションは、Runbook のステップセクションで確認できま

す。以下の画像は、このチュートリアルで作成した Runbook の手順を示す例です。各ステップには、
タイムスタンプとステータスメッセージが表示されます。
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CloudWatch アラームの詳細をすべて表示するには、「JsonDecode2」ステップを展開してから「出
力」を展開します。

Important

このチュートリアル中に実装したリソースの変更のうち、残しておきたくないものはすべてク
リーンアップする必要があります。これには、リソースプランやインシデントなどのインシデン
トマネージャーリソースの変更、 CloudWatch アラームの変更、このチュートリアル用に作成し
た IAM ロールが含まれます。

Incident Manager でのセキュリティインシデントの
管理

AWS Security Hub、Amazon EventBridge、Incident Manager を併用することで、AWS-hosted-
applications のセキュリティインシデントを特定および管理できます。このチュートリアルでは、Security 
Hub によって自動的に送信される調査結果に基づいてインシデントを作成する EventBridge ルールの設定
について説明します。

Note

このチュートリアルでは、 EventBridge Security Hub を使用します。これらのサービスの使用に
よりコストが発生する場合があります。

前提条件

• Security Hub を設定します。詳細については、「AWS Security Hub の設定」を参照してください。
• Security Hub で調査結果を作成または更新します。詳細については、AWS Security Hub の調査結果を参

照してください。
• Incident Manager がセキュリティインシデントを作成するときに、テンプレートとして使用する対応計

画を設定します。詳細については、「Incident Manager でのインシデント準備 (p. 16)」を参照してくだ
さい。
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このチュートリアルでは、 EventBridge 定義済みのパターンを使用してルールを作成します。カスタムパ
ターンを使用してルールを作成するには、AWS Security Hub ユーザーガイドの「カスタムパターンを使用
してルールを作成する」を参照してください。

EventBridge ルールを作成

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で [Rules] (ルール) を選択します。
3. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。
4. ルールの [Name (名前)] と [Description (説明)] に入力します。

ルールには、同じリージョン内および同じイベントバス上の別のルールと同じ名前を付けることはで
きません。

5. [Event bus] (イベントバス) として、[default] (デフォルト) を選択します。
6. [Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を選択

します。
7. [Next] (次へ) を選択します。
8. [イベントソース] で、[AWSイベント] または [ EventBridgeパートナーイベント] を選択します。
9. [Event pattern] (イベントパターン) で、[Event pattern form] (イベントパターンフォーム) を選択しま

す。
10. [Event source] (イベントソース) では、AWS[services] (サービス) を選択します。
11. AWSサービスについては、Security Hub を選択してください。
12. [Event type] (イベントタイプ)で、[Security Hub Findings - Imported] (Security Hub 調査結果 - イン

ポート) を選択します。
13. デフォルトでは、 EventBridge フィルター値なしでイベントパターンを設定します。各属性では、い

ずれかの ### オプションが選択されます。これらのフィルターを更新して、環境に最も影響を与える
セキュリティ調査結果に基づいてインシデントを作成します。

14. [Next] (次へ) をクリックします。
15. [Target types] (ターゲットタイプ) では、AWS[services] (サービス) を選択します。
16. [ターゲットの選択] で、[インシデントマネージャーの対応計画] を選択します。
17. 対応計画では、作成したインシデントのテンプレートとして使用する対応計画を選択します。
18. EventBridge ルールの実行に必要な IAM ロールを作成できます。

• 自動的に IAM ロールを作成するには、特定のリソースに対して新しいロールを作成するを選択しま
す。

• アカウントに既に存在する IAM ロールを使用するには、「既存のロールの使用」を選択します。
19. (オプション) ルールに 1 つ以上のタグを入力します。
20. [Next] (次へ) を選択します。
21. ルールの詳細を確認し、[Create rule] (ルールの作成) を選択します。

EventBridge このルールを作成したため、定義した属性値に一致するセキュリティ調査結果によっ
て、Incident Manager でインシデントが作成されます。これらのインシデントから、インシデント後分析
をトリアージ、管理、モニタリング、作成できます。
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Incident Manager リソースを追加を
追加を追加を追加を追加を追加を追
加

タグは、AWS リージョン複製セットで指定されたIncident Manager リソースに割り当てることのできる
オプションのメタデータです。対応計画、インシデントレコード、連絡先にタグを割り当てることができ
ます。オンコールスケジュールやローテーションにタグを追加することもできます。複製セット自体にタ
グを追加することもできます。タグを使用すると、さまざまな方法でリソースを分類できます。タグはそ
れぞれ、1 つのキーとオプションの 1 つの値で設定されており、どちらもお客様側が定義します。Incident 
Manager リソースタイプごとのニーズを満たす一連のタグキーを考案することをお勧めします。一貫性の
あるタグキーセットを使用することで、リソースの管理したりアクセスしたりできます。タグに基づいて
リソースを検索したりフィルタ処理したりできます。タグを使用してリソースへのアクセスを制御する方
法の詳細については、IAM User Guideの「AWSタグを使用してリソースへのアクセスを制御する」を参照
してください。

対応計画を作成するときに、インシデントデフォルトセクションにタグを指定できます。これらのタグ
は、対応計画を使用してインシデントが作成されたときにインシデントレコードに適用されます。

Note

タグには意味論的な意味がありません。完全に文字列として解釈されます。

Incident Manager コンソールを追加できますできますできますできますできますできますできますできま
すできますできますできますできますできますできますできますできますできますできますできますでき
ます 次のスクリーンショットは、新しい対応計画を作成するときのタグセクションを示しています。

タグに関連するタグを処理するには、次の API アクションを使用します。

• TagResource
• UntagResource
• ListTagsForResource

Important

対応計画、インシデント記録、連絡先、オンコールスケジュールとローテーション、および複製
セットに適用されたタグは、リソース所有者アカウントからのみ表示および変更できます。
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AWS Systems Manager Incident 
Manager でのセキュリティ

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

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

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

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

このドキュメントは、Incident Manager の使用時に責任共有モデルがどのように適用されるかを理解する
ために役立ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するために 
Incident Manager を設定する方法を示します。また、Incident Manager リソースのモニタリングや保護に
役立つ他の AWS のサービスの使用方法についても説明します。

トピック
• Incident Manager でのデータ保護 (p. 68)
• の Identity and Access ManagementAWS Systems Manager Incident Manager (p. 70)
• Incident Manager での共有連絡先と対応計画の操作 (p. 93)
• AWS Systems Manager Incident Manager のコンプライアンス検証 (p. 96)
• AWS Systems Manager Incident Manager での耐障害性 (p. 96)
• AWS Systems Manager Incident Manager でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 98)
• VPCAWS Systems Manager Incident Manager エンドポイントの操作とインターフェイス (AWS 

PrivateLink) (p. 98)
• Incident Manager での設定と脆弱性の分析 (p. 100)
• AWS Systems Manager Incident Managerでのセキュリティのベストプラクティス (p. 100)

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

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 が必要です。TLS 1.3 をお勧めします。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

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

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

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

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

Incident Manager は、デフォルトでは、SSL/TLS (Secure Socket Layers/Transport Layer Security) を使用
して、転送中のデータを暗号化します。

データ暗号化
Incident ManagerAWS Key Management Service (AWS KMS) キーを使用して、Incident Manager リソー
スを暗号化します。AWS KMSについての詳細については、AWS KMS デベロッパーガイドを参照してく
ださい。 AWS KMS は、安全で可用性の高いハードウェアとソフトウェアを組み合わせ、クラウドに対応
したキー管理システムを提供します。Incident Manager は、ユーザーが指定したキーを使用してデータを
暗号化し、AWS の所有するキーを使用メタデータを暗号化します。Incident Manager を使用するには、
暗号化の設定を含むレプリケーションセットを設定する必要があります。Incident Manager を使用するに
は、データ暗号化が必要です。

AWS の所有するキーを使用してレプリケーションセットを暗号化することも、カスタマーマネージドキー
を使用してレプリケーションセットのリージョンを暗号化することもできます。カスタマーマネージド
キーを使用する場合は、AWS KMS コンソール または AWS KMS APIを使用してカスタマーマネージド
キーを一元的に作成し、Incident Manager がカスタマーマネージドキーを使用する方法を制御するキーポ
リシーを定義します。Incident Manager での暗号化にカスタマー管理キーを使用する場合、AWS KMSカ
スタマーマネージドキーは、リソースと同じリージョンに存在する必要があります。Incident Manager で
のデータ暗号化の設定の詳細については、「準備ウィザード (p. 10)」をご参照ください。

AWS KMS カスタマーマネージドキーを使用する場合は、追加料金がかかります。詳細については、「
AWS KMS 概念 - KMS キー」(AWS Key Management Service デベロッパーガイド) と AWS KMS 価格を
参照してください。

Incident Manager がカスタマーマネージドキーを使用してデータを暗号化できるようにするには、カスタ
マーマネージドキーのキーポリシーに次のポリシーステートメントを追加する必要があります。アカウン
トでのキーポリシーの設定と変更の詳細については、「AWS KMSでのキーポリシーの使用」を参照して
ください。このポリシーで、次の許可が付与されます。

• Incident Manager がアカウント内の Incident Manager の CMK を検索するための読み取り専用オペレー
ションを許可します。
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• Incident Manager が CMK を使用して許可を作成し、キーを記述することを許可します。ただ
し、Incident Manager の使用を許可されているアカウントのプリンシパルを代表して行動する場合に限
ります。ポリシー ステートメントで指定されたプリンシパルが、KMS キーの使用と Incident Manager 
の使用を許可されていない場合、Incident Manager サービスからの呼び出しであっても、呼び出しは失
敗します。

       { 
       "Sid": "Allow CreateGrant through AWS Systems Manager Incident Manager", 
       "Effect": "Allow", 
       "Principal": { 
         "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ssm-lead" 
       }, 
       "Action": [ 
         "kms:CreateGrant", 
         "kms:DescribeKey" 
       ], 
       "Resource": "*", 
       "Condition": { 
         "StringLike": { 
           "kms:ViaService": [ 
             "ssm-incidents.amazonaws.com", 
             "ssm-contacts.amazonaws.com" 
           ] 
         } 
       } 
      }

Principal の値を、レプリケーションセットを作成した IAM プリンシパルに置き換えます。

Incident Manager は、KMS へのすべてのリクエストで 暗号化コンテキスト を使用し、暗号化オペレー
ションを行います。この暗号化コンテキストを使用すると、Incident Manager は KMS CloudTrail キーを使
用するログイベントを識別できます。Incident Manager では、次の暗号化コンテキストが使用されます。

• contactArn=ARN of the contact or escalation plan

の Identity and Access ManagementAWS Systems 
Manager Incident Manager

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 Incident Manager 
リソースの使用を認可する (アクセス許可を付与する) かを制御します。IAM は、追加費用なしで使用でき
る AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 71)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 71)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 74)
• AWS Systems Manager Incident Manager と IAM の連携について (p. 75)
• AWS Systems Manager Incident Manager のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 81)
• リソースベースのポリシーの例 (AWS Systems Manager Incident Manager) (p. 84)
• Incident Manager でのサービス間の混乱した代理の防止 (p. 85)

70

https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/concepts.html#encrypt_context


Incident Manager ユーザーガイド
対象者

• Incident Manager のサービスリンクロールの使用 (p. 86)
• AWS Systems Manager Incident Manager の AWS マネージドポリシー (p. 88)
• AWS Systems Manager Incident Manager 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. 92)

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

サービスユーザー – ジョブを実行するために Incident Manager サービスを使用する場合は、管理者から
必要なアクセス許可と認証情報が与えられます。さらに多くの Incident Manager 機能を使用して作業を
行う場合は、追加のアクセス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解しておくと、
管理者に適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。Incident Manager の機能にアクセスできない場
合は、「AWS Systems Manager Incident Manager 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. 92)」を参照してください。

サービス管理者 - 社内の Incident Manager リソースを担当している場合は、通常、Incident Manager 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 Incident Manager 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 Incident Manager で IAM を利用する方法の詳細については、「AWS Systems Manager Incident 
Manager と IAM の連携について (p. 75)」を参照してください。

IAM 管理者 – 管理者は、Incident Manager 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 Incident Manager 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 Systems Manager Incident Manager のアイデンティティベースのポリシーの
例 (p. 81)」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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

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

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。
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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 Systems Manager Incident Manager と IAM の連
携について
IAM を使用して Incident Manager へのアクセスを管理する前に、Incident Manager で使用できる IAM の
機能について説明します。

AWS Systems Manager Incident Manager で使用できる IAM の機能

IAM 機能 Incident Manager サポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 76) はい

リソースベースのポリシー (p. 76) はい

ポリシーアクション (p. 77) はい

ポリシーリソース (p. 78) はい

ポリシー条件キー (p. 79) いいえ
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IAM 機能 Incident Manager サポート

ACL (p. 79) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 79) いいえ

テンポラリ認証情報 (p. 80) はい

プリンシパル許可 (p. 80) はい

サービスロール (p. 80) はい

サービスにリンクされたロール (p. 81) はい

大部分の IAM 機能が Incident Manager および AWS のその他のサービスでどのように機能するかに関する
おおまかな説明については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携する AWS のサービス」を参照してくだ
さい。

Incident Manager は、AWS RAMで共有されているリソースへのアクセスを拒否するポリシーをサポート
していません。

Incident Manager 用 ID ベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

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

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

Incident Manager 用 ID ベースのポリシーの例

Incident Manager でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「AWS Systems Manager Incident 
Manager のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 81)」でご確認ください。

Incident Manager 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート はい

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

Incident Manager サービスは、AWS RAM PutResourcePolicy 対応計画または連絡先にアタッチされたコ
ンソールまたはアクションのいずれかを使用して呼び出される、2 種類のリソースベースのポリシーのみ
をサポートしています。このポリシーは、対応計画、連絡先、エスカレーション計画、およびインシデン
トに対してアクションを実行できるプリンシパルを定義します。Incident Manager は、リソースベースの
ポリシーを使用して、アカウント間でリソースを共有します。

Incident Manager は、AWS RAMで共有されているリソースへのアクセスを拒否するポリシーをサポート
していません。

リソースベースのポリシーを対応計画または連絡先にアタッチする方法については、Incident Manager で
のクロスアカウント管理 (p. 13)を参照してください。

Incident Manager のリソースベースのポリシーの例

Incident Manager のリソースベースのポリシーの例については、を参照してくださいリソースベースのポ
リシーの例 (AWS Systems Manager Incident Manager) (p. 84)。

Incident Manager のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

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

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

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

Incident Manager のアクションのリストを確認するには、サービス認可リファレンスの「AWS Systems 
Manager Incident Managerで定義されるアクション」を参照してください。

Incident Manager のポリシーアクションでは、アクションの前に次のプレフィックスを使用します。

ssm-incidents
ssm-contacts

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

"Action": [ 
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      "ssm-incidents:GetResponsePlan", 
      "ssm-contacts:GetContact" 
         ]

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

"Action": "ssm-incidents:Get*"

Incident Manager でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「AWS Systems Manager Incident 
Manager のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 81)」でご確認ください。

Incident Manager は、ssm インシデントと ssm 連絡先という 2 つの異なる名前空間でアクションを使用
します。Incident Manager のポリシーを作成するときは、アクションに名前空間を正しく使用してくださ
い。SSM インシデントは、対応計画およびインシデント関連のアクションに使用されます。SSM 連絡先
は、連絡先と連絡先のエンゲージメントに関連するアクションに使用されます。例:

• ssm-contacts:GetContact
• ssm-incidents:GetResponsePlan

Incident Manager のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

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

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

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

Incident Manager のリソースタイプとその ARN のリストを確認するには、サービス認可リファレンスの
「AWS Systems Manager Incident Manager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 Systems Manager Incident Manager で定義され
るアクション」を参照してください。

Incident Manager でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「AWS Systems Manager Incident 
Manager のアイデンティティベースのポリシーの例 (p. 81)」でご確認ください。

Incident Manager リソースは、インシデントの作成、チャットチャネルでのコラボレーション、インシデ
ントの解決、レスポンダーのエンゲージメントに使用されます。ユーザーが応答計画へのアクセス権を
持っている場合、その対応計画から作成されたすべてのインシデントへのアクセス権があります。ユー
ザーが連絡先またはエスカレーションプランへのアクセス権を持っている場合、エスカレーションプラン
の連絡先にエンゲージできます。
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Incident Manager のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート いいえ

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

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

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

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

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

Incident Manager のアクセスコントロールリスト (ACL)

ACL のサポート いいえ

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

Incident Manager での属性ベースのアクセスコントロール 
(ABAC)

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート いいえ

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

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

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

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。
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ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC を設定する
手順を示したチュートリアルを表示するには、IAM ユーザーガイドの 属性ベースのアクセスコントロール 
(ABAC) を使用する を参照してください。

Incident Manager での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

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

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

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

Incident Manager のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行するための許可が必要です。アクションがポリシーで追加の依存アクションを必
要とするかどうかを確認するには、「サービス認可リファレンス」の「AWS Systems Manager Incident 
Manager のアクション、リソース、および条件キー」を参照してください。

Incident Manager のサービスロール

サービスロールに対するサポート はい

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

Warning

サービスロールの許可を変更すると、Incident Manager の機能が破損する可能性がありま
す。Incident Manager が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。

Incident Manager での IAM ロールの選択
Incident Manager で対応計画リソースを作成する場合、ユーザーに代わって Systems Manager の自動化
ドキュメントを Incident Manager で実行できるようにするロールを選択する必要があります。サービス
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ロールあるいはサービスにリンクされたロールを以前に作成している場合、Incident Manager は選択でき
るロールのリストを示します。オートメーションドキュメントインスタンスの実行へのアクセスを許可す
るロールを選択することが重要です。詳細については、「Incident Manager でのSystems Manager オー
トメーションランブックの使用 (p. 33)」を参照してください。インシデント時に使用する AWS Chatbot 
チャットチャネルを作成する際に、チャットから直接コマンドを使用できるサービスロールを選択でき
ます。インシデントコラボレーション用のチャットチャネルの作成の詳細については、「インシデントマ
ネージャーでのチャットチャネルの操作 (p. 28)」をご参照ください。AWS Chatbot の IAM ポリシーの詳
細については、「AWS Chatbot 管理者ガイド」の「AWS Chatbotを使用してコマンドを実行するための許
可の管理」を参照してください。

Incident Manager のサービスリンクロール

サービスにリンクされたロールのサポート はい

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

Incident Manager サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「Incident Manager のサー
ビスリンクロールの使用 (p. 86)」を参照してください。

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

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

リソースタイプごとの ARN の形式を含む、Incident Manager で定義されるアクションとリソースタイプ
の詳細については、「サービス認証リファレンス」の「アクション、リソース、および条件キー」を参照
してください。AWS Systems Manager Incident Manager

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 81)
• Incident Manager コンソールの使用 (p. 82)
• 自分の許可の表示をユーザーに許可する (p. 82)
• 応答計画へのアクセス (p. 83)

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 Incident Manager 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
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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。

Incident Manager コンソールの使用
AWS Systems Manager Incident Manager 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
れらのアクセス許可により、AWS アカウントの Incident Manager リソースの詳細をリストおよび表示で
きます。最小限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポ
リシーを持つエンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しませ
ん。

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

ユーザーおよびロールが Incident Manager コンソールを使用してインシデントを解決できるようにするに
は、Incident Manager IncidentManagerResolverAccess AWS マネージドポリシーをエンティティに
アタッチします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ユーザーへの許可の追加」を参照してくださ
い。

IncidentManagerResolverAccess

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

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "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": "*" 
        } 
    ]
}

応答計画へのアクセス
この例では、Amazon Web Services アカウントの IAM ユーザーに、Incident Manager の対応計画の 1 つ
である「exampleplan」へのアクセス権を付与します。また、ユーザーが対応計画を追加、更新、および
削除できるようにします。

このポリシーは、ssm-incidents:ListResponsePlans、ssm-
incidents:GetResponsePlan、ssm-incidents:UpdateResponsePlan、ssm-
incident:ListResponsePlan アクセス許可をユーザーに付与します。

{ 
   "Version":"2012-10-17", 
   "Statement":[ 
      { 
         "Sid":"ListResponsePlans", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ssm-incidents:ListResponsePlans" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:ssm-incidents:::*" 
      }, 
      { 
         "Sid":"ViewSpecificResponsePlanInfo", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ssm-incidents:GetResponsePlan" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:ssm-incidents:*:111122223333:response-plan/exampleplan" 
      }, 
      { 
         "Sid":"ManageResponsePlan", 
         "Effect":"Allow", 
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         "Action":[ 
            "ssm-incidents:UpdateResponsePlan" 
         ], 
         "Resource":"arn:aws:ssm-incidents:*:111122223333:response-plan/exampleplan/*" 
      } 
   ]
}

リソースベースのポリシーの例 (AWS Systems 
Manager Incident Manager)
AWS Systems Manager Incident Managerインシデントマネージャーの対応計画と連絡先に関するリソース
ベースの権限ポリシーをサポートします。

Incident Manager は、AWS RAMを使用して共有されているリソースへのアクセスを拒否するリソース
ベースのポリシーをサポートしていません。

対応計画または連絡先を作成する方法については、「Incident Manager での対応計画の使用 (p. 38)」と
「インシデントマネージャーの連絡先との連携 (p. 17)」を参照してください。

組織別の Incident Manager の対応計画アクセスの制限
次の例では、組織 ID: o-abc123def45 の組織内のユーザーに、対応計画 myplanで作成されたインシデ
ントに対応する許可を付与しています。

Condition ブロックでは、StringEquals 条件と aws:PrincipalOrgID 条件のキーと、AWS 
Organizations 特定条件キーを使用しています。これらの条件キーの詳細については、「ポリシーでの条件
の指定」を参照してください。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Sid": "OrganizationAccess", 
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": “*”, 
      "Condition": { 
         "StringEquals": {"aws:PrincipalOrgID":"o-abc123def45"} 
      }, 
      "Action": [ 
        "ssm-incidents:GetResponsePlan", 
        "ssm-incidents:StartIncident", 
        "ssm-incidents:UpdateIncidentRecord", 
        "ssm-incidents:GetIncidentRecord", 
        "ssm-incidents:CreateTimelineEvent", 
        "ssm-incidents:UpdateTimelineEvent", 
        "ssm-incidents:GetTimelineEvent", 
        "ssm-incidents:ListTimelineEvents", 
        "ssm-incidents:UpdateRelatedItems", 
        "ssm-incidents:ListRelatedItems" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:ssm-incidents:*:111122223333:response-plan/myplan", 
        "arn:aws:ssm-incidents:*:111122223333:incident-record/myplan/*" 
      ] 
    } 
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  ]
}

Incident Manager の連絡先にプリンシパルへのアクセスを提供す
る
次の例では、ARN arn:aws:iam::999988887777:root を持つプリンシパルに、連絡先 mycontactに
対するエンゲージメントの作成を許可しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17",  
    "Statement": [ 
        {  
            "Sid": "PrincipalAccess", 
            "Effect": "Allow",  
            "Principal": {  
                "AWS": "arn:aws:iam::999988887777:root"  
            },  
            "Action": [ 
                "ssm-contacts:GetContact", 
                "ssm-contacts:StartEngagement", 
                "ssm-contacts:DescribeEngagement", 
                "ssm-contacts:ListPagesByContact" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ssm-contacts:*:111122223333:contact/mycontact" 
                "arn:aws:ssm-contacts:*:111122223333:engagement/mycontact/*" 
            ] 
        } 
    ]  
}

Incident Manager でのサービス間の混乱した代理の防
止
不分別な代理処理問題とは、アクションを実行する権限のないエンティティが、権限のあるエンティティ
にアクションを実行するように 呼び出し をすることで発生する情報セキュリティ上の問題です。これによ
り、悪意のあるアクターが本来であれば実行またはアクセスの権限がないコマンドを実行したり、リソー
スを変更することが可能になります。

AWSでは、クロスサービスでのなりすましは混乱した副シナリオにつながります。クロスサービスでのな
りすましとは、あるサービス (呼び出し側のサービス) が別のサービス (呼び出しされた側のサービス) を呼
び出すことです。悪意のあるアクターは、呼び出し元のサービスを使用して、通常持っていない許可を使
用して、別のサービスのリソースを変更できます。

AWS は、アカウント上のリソースへのアクセスの管理をサービスプリンシパルに提供し、リソー
スのセキュリティを保護できるようにします。リソースポリシーには、aws:SourceArn および
aws:SourceAccount のグローバル条件コンテキストキーを使用することをお勧めします。これらのキー
は、AWS Systems Manager Incident Manager がほかのサービスに付与するそのリソースへのアクセス許
可を制限します。両方のグローバル条件コンテキストキーを同じポリシーステートメントで使用する場
合、aws:SourceAccount 値と aws:SourceArn 値で参照されるアカウントは、同じアカウント ID を使
用する必要があります。

aws:SourceArn 値は、影響を受けるインシデントレコードの ARN である必要があります。リソースの
完全な ARN がわからない場合や、複数のリソースを指定している場合は、ARN の未知部分に * ワイルド
カードで aws:SourceArn グローバルコンテキスト条件キーを使用します。たとえば、aws:SourceArn
を arn:aws:ssm-incidents::111122223333:*に設定できます。
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以下の信頼ポリシーの例では、aws:SourceArn 条件キーを使用して、インシデントレコードの ARN 
に基づいてサービスロールへのアクセスを制限しています。このロールを使用できるのは、対応計画
myresponseplan から作成されたインシデントレコードのみです。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": { 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { "Service": "ssm-incidents.amazonaws.com" }, 
    "Action": "sts:AssumeRole", 
    "Condition": { 
      "ArnLike": { 
        "aws:SourceArn": "arn:aws:ssm-incidents:*:111122223333:incident-record/
myresponseplan/*" 
      } 
    } 
  }
}

Incident Manager のサービスリンクロールの使用
AWS Systems Manager Incident Manager 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。サービスリンクロールは、Incident Manager に直接リンクされた一意のタ
イプの IAM ロールです。サービスリンクロールは、Incident Manager によって事前定義されており、ユー
ザーの代わりにサービスから他の AWS サービスを呼び出す必要のあるアクセス許可がすべて含まれてい
ます。

サービスリンクロールを使用することで、必要なアクセス権限を手動で追加する必要がなくなるた
め、Incident Manager の設定が簡単になります。Incident Manager は、サービスリンクロールのアクセス
許可を定義します。特に定義されている場合を除き、Incident Manager のみがそのロールを引き受けるこ
とができます。定義される許可には、信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれており、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。

サービスにリンクされたロールは、まずその関連リソースを削除しなければ削除できません。これによ
り、リソースに対するアクセス許可が誤って削除されることがなくなり、Incident Manager のリソースは
保護されます。

サービスリンクロールをサポートするその他のサービスについては、「IAM と連携するAWS サービス」を
参照し、サービスリンクロール 列が はい になっているサービスを探してください。サービスにリンクさ
れたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、[Yes] (はい) リンクを選択します。

Incident Manager でのサービスにリンクされたロールのアクセス
許可
Incident Manager は、AWSServiceRoleforIncidentManagerという名前のサービスリンクロールを使用
し、Incident Manager がユーザーに代わって Incident Manager のインシデントレコードと関連リソースを
管理できるようにします。

AWSServiceRoleforIncidentManager サービスにリンクされたロールは、ロールを引き受ける上で次のサー
ビスを信頼します。

• ssm-incidents.amazonaws.com

AWSIncidentManagerServiceRolePolicy (p. 88)ロールのアクセス許可ポリシーは、指定したリ
ソースに対して以下のアクションを完了することを Incident Manager に許可します。

• アクション: アクションに関連するすべてのリソース上のssm-incidents:ListIncidentRecords。
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• アクション: アクションに関連するすべてのリソース上のssm-incidents:CreateTimelineEvent。
• アクション: アクションに関連するすべてのリソース上のssm:CreateOpsItem。
• アクション: all resources related to the action. 上で
ssm:AssociateOpsItemRelatedItem

• アクション: アクションに関連するすべてのリソース上のssm-contacts:StartEngagement。
• アクション:cloudwatch:PutMetricData CloudWatch AWS/IncidentManager名前空間内のメトリ

クスについて

サービスにリンクされたロールの作成、編集、削除をIAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール
など) に許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「Service-Linked Role Permissions」(サービスにリンクされたロールのアクセス権限) を参照してくださ
い。

Incident Manager のサービスリンクロールの作成
サービスにリンクされたロールを手動で作成する必要はありません。AWS Management Console、AWS 
CLI、または AWS APIでレプリケーションセットを作成すると、Incident Manager はサービスリンクロー
ルを作成します。

このサービスにリンクされたロールを削除した後で再度作成する必要が生じた場合は、同じ方法でアカウ
ントにロールを再作成できます。レプリケーションセットを作成すると、Incident Manager がサービスリ
ンクロールを再作成します。

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

Incident Manager のサービスリンクロールの削除
サービスにリンクされたロールが必要な機能またはサービスが不要になった場合には、そのロールを削除
することをお勧めします。そうすることで、使用していないエンティティがアクティブにモニタリング
またはメンテナンスされることがなくなります。ただし、手動で削除する前に、サービスにリンクされた
ロールのリソースをクリーンアップする必要があります。

サービスリンクロールを削除するには、最初にレプリケーションセットを削除する必要があります。レプ
リケーションセットを削除すると、対応計画、連絡先、エスカレーションプランなど、Incident Manager 
で作成および保存されているすべてのデータが削除されます。また、以前に作成したインシデントもすべ
て失われます。 EventBridge 削除された対応計画を指しているアラームとルールは、アラームまたはルー
ルの一致でインシデントを作成しなくなります。レプリケーションセットを削除するには、セット内のす
べてのリージョンを削除する必要があります。

Note

リソースを削除する際に、Incident Manager のサービスでそのロールが使用されている場合、削
除は失敗することがあります。失敗した場合は、数分待ってから操作を再試行してください。

で使用されるレプリケーションセット内のリージョンの削除 AWSServiceRoleforIncidentManager

1. Incident Manager コンソール を開き、左のナビゲーションから [設定] を選択します。
2. 複製セットのリージョンを選択します。
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3. [Delete] (削除) を選択します。
4. リージョンの削除を確認するには、リージョン名を入力して [削除] を選択します。
5. レプリケーションセット内のすべてのリージョンを削除するまで、この手順を繰り返します。最後の

リージョンを削除すると、コンソールは、そのリージョンとともにレプリケーションセットを削除す
ることを通知します。

IAM を使用してサービスリンクロールを手動で削除するには

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

Incident Manager サービスリンクロールをサポートするリージョ
ン
Incident Manager では、このサービスが利用可能なすべてのリージョンで、サービスにリンクされたロー
ルの使用をサポートしています。詳細については、「AWS リージョンとエンドポイント」を参照してくだ
さい。

AWS Systems Manager Incident Manager の AWS マ
ネージドポリシー

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

AWS のサービス は、AWS マネージドポリシーを維持し、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一覧と説明に
ついては、「IAM ユーザーガイド」の「AWS ジョブ機能のマネージドポリシー」を参照してください。

AWS マネージドポリシー:
AWSIncidentManagerServiceRolePolicy

IAM エンティティに AWSIncidentManagerServiceRolePolicy を添付することはできません。このポ
リシーは、ユーザーに代わって Incident Manager がアクションを実行することを許可する、サービスにリ
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ンクされたロールにアタッチされます。詳細については、「Incident Manager のサービスリンクロールの
使用 (p. 86)」を参照してください。

このポリシーは、Incident Manager に、Incident Manager に、インシデントの一覧表示、タイムラインイ
ベントの作成、関連アイテムの関連アイテムの関連付け OpsItems、および関連アイテムの OpsItems、関
連アイテムの、関連アイテムの、関連アイテムの、関連付け、および関連アイテムの、関連アイテムの、
関連アイテムの、関連付け、 CloudWatch

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。

• ssm-incidents - プリンシパルがインシデントを一覧表示し、タイムラインイベントを作成できるよ
うにします。これは、インシデントダッシュボードでインシデント中にレスポンダーがコラボレーショ
ンできるようにするために必要です。

• ssm— OpsItems プリンシパルが関連アイテムを作成および関連付けることを許可します。これ
は、Incident OpsItem が開始されたときにペアレントを作成するために必要です。

• ssm-contacts — プリンシパルがエンゲージメントを開始できるようにします。これは、Incident 
Manager がインシデント中に連絡先をエンゲージするために必要です。

• cloudwatch— プリンシパルが CloudWatch メトリクスを公開できるようにします。これは、Incident 
Manager がインシデントに関連する指標を公開するために必要です。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "UpdateIncidentRecordPermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm-incidents:ListIncidentRecords", 
                "ssm-incidents:CreateTimelineEvent" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "RelatedOpsItemPermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm:CreateOpsItem", 
                "ssm:AssociateOpsItemRelatedItem" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "IncidentEngagementPermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "ssm-contacts:StartEngagement", 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "PutCloudWatchMetricPermission", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:PutMetricData" 
            ], 
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            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "cloudwatch:namespace": "AWS/IncidentManager" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWS マネージドポリシー:
AWSIncidentManagerResolverAccess

AWSIncidentManagerResolverAccess を IAM エンティティにアタッチすることで、IAM エンティ
ティがインシデントを開始、表示、更新できるようになります。これにより、インシデントダッシュ
ボードで顧客のタイムラインイベントと関連アイテムを作成することもできます。また、このポリシー
は、AWS Chatbot サービスロールまたはインシデントコラボレーションに使用されるチャットチャネルに
関連する顧客管理ロールに直接アタッチすることもできます。AWS Chatbot の IAM ポリシーの詳細につ
いては、「AWS Chatbotを使用してコマンドを実行するための許可を管理する」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。

• ssm-incidents - インシデントの開始、対応計画の一覧表示、インシデントの一覧表示、インシデン
トの更新、タイムラインイベントの一覧表示、カスタムタイムラインイベントの作成、カスタムタイム
ラインイベントの更新、カスタムタイムラインイベントの削除、関連アイテムの一覧表示、関連アイテ
ムの作成および関連アイテムの更新を実行できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "StartIncidentPermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm-incidents:StartIncident" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ResponsePlanReadOnlyPermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm-incidents:ListResponsePlans", 
                "ssm-incidents:GetResponsePlan" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "IncidentRecordResolverPermissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ssm-incidents:ListIncidentRecords", 
                "ssm-incidents:GetIncidentRecord", 
                "ssm-incidents:UpdateIncidentRecord", 
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                "ssm-incidents:ListTimelineEvents", 
                "ssm-incidents:CreateTimelineEvent", 
                "ssm-incidents:GetTimelineEvent", 
                "ssm-incidents:UpdateTimelineEvent", 
                "ssm-incidents:DeleteTimelineEvent", 
                "ssm-incidents:ListRelatedItems", 
                "ssm-incidents:UpdateRelatedItems" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWS 管理ポリシーへの Incident Manager の更新

Incident Manager の AWS 管理ポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡を開
始した以降の分について表示します。このページの変更を自動通知するには、Incident Manager ドキュメ
ント履歴ページの RSS フィードに登録してください。

変更 説明 日付

AWSIncidentManagerServiceRolePolicy (p. 88)— 
ポリシー変更

インシデントマネージャーは、
インシデントマネージャーがア
カウントに指標を公開できるよ
うにする新しい権限を追加しま
した。

2022 年 12 月 16 日

AWSIncidentManagerResolverAccess (p. 90)
- 新しいポリシー

Incident Manager は、インシデ
ントの開始、対応計画の一覧表
示、インシデントの一覧表示、
インシデントの更新、タイム
ラインイベントの一覧表示、カ
スタムタイムラインイベントの
作成、カスタムタイムラインイ
ベントの更新、カスタムタイム
ラインイベントの削除、関連ア
イテムの一覧表示、関連アイテ
ムの作成、および関連アイテム
の更新を可能にする新しいポリ
シーを追加しました。

2021 年 4 月 26 日

AWSIncidentManagerServiceRolePolicy (p. 88)
- 新しいポリシー

Incident Manager は、インシデ
ントの一覧表示、タイムライ
ンイベントの作成、作成およ
び関連アイテムの、関連アイ
テムの、関連アイテムの、関
連アイテムの、関連付け、およ
び関連アイテムの、関連付け 
OpsItems、および関連アイテム
の、関連付け OpsItems、およ
び関連アイテムの、関連付け、
および関連アイテムの、関連付
け、および関連アイテムの、

2021 年 4 月 26 日
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変更 説明 日付

Incident Manager が変更の追跡
を開始

Incident Manager が AWS 管理ポ
リシーの変更の追跡を開始しま
した。

2021 年 4 月 26 日

AWS Systems Manager Incident Manager 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
次の情報は、Incident Manager と IAM の使用に伴って発生する可能性がある一般的な問題の診断や修復に
役立ちます。

トピック
• Incident Manager でアクションを実行する権限がない (p. 92)
• iam を実行する権限がない:PassRole (p. 92)
• 自分の Amazon Web Services アカウント以外のユーザーに Incident Manager CodeCommit リソース

へのアクセスを許可したい (p. 93)

Incident Manager でアクションを実行する権限がない
ある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、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある my-example-
widget リソースに関する詳細情報を表示しようとしたことを想定して、その際に必要な ssm-
incidents:GetWidget アクセス許可を持っていない場合に発生するものです。

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

この場合、ssm-incidents:GetWidget アクションを使用して my-example-widget リソースへのア
クセスを許可するように、mateojackson ユーザーのポリシーを更新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。

iam を実行する権限がない:PassRole
iam:PassRoleこの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 Incident Manager にロールを渡せるようにする必要があります。

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

以下の例のエラーは、marymajor という IAM ユーザーがコンソールを使用して Incident Manager 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
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この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

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

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

詳細については、以下を参照してください。

• これらの機能を Incident Manager でサポートされるかどうかを確認するには、AWS Systems Manager 
Incident Manager と IAM の連携について (p. 75) を参照してください。

• 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。

Incident Manager での共有連絡先と対応計画の操作
共有連絡先では、連絡先の所有者として、連絡先情報、エスカレーション計画、エンゲージメントをその
他の AWS アカウント または AWS 組織内で共有することができます。連絡先とエスカレーション計画を
一元的に作成および管理し、インシデント中にほかのユーザーが正しい連絡先をエンゲージできるように
することができます。

対応計画の共有では、応答計画の所有者として、応答計画と関連するインシデントをほかの AWS アカウ
ント または AWS 組織内で共有することができます。対応計画を一元的に作成および管理することで、コ
ンシューマーアカウントのレスポンダーがインシデント発生時に対応できるようになります。

連絡先または対応計画の所有者は、連絡先と応答計画を以下と共有できます。

• AWS Organizations の特定の AWS アカウント の組織の内部または外部
• AWS Organizations の組織内の組織単位
• AWS Organizations の組織全体

内容
• 連絡先と対応計画を共有するための前提条件 (p. 94)
• 関連サービス (p. 94)
• 連絡先または対応計画を共有する (p. 94)
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• 共有連絡先または対応計画の共有を停止する (p. 94)
• 共有連絡先または対応計画を特定する (p. 95)
• 連絡先と対応計画の共有許可 (p. 95)
• 請求と使用量測定 (p. 95)
• インスタンス制限 (p. 95)

連絡先と対応計画を共有するための前提条件
AWS Organizations の組織または組織単位で連絡先または対応計画を共有する

• AWS アカウントのリソースを所有している必要があります。既に共有している連絡先または対応計画を
共有することはできません。

• AWS Organizationsとの共有を有効にする必要があります。詳細については、AWS RAM ユーザーガイ
ドの「Enable Sharing with AWS Organizations」を参照してください。

関連サービス
連絡先または対応計画の共有は、AWS Resource Access Manager (AWS RAM) と統合されます。AWS 
RAM を使用して、AWS リソースを任意の AWS アカウント で、または AWS Organizationsを介して共
有できます。リソース共有を作成することで、自身が所有するリソースを共有できます。リソース共有
は、共有するリソースと、それらを共有するコンシューマーを指定します。コンシューマーは、AWS 
Organizations の個人 AWS アカウント、組織単位または組織全体の場合があります。

AWS RAM の詳細については、「AWS RAM ユーザーガイド」を参照してください。

連絡先または対応計画を共有する
対応計画を共有すると、コンシューマーは、その応答計画を使用して作成された過去、現在、および将来
のすべてのインシデントにアクセスできます。

連絡先を共有すると、コンシューマーは、インシデント中に発生する連絡先情報、エンゲージメント計
画、エスカレーション計画、およびエンゲージメントにアクセスできます。消費者は、インシデント中に
連絡先またはエスカレーション計画に参加することもできます。

AWS Organizations の組織に属していて、組織内での共有が有効になっている場合、組織内のコンシュー
マーには共有された連絡先または対応計画へのアクセスが自動的に許可されます。これに該当しない場
合、コンシューマーはリソースへの参加の招待を受け取り、その招待を受け入れた後で、共有された連絡
先または対応計画に対するアクセス許可が付与されます。

AWS RAM コンソールまたは AWS CLIを使用して、自分が所有する連絡先または対応計画を共有できま
す。

AWS RAM コンソールを使用して、自身が所有する連絡先または対応計画を共有する

「AWS RAM ユーザーガイド 」の「リソース共有の作成」を参照してください。

AWS CLI を使用して、自身が所有する連絡先または対応計画を共有する

create-resource-share コマンドを実行します。

共有連絡先または対応計画の共有を停止する
リソース所有者がコンシューマーとの連絡先または対応計画の共有を停止すると、連絡先、対応計画、エ
スカレーション計画、エンゲージメント、およびインシデントがコンシューマーのコンソールに表示され
なくなります。
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Note

コンシューマーがコンソールで連絡先、対応計画、エスカレーション計画、エンゲージメント、
またはインシデントを表示している場合、ページを更新するか、ページから移動するまで、更新
されずに表示され続けます。

自身が所有している連絡先または対応計画の共有を停止するには、リソースの共有から削除する必要があ
ります。これを行うには、AWS RAM コンソールまたは AWS CLI を使用します。

AWS RAM コンソールを使用して、自身が所有する共有連絡先または対応計画の共有を停止する

「AWS RAM ユーザーガイド」の「リソース共有の更新」を参照してください。

AWS CLIで所有している共有連絡先または対応計画の共有を停止する

disassociate-resource-share コマンドを実行します。

共有連絡先または対応計画を特定する
所有者とコンシューマーは、Incident Manager コンソールおよび AWS CLIを使用して、共有連絡先と対応
計画を特定できます。

Incident Manager コンソールを使用して共有連絡先または対応計画を特定する
Note

連絡先、対応計画、エスカレーション計画、エンゲージメント、およびインシデントは、通
常、Incident Manager コンソールで共有リソースとして特定できません。Amazon リソースネー
ム (ARN) が表示されている場所では、ARN に所有者のアカウント ID が表示されます。

AWS CLIを使用して共有連絡先または対応計画を特定する

ListResponsePlansListContactsまたはコマンドを使用してください。このコマンドは、自身が所有して
いる連絡先と対応計画、共有連絡先と応答計画を返します。ARN は、連絡先または対応計画の所有者の 
AWS アカウント ID を示しています。

連絡先と対応計画の共有許可
所有者のアクセス許可
所有者は、連絡先と対応計画の更新、表示、共有、共有停止、使用ができます。連絡先と対応計画には、
関連するエンゲージメントとインシデントが含まれます。

コンシューマーのアクセス許可
コンシューマーは、対応計画と連絡先のみを使用および表示できます。連絡先と対応計画には、関連する
エンゲージメントとインシデントが含まれます。

請求と使用量測定
リソースの所有者は、リソースの料金を請求されます。コンシューマーは、共有リソースの料金を請求さ
れません。リソースの共有に関連する追加コストは発生しません。

インスタンス制限
リソースを共有しても、所有者またはコンシューマーのアカウントのリソースの制限には影響しません。
リソースの制限の計算には、所有者のアカウントのみが使用されます。
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AWS Systems Manager Incident Manager のコンプ
ライアンス検証

サードパーティーの監査者は、複数の AWS Systems Manager Incident Manager コンプライアンスプ
ログラムの一環として AWS のセキュリティとコンプライアンスを評価します。これらのプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などが含まれます。

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 Systems Manager Incident Manager 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、耐障害性、および拡張性が優れています。
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レプリケーションセット

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。

Incident Manager はグローバルリージョナルサービスであり、現在、アベイラビリティーゾーンをサポー
トしていません。

Incident Manager では、AWS グローバルインフラストラクチャに加えて、データの耐障害性とバックアッ
プのニーズに対応できるように複数の機能を提供しています。「準備ウィザード」中は、レプリケーショ
ンセットの設定を求められます。このリージョナルレプリケーションセットは、複数のリージョンから
データとリソースにアクセスできるようにし、クラウドネットワーク全体のインシデント管理をより容易
にします。また、このレプリケーションにより、リージョンのいずれかがダウンした場合でも、データの
安全性とアクセス性が確保されます。

Incident Manager レプリケーションセットの使用
Incident Manager のレプリケーションセットは、データを多くのリージョンに複製し、リージョン間の
冗長性を高め、Incident Manager が異なるリージョンのリソースにアクセスできるようにし、ユーザー
のレイテンシーを短縮します。また、データの暗号化に使用したレプリケーションセットは、AWS 所有
キーまたは顧客所有キーです。すべての Incident Manager リソースは、デフォルトで暗号化されます。
リソースの暗号化の詳細については、「Incident Manager でのデータ保護 (p. 68)」を参照してくださ
い。Incident Manager を使用するには、まず 準備 ウィザードを使用してレプリケーションセットを作成し
ます。Incident Manager での準備の詳細については、準備ウィザード (p. 10) を参照してください。

レプリケーションセットの編集
Incident Manager の 設定 ページで、レプリケーションセットを編集できます。リージョンの追加、リー
ジョンの削除、およびレプリケーションセットの削除保護の有効化または無効化を行うことができます。
データの暗号化に使用されるキーは編集できません。キーを変更するには、レプリケーションセットを削
除します。

リージョンの追加

1. Incident Manager コンソール に移動し、左のナビゲーションバーから 設定 を選択します。
2. [リージョンの追加] を選択します。
3. リージョンを選択します。
4. [Add] (追加) を選択します。

リージョンの削除

1. Incident Manager コンソール に移動し、左のナビゲーションバーから 設定 を選択します。
2. 削除するリージョンを選択します。
3. [Delete] (削除) を選択します。
4. テキストボックスに 削除 と入力し、削除を選択します。

レプリケーションセットの削除
レプリケーションセットの最後のリージョンを削除すると、レプリケーションセット全体が削除されま
す。最後のリージョンを削除する前に、削除保護 を 設定 でトグリングして無効にしてください。レプリ
ケーションセットを削除した後、準備 ウィザードを使用して新しいレプリケーションセットを作成できま
す。

レプリケーションセットからリージョンを削除するには、リージョンを作成してから 24 時間待ちます。
作成後 24 時間以内にレプリケーションセットからリージョンを削除しようとすると失敗します。

レプリケーションセットを削除すると、Incident Manager のすべてのデータが削除されます。
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レプリケーションセットを削除する

1. Incident Manager コンソール に移動し、左のナビゲーションバーから 設定 を選択します。
2. レプリケーションセットの最後のリージョンを選択します。
3. [Delete] (削除) を選択します。
4. テキストボックスに 削除 と入力し、削除を選択します。

AWS Systems Manager Incident Manager でのイン
フラストラクチャセキュリティ

マネージドサービスである AWS Systems Manager Incident Manager は、「Amazon Web Services: 
Overview of Security Processes」(アマゾン ウェブ サービス: 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 が発行している API コールを使用して、ネットワーク経由で Incident Manager にアクセスしま
す。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.2 以降がサポートされている必要があります。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 および、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアク
セスキーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用し
て、一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

VPCAWS Systems Manager Incident Manager エ
ンドポイントの操作とインターフェイス (AWS 
PrivateLink)

VPC と AWS Systems Manager Incident Manager とのプライベート接続を確立するには、インター
フェース VPC エンドポイントを作成します。インターフェイスエンドポイントは を使用しますAWS 
PrivateLink を使用するとAWS PrivateLink、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、またはAWS 
Direct Connect接続なしで、Incident Manager API オペレーションにプライベートにアクセスできま
す。VPC 内のインスタンスは、Incident Manager API オペレーションと通信するためにパブリックIPアド
レスを必要としません。VPC とIncident Manager 間のトラフィックは、Amazon ネットワーク内にとどま
ります。

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

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

Incident Manager VPC エンドポイントに関する考慮事
項
Incident Manager 用のインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に、Amazon VPC ユーザーガ
イドの「インターフェイスエンドポイントのプロパティと制限、AWS PrivateLinkおよびクォータ」を確認
してください。
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Incident Manager 用のインターフェ

イス VPC エンドポイントの作成

Incident Manager は、その API アクションのすべてに対する VPC からの呼び出しをサポートしていま
す。Incident Manager のすべてを使用するには、2 つの VPC エンドポイントを作成する必要がありま
す。1 つは用ssm-incidents、もう 1ssm-contacts つは用です。

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

次のサービス名を使用して、Incident Manager 用の VPC エンドポイントを作成します。

• com.amazonaws.region.ssm-incidents
• com.amazonaws.region.ssm-contacts

エンドポイントにプライベート DNS を使用すると、リージョンのデフォルト DNS 名
を使用して、Incident Manager に API リクエストを実行できます。たとえば、ssm-
incidents.us-east-1.amazonaws.comまたはという名前を使用できますssm-contacts.us-
east-1.amazonaws.com。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイド のインターフェイスエンドポイントを介したサービスへの
アクセスを参照してください。

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

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

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドのVPC エンドポイントによるサービスのアクセスコント
ロールを参照してください。

例:Incident Manager アクション用の VPC エンドポイントポリシー

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

{ 
   "Statement":[ 
      { 
         "Principal":"*", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "ssm-contacts:ListContacts", 
            "ssm-incidents:ListResponsePlans", 
            "ssm-incidents:StartIncident" 
         ], 
         "Resource":"*" 
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      } 
   ]
}

Incident Manager 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 Systems Manager Incident Managerでのセ
キュリティのベストプラクティス

AWS Systems Manager Incident Managerには、独自のセキュリティポリシーを開発および実装する際に考
慮する必要のあるいくつかのセキュリティ機能が用意されています。以下のベストプラクティスは一般的
なガイドラインであり、完全なセキュリティソリューションを提供するものではありません。これらのベ
ストプラクティスは顧客の環境に必ずしも適切または十分でない可能性があるので、処方箋ではなく、あ
くまで有用な検討事項とお考えください。

トピック
• Incident Manager の予防的セキュリティベストプラクティス (p. 100)
• Incident Manager の発見的セキュリティベストプラクティス (p. 101)

Incident Manager の予防的セキュリティベストプラク
ティス
最小特権アクセスの実装

アクセス許可を付与する場合、どのユーザーにどの Incident Manager リソースに対するアクセス許可を付
与するかは、お客様が決定します。つまり、該当リソースに対して許可する特定のアクションを有効にす
るということです。このため、タスクを実行するために必要な許可のみを付与します。最小限の特権アク
セスの実装は、セキュリティリスクはもちろん、エラーや悪意ある行動によってもたらされる可能性のあ
る影響を減らす上での基本となります。

以下のツールは、最小限の特権アクセスを実装するために使用できます。

• IAM AWSエンティティのポリシーと権限境界を使用してリソースへのアクセスを制御する
• サービスコントロールポリシー

連絡先の作成と管理

連絡先をアクティベーションするとき、Incident Manager はデバイスに連絡してアクティベーションを確
認します。デバイスをアクティベーションする前に、デバイス情報が正しいことを確認してください。こ
れにより、アクティベーション中に Incident Manager が間違ったデバイスまたは人に接触する可能性が軽
減されます。

連絡先とエスカレーション計画を定期的に確認して、インシデント中に連絡が必要な連絡先のみに連絡し
ていることを確認します。連絡先を定期的に確認して、古い情報または誤った情報を削除します。イン
シデントの発生時に連絡先に通知する必要がない場合は、関連するエスカレーション計画から削除する
か、Incident Manager から削除します。
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チャットチャネルを非公開にする

インシデントチャットチャネルをプライベートにすると、最小特権アクセスを実装できます。対応計画テ
ンプレートごとに、スコープダウンユーザー・リストを持つ別のチャットチャネルを使用することを検討
してください。これにより、機密情報を含む可能性のあるチャットチャネルに、適切な応答者のみを引き
込むことができます。

AWS Chatbot 有効化された Slack チャネルは、設定 AWS Chatbotに使用した IAM ロールの権限を継承し
ます。これにより、応答者は AWS Chatbot Slack チャネルを有効にして、Incident Manager API やメトリ
クスグラフの取得など、許可されたアクションを呼び出すことができます。

AWS ツールを最新の状態に保つ

AWS は、AWS オペレーションで使用できるツールとプラグインの更新バージョンを定期的にリリースし
ます。これらのリソースを最新の状態に保つことで、アカウントのユーザーとインスタンスが、これらの
ツールの最新の機能やセキュリティ機能にアクセスできます。

• AWS CLI – AWS Command Line Interface (AWS CLI) は、コマンドラインシェルでコマンドを使用して 
AWS サービスとやり取りするためのオープンソースツールです。AWS CLI を更新するには、AWS CLI 
のインストールに使用したコマンドと同じコマンドを実行します。オペレーティングシステムに適した
コマンドを実行するために、少なくとも 2 週間に 1 回ローカルマシンでスケジュールされたタスクを作
成することをお勧めします。インストールコマンドについては、「AWSCommand Line Interface ユー
ザーガイド」の「AWSCommand Line Interface のインストール」を参照してください。

• AWS Tools for Windows PowerShell— Windows 用ツールは PowerShell 、.NET 用のAWS SDK 
PowerShell で公開されている機能に基づいて構築されたモジュールのセットです。Tools for Windows 
PowerShell を使用すると、 PowerShell コマンドラインからAWSリソースに対する操作をスクリプト
処理できます。または Tools for Windows PowerShell のアップデートバージョンがリリースされると
同時に、ローカルで実行しているバージョンを定期的に更新する必要があります。詳細については、
「Windows での AWS Tools for Windows PowerShell の更新」または「Linux または macOS での AWS 
Tools for Windows PowerShell の更新」を参照してください。

関連情報

Systems Manager のセキュリティのベストプラクティス

Incident Manager の発見的セキュリティベストプラク
ティス
Incident Manager のすべてのリソースの特定と監査

IT アセットの特定はガバナンスとセキュリティの重要な側面です。セキュリティ体制を評価し、潜在的
な弱点に対処するには、すべての Systems Manager リソースを特定します。Incident Manager リソース
のResource Groupsを作成します。詳細については、「AWS Resource Groups ユーザーガイド」の「 リ
ソースグループとは」を参照してください。

AWS CloudTrailを使用

AWS CloudTrail では、ユーザー、ロール、または AWS のサービスによって Incident Manager で実行さ
れたアクションのレコードが提供されます。AWS CloudTrail によって収集された情報を使用して、リクエ
ストの作成元の IP アドレス、リクエストの実行者、リクエストの実行日時などの詳細を調べて、Incident 
Manager に対してどのようなリクエストが行われたかを判断できます。詳細については、「を使用した 
Incident Manager API コールのログ記録AWS CloudTrail (p. 105)」を参照してください。

AWS セキュリティアドバイザリを監視する

AWS アカウント について Trusted Advisor に投稿されたセキュリティ勧告を定期的に確認します。これは
を使用してプログラム的に実行できますdescribe-trusted-advisor-checks。
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さらに、各 AWS アカウント に登録されているメインの E メールアドレスを注意してモニタリングしてく
ださい。AWS は、この E メールアドレスを使用して、お客様に影響を与える可能性のあるセキュリティ
問題が新たに発生した場合に連絡します。

広範な影響を与える AWS の運用上の問題は AWS Service Health Dashboard に投稿されます。運用上の
問題も、AWS Health Dashboard を通じて個々のアカウントに投稿されます。詳細については、「AWS 
Health ドキュメント」を参照してください。

関連情報

アマゾン ウェブ サービス: セキュリティプロセスの概要 (ホワイトペーパー)

開始する: AWS リソースの設定時にセキュリティのベストプラクティスに従う (AWS セキュリティブログ)

IAM ベストプラクティス

AWS CloudTrail におけるセキュリティのベストプラクティス
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インシ列とモニタリング
AWSSystems Manager インシデントマネージャーは、監視およびロギング機能を提供する以下のサービス
と統合されています。

CloudWatch 指標

Amazon CloudWatch ログを使用して、AWS Systems Manager サービスでの統計情報を、メトリクス
と呼ばれる時系列データの時間順のセットとして取得できます。これらのメトリクスを使用して、シ
ステムが正常に実行されていることを確認できます。詳細については、「インシデントマネージャー
の Amazon CloudWatch メトリクス (p. 103)」を参照してください。

CloudTrail ログ

AWS CloudTrailを使用して、AWS API 実行された呼び出しに関する詳細情報をキャプチャできます。
これらの呼び出しは、Amazon シンプルストレージサービスにログファイルとして保存できます。 
CloudTrail これらのログを使用して、行われた呼び出し、呼び出し元のソース IP アドレス、呼び出し
元、呼び出し時間などを判断できます。 CloudTrail ログには、Incident Manager の API アクションの
呼び出しに関する情報が含まれています。l詳細については、を参照してくださいを使用した Incident 
Manager API コールのログ記録AWS CloudTrail (p. 105)。

Trusted Advisor

AWS Trusted Advisor は、AWS リソースのパフォーマンス、信頼性、セキュリティ、費用効率を向上
するためのモニタリングに役立ちます。すべてのユーザーは、4 つの Trusted Advisor; チェックを利
用できます。ビジネスまたはエンタープライズサポートプランのユーザーは、50 以上のチェックを
利用できます。Incident Managerでは、Trusted AdvisorAWS リージョン複製セットの構成がリージョ
ンのフェイルオーバーとレスポンスをサポートするために複数のものを使用していることを確認しま
す。詳細については、AWS Trusted Advisor ユーザーガイドの AWS Supportを参照してください。

インシデントマネージャーの Amazon CloudWatch 
メトリクス

インシデントマネージャーは、Amazon で監視できる集計指標を提供します CloudWatch。これらの指標
を使用して、インシデントと対応計画の傾向を特定できます。

これらのメトリクスには、次のものが含まれます。

• 特定の期間に作成されたインシデントの数
• これらのインシデントに対応して解決する時期
• 解決されたインシデントの数

インシデントマネージャーの指標を監視して業務の健全性をよりよく理解し、有意義な行動を取って
インシデント対応の運用効率を高めることができます。インシデントマネージャーの指標は、すべての
インシデントマネージャーリージョンで利用できます。Incident Managerへのオンボーディング時に、 
CloudWatch レプリケーションセットで指定したすべてのリージョンの指標をAmazonで表示できるように
なります。インシデントに対するアクションが実行されたことを示す公開された指標をリージョンで確認
できます。これらのメトリクスに対する追加料金はありません。
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CloudWatchコンソールでのインシ
デントマネージャーの指標の表示

CloudWatch コンソールでは、これらのメトリクスを使用してダッシュボードを作成できます:

• 既存のインシデント負荷の測定と確認
• インシデント負荷が増加しているか、減少しているか、または変化していないかを追跡します
• インシデントマネージャーをより効果的に使用して、インシデントの頻度、期間、影響を軽減します

このページでは、 CloudWatch コンソールで使用可能なインシデントマネージャーメトリクスについて説
明します。

インシデントマネージャーは、 CloudWatch次のメトリクスをに送信します。

メトリクス 説明

NumberOfCreateIncidents 作成されたインシデントの数。

有効なディメンション:[] (空のディメンショ
ン)、[ResponsePlan]、[インパクト]、[ソース]、
[ResponsePlan、インパクト]、[ResponsePlan、ソース]

単位: 個

NumberOfResolveIncidents 解決されたインシデントの数。

有効なディメンション:[] (空のディメンショ
ン)、[ResponsePlan]、[インパクト]、[ソース]、
[ResponsePlan、インパクト]、[ResponsePlan、ソース]

単位: 個

TimeToFirstAcknowledgement インシデント作成時刻と、インシデントに対して最初に
確認が行われた時刻との時差。

有効なディメンション:[] (空のディメンショ
ン)、[ResponsePlan]、[インパクト]、[ソース]、
[ResponsePlan、インパクト]、[ResponsePlan、ソース]

単位: 秒

TimeToResolveIncident インシデントが作成されたときと解決されたときの時
差。

有効なディメンション:] (空のディメンショ
ン)、[ResponsePlan]、[インパクト]、[ソース]、
[ResponsePlan、インパクト]、[ResponsePlan、ソース]

単位: 秒

CloudWatchコンソールでのインシデントマネー
ジャーの指標の表示
CloudWatch コンソールでインシデントマネージャーのメトリクスを表示するには

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch  でコンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインで [Metrics] (メトリクス) を選択します。
3. IncidentManager 名前空間を選択します。
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メトリクスのディメンション

4. 「指標」タブでディメンションを選択し、次に指標を選択します。

CloudWatch メトリクスの使用の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの以下のトピック
を参照してください。

• メトリクス
• Amazon CloudWatch メトリクスの使用

メトリクスのディメンション
インシデントマネージャーメトリクスは、IncidentManager名前空間を使用し、以下のディメンション
のメトリクスを提供しています。

ディメンション 説明

By Response Plan レスポンスプラン別の集計指標を表示します。

By Impact Level 重要度別の集計指標を表示します。

By Source 手動、 CloudWatch アラーム、 EventBridge またはイベ
ントごとに作成されたインシデントのメトリックを表示
します。

Across All Incidents AWS現在のリージョン内のすべてのインシデントの集計
メトリクスを表示します。

Response Plan name and Source 対応計画とソースの組み合わせごとの集計指標を表示し
ます。

Response Plan Name and Impact 
Level

対応計画と重要度レベルの組み合わせごとの集計指標を
表示します。

を使用した Incident Manager API コールのログ記
録AWS CloudTrail

AWS Systems Manager Incident ManagerはAWS CloudTrail、Incident Manager でユーザー、ロー
ル、AWS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サービスであると統合されていま
す。 CloudTrail Incident Manager のすべての API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャ
された呼び出しには、Incident Manager コンソールからの呼び出しと Incident Manager API オペレーショ
ンへのコード呼び出しが含まれます。証跡を作成する場合は、Incident Manager CloudTrail のイベントな
ど、Amazon S3 バケットへのイベントの継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場
合でも、 CloudTrail コンソールのイベント履歴で最新のイベントを表示できます。によって収集された情
報を使用して CloudTrail、リクエストの作成元の IP アドレス、リクエストの実行者、リクエストの実行日
時などの詳細を調べて、Incident Manager に対してどのようなリクエストが行われたかを判断できます。

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

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

AWS アカウント のイベント (Incident Manager 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 ログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、
コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべての AWS リージョンに適用されます。追跡は、AWS
パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットに
ログファイルを配信します。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータに基づい
た行動のためにその他のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。

• 「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
• CloudTrail の Amazon SNS 通知の設定
• 「 CloudTrail 複数のリージョンからログファイルを受け取る」および「 CloudTrail 複数のアカウントか

らログファイルを受け取る」

CloudTrail Incident Manager は、すべてのアクションを AWS Systems Manager Incident ManagerAPI 
リファレンスに記録します。たとえば、、StartIncidentおよびアクションを呼び出す
とCreateResponsePlanActivateDevice、 CloudTrail ログファイルにエントリが生成されます。

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

• リクエストが、ルートと IAM ユーザー認証情報のどちらを使用して送信されたか。
• リクエストが、ロール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 ユーザーの ID 要素を参照してください。

Incident Manager のログファイルエントリについて
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ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。

次は、 CloudTrail StartIncidentアクションのログエントリを示しています。

     { 
    "eventVersion": "1.08", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "1234567890abcdef0", 
        "arn": "arn:aws:iam::246873129580111122223333:user/nikki_wolf", 
        "accountId": "abcdef01234567890", 
        "accessKeyId": "021345abcdef6789", 
        "userName": "nikki_wolf" 
    }, 
    "eventTime": "2021-04-22T23:20:10Z", 
    "eventSource": "gamma-ssm-incidents.amazonaws.com", 
    "eventName": "StartIncident", 
    "awsRegion": "us-west-2", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "aws-cli/2.0.58 Python/3.7.4 Darwin/19.6.0 exe/x86_64 command/
ssmincidents.start-incident", 
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    "requestParameters": { 
        "responsePlanArn": "arn:aws:ssm-incidents::555555555555:response-plan/security-
test-response-plan-non-dedupe-v1", 
        "clientToken": "12345678-1111-2222-3333-abcdefghijkl" 
    }, 
    "responseElements": { 
        "incidentRecordArn": "arn:aws:ssm-incidents::444455556666:incident-record/security-
test-response-plan-non-dedupe-v1/abcdefgh-abcd-1234-1234-1234567890" 
    }, 
    "requestID": "abcdefgh-1234-abcd-1234-1234567abcdef", 
    "eventID": "12345678-1234-1234-abcd-abcdef1234567", 
    "readOnly": false, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "managementEvent": true, 
    "eventCategory": "Management", 
    "recipientAccountId": "12345678901234567"
}

次は、 CloudTrail DeleteContactChannelアクションのログエントリを示しています。

    { 
    "eventVersion":"1.08", 
    "userIdentity":{ 
        "type":"IAMUser", 
        "principalId":"1234567890abcdef0", 
        "arn":"arn:aws:iam::246873129580111122223333:user/nikki_wolf", 
        "accountId":"abcdef01234567890", 
        "accessKeyId":"021345abcdef6789", 
        "userName":"nikki_wolf" 
    }, 
    "eventTime":"2021-04-08T02:27:21Z", 
    "eventSource":"ssm-contacts.amazonaws.com", 
    "eventName":"DeleteContactChannel", 
    "awsRegion":"us-east-1", 
    "sourceIPAddress":"192.0.2.0", 
    "userAgent":"Apache-HttpClient/UNAVAILABLE (Java/1.8.0_282)", 
    "requestParameters":{ 
        "contactChannelId":"arn:aws:ssm-contacts:us-west-2:555555555555:device/bnuomysohc/
abcdefgh-abcd-1234-1234-1234567890" 
    }, 
    "responseElements":null, 
    "requestID":"abcdefgh-1234-abcd-1234-1234567abcdef", 
    "eventID":"12345678-1234-1234-abcd-abcdef1234567", 
    "readOnly":true, 
    "eventType":"AwsApiCall", 
    "managementEvent":true, 
    "eventCategory":"Management", 
    "recipientAccountId":"12345678901234567"
}
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PagerDuty AWS Secrets Managerア
クセス認証情報をシークレットに保存

インシデント・マネージャーとの製
品や統合

製品やサービスと統合が。AWS Systems Manager

のコンポーネントであるAWS Systems Manager Incident Manager を複数の製品やサービスと統合できま
す。統合を設定した後、Incident Managerで新しいインシデントを作成すると、統合によって統合された
製品またはサービスにもインシデントが作成されます。Incident Manager でインシデントを更新すると、
統合された製品またはサービスの対応するインシデントが更新されます。Incident Manager または接続さ
れた製品またはサービスのいずれかでインシデントを解決すると、インテグレーションは、設定した設定
に基づいて両方のサービスのインシデントを解決します。

次の製品とサービスをインシデントマネージャーと統合できます。

• ServiceNow— 詳細については、「統合AWS Systems Manager Incident Manager」を参照してください 
ServiceNow。

• Jira サービス管理 — 詳細については、AWS Service Management Connector管理者ガイドの「Jira サー
ビス管理の設定」を参照してください。

• Jira Cloud — 詳細については、AWS Systems Manager Incident ManagerAWS Service Management 
Connector管理者ガイドの「統合」を参照してください。

• PagerDuty— PagerDutyとの統合を有効にすると、 PagerDuty 対応計画にサービスを追加できるように
なります。Incident Manager をと統合するには PagerDuty、AWS Secrets Manager PagerDutyまず自分
の認証情報を含むシークレットを作成する必要があります。

シークレットに PagerDuty REST API キーやその他の必要な詳細を追加する方法についてはAWS 
Secrets Manager、を参照してください PagerDuty AWS Secrets Managerアクセス認証情報をシーク
レットに保存 (p. 108)。

PagerDuty PagerDuty アカウントからインシデントマネージャーの対応計画にサービスを追加する方法
については、トピックの「 PagerDutyサービスを対応計画に統合する (p. 42)」の手順を参照してくださ
い応答計画を作成する (p. 38)。

PagerDuty AWS Secrets Managerアクセス認証情
報をシークレットに保存

対応計画の統合を有効にすると、Incident Manager PagerDuty は次の方法で連携します。 PagerDuty

• PagerDuty インシデントマネージャーで新しいインシデントを作成すると、インシデントマネージャー
は対応するインシデントを作成します。

• PagerDuty で作成したページングワークフローとエスカレーションポリシーは、 PagerDuty 環境で使用
されます。ただし、 PagerDuty インシデントマネージャーは構成をインポートしません。

• Incident Manager は、タイムラインイベントをインシデントへのメモとして最大で PagerDuty 2,000 件
まで公開します。

• Incident Manager PagerDuty で関連するインシデントを解決するときに、インシデントを自動的に解決
するように選択できます。

Incident Manager をと統合するには PagerDuty、AWS Secrets Manager PagerDuty まず自分の認証情報
を含むシークレットを作成する必要があります。これらにより、 PagerDutyインシデントマネージャーは
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サービスと通信できます。その後、 PagerDuty インシデントマネージャーで作成した対応計画にサービス
を含めることができます。

Secrets Manager で作成するこのシークレットには、適切な JSON 形式で以下が含まれている必要があり
ます。

• PagerDuty アカウントの API キー。一般アクセス REST API キーまたはユーザートークン REST API 
キーのいずれかを使用できます。

• PagerDuty サブドメインの有効なユーザーメールアドレス。
• PagerDuty サブドメインをデプロイしたサービスリージョン。

Note

PagerDuty サブドメイン内のすべてのサービスは、同じサービスリージョンにデプロイされま
す。

前提条件

Secrets Manager でシークレットを作成する前に、次の要件を満たしていることを確認してください。

KMS キー

作成したシークレットは、AWS Key Management Service (AWS KMS) で作成したカスタマー管理
キーで暗号化する必要があります。 PagerDuty 認証情報を保存するシークレットを作成するときに、
このキーを指定します。

Important

Secrets Manager にはシークレットをで暗号化するオプションがありますがAWS マネージド
キー、この暗号化モードはサポートされていません。

カスタマー管理キーは、次の要件を満たしている必要があります。
• キータイプ:「シンメトリック」を選択します。
• キーの使用法:[暗号化と復号化] を選択します。
• 地域性:対応計画を複数に複製する場合はAWS リージョン、必ずマルチリージョンキーを選択して

ください。
• キーポリシー:レスポンスプランを設定するユーザーに

は、kms:GenerateDataKeykms:Decryptキーのリソースベースのポリシーに対する権限と
ポリシー内の権限が必要です。ssm-incidents.amazonaws.comサービスプリンシパルに
は、kms:GenerateDataKeykms:Decryptキーのリソースベースのポリシーに対する権限と権限
が必要です。

次のポリシーは、Statementセクションに追加するこれらの権限を示しています。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Id": "key-consolepolicy-3", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Allow creator of response plan to use the key", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "AWS": "iam_arn_of_principal_creating_response_plan" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey*" 
            ], 
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            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow Incident Manager to use the key", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "ssm-incidents.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "kms:Decrypt", 
                "kms:GenerateDataKey*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

カスタマー管理キーを新規作成する方法については、『AWS Key Management Service開発者ガイ
ド』の「対称暗号化 KMS キーの作成」を参照してください。AWS KMSキーの詳細については、
「AWS KMS概念」を参照してください。

既存のカスタマー管理キーが上記の要件をすべて満たしている場合は、そのポリシーを編集してこ
れらの権限を追加できます。カスタマー管理キーのポリシーを更新する方法については、『AWS 
Key Management Service開発者ガイド』の「キーポリシーの変更」を参照してください。

Tip

条件キーを指定してアクセスをさらに制限できます。たとえば、次のポリシーは、米国東
部 (オハイオ) リージョン (us-east-2) でのみ Secrets Manager によるアクセスを許可しま
す。

{ 
            "Sid": "Enable IM Permissions", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "ssm-incidents.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": ["kms:Decrypt", "kms:GenerateDataKey*"], 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "kms:ViaService": "secretsmanager.us-east-2.amazonaws.com" 
                } 
            } 
        }

GetSecretValue許可

レスプランを作成に使用する IAM アイデンティティ (ユーザー、ロール、またはグループ) には IAM 
許可が必要ですsecretsmanager:GetSecretValue。

PagerDuty AWS Secrets Managerアクセス認証情報をシークレットに保存するには

1. AWS Secrets Managerユーザーガイドの「AWS Secrets Managerシークレットの作成」のステップ 
3a の手順に従います。

2. ステップ 3b では、キーと値のペアについて、次の操作を行います。
• 「プレーンテキスト」タブを選択します。
• デフォルトのボックスの内容を以下に置き換えます。

{ 
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    "pagerDutyToken": "pagerduty-token", 
    "pagerDutyServiceRegion": "pagerduty-region", 
    "pagerDutyFromEmail": "pagerduty-email"
}

• 貼り付けた JSON サンプルでは、######################。

• pagerduty-token: PagerDuty アカウントから取得した一般アクセス REST API キーまたは
ユーザートークン REST API キーの値。

関連情報については、PagerDuty ナレッジベースの「API アクセスキー」を参照してくださ
い。

• pagerduty-region: PagerDuty PagerDuty サブドメインをホストするデータセンターのサー
ビスリージョン。

関連情報については、PagerDuty ナレッジベースのサービスリージョンを参照してください。
• pagerduty-email: PagerDuty サブドメインに属するユーザーの有効なメールアドレス。

関連情報については、PagerDuty ナレッジベースの「ユーザーの管理」を参照してください。

次の例は、 PagerDuty必要な認証情報を含む完成した JSON シークレットを示しています。

{ 
    "pagerDutyToken": "y_NbAkKc66ryYEXAMPLE", 
    "pagerDutyServiceRegion": "US", 
    "pagerDutyFromEmail": "JohnDoe@example.com"
}

3. ステップ 3c の「暗号化キー」で、前述の「前提条件」セクションに記載されている要件を満たす、
作成したカスタマー管理キーを選択します。

4. ステップ 4c の「リソース権限」で、次の操作を行います。
• リソース権限を拡張します。
• [権限の編集] を選択します。
• ポリシーボックスのデフォルトの内容を以下に置き換えます。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "ssm-incidents.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": "secretsmanager:GetSecretValue", 
    "Resource": "*"
}

• [Save] (保存) を選択します。
5. レスポンスプランを複数に複製した場合は、ステップ 4d の「シークレットの複製」で次の操作を行

いますAWS リージョン。
• 複製シークレットを展開。
• についてはAWS リージョン、対応計画を複製した地域を選択してください。
• 暗号化キーについては、このリージョンで作成した、またはこのリージョンに複製したカスタ

マー管理キーで、前提条件セクションに記載されている要件を満たしているものを選択してくだ
さい。

• 追加するたびにAWS リージョン、[リージョンを追加] を選択し、リージョン名とカスタマー管理
キーを選択します。

6. AWS Secrets Managerユーザーガイドの「AWS Secrets Managerシークレットの作成」の残りの手順
を完了します。
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PagerDuty インシデントマネージャーのインシデントワークフローにサービスを追加する方法について
は、トピックの「 PagerDuty 対応計画へのサービスの統合 (p. 42)」を参照してください応答計画を作成す
る (p. 38)。

関連情報

PagerDuty およびを使用してインシデント対応を自動化する方法AWS Systems Manager Incident Manager
(AWS クラウド運用と移行に関するブログ)

AWS Secrets ManagerAWS Secrets Managerユーザーガイドのシークレット暗号化
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エラーメッセージ:ValidationException 

– We were unable to validate 
the AWS Secrets Manager secret

AWSSydent Indent Indent Indent 
Indent Man

AWSSystems Systems Systems Systems Systems Indent Manager Indent Manager Indent Manager 
Indent Manager Indent Manager Indent Manager Indent Manager Indent Manager Indent Manager Indent 
Manager Indent Man 発生した問題が次の情報の範囲外である場合、または解決を試みた後にも持続する場
合は、にお問い合わせくださいAWS Support。

トピック
• エラーメッセージ:ValidationException – We were unable to validate the AWS Secrets Manager 

secret (p. 113)
• その他の問題のトラブルシューティング (p. 114)

エラーメッセージ:ValidationException – 
We were unable to validate the AWS 
Secrets Manager secret

問題 1: レスポdent ManagerAWS Identity and Access Management Indent Manager Indent Manager 
Indent Manager Indent Manager Indent Manager Indent Manager Indent Manager Indent Manager Indent 
Manager Indent Manager Indent Manager Indentsecretsmanager:GetSecretValue Manager Indent 
Manager In Secrets Manager を検証するには、IAM アイデンティティにこの権限が必要です。

• 解決策:レスポンスプランを作成する IAM ID の IAM ポリシー
に、secretsmanager:GetSecretValue不足しているアクセス権限を追加します。詳細について
は、IAM ユーザーガイドの「IAM ID 権限の追加 (コンソール)」または「IAM ポリシーの追加 (AWS 
CLI)」を参照してください。

問題 2: シークレットに、IAM ID GetSecretValueによるアクションの実行を許可するリソースベースの
ポリシーがアタッチされていないか、リソースベースのポリシーが ID へのアクセス許可を拒否していま
す。

• 解決策:IAM IDAllow にアクセス権限を付与するステートメントを作成するか、シークレットのリソース
ベースのポリシーに追加します。secrets:GetSecretValueまたは、IAM IDDeny を含むステートメ
ントを使用する場合は、ID がアクションを実行できるようにポリシーを更新してください。詳細につい
ては、AWS Secrets Managerユーザーガイドの「AWS Secrets Managerシークレットにアクセス権限ポ
リシーをアタッチする」を参照してください。

問題 3: シークレットには、Incident Manager のサービスプリンシパルへのアクセスを許可するリソース
ベースのポリシーが添付されていませんssm-incidents.amazonaws.com。

• 解決方法:シークレットのリソースベースのポリシーを作成または更新し、次の権限を含めてください。

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": ["ssm-incidents.amazonaws.com"] 
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    }, 
    "Action": "secretsmanager:GetSecretValue", 
    "Resource": "*"
}

問題 4:AWS KMS key シークレットを暗号化するために選択されたキーが顧客管理キーではないか、選択
した顧客管理キーが IAMkms:Decrypt 権限とkms:GenerateDataKey* Incident Manager サービスプリ
ンシパルに提供されていません。あるいは、レスポンスプランを作成する IAM ID に IAM 権限がない場合
もありますGetSecretValue。

• 解決方法:トピックの「前提条件」に記載されている要件を満たしていることを確認してください
PagerDuty AWS Secrets Managerアクセス認証情報をシークレットに保存 (p. 108)。

問題 5: 一般アクセス REST API キーまたはユーザートークン REST API キーを含むシークレットの ID が
無効です。

• 解決方法:Secrets Manager シークレットの ID を末尾にスペースを入れずに正確に入力したことを確認
してください。AWS リージョン使用したいシークレットを格納しているのと同じ場所で作業する必要が
あります。削除したシークレットは使用できません。

問題 6: まれに、Secrets Manager サービスに問題が発生したり、Incident Manager がサービスとの通信に
支障をきたしたりすることがあります。

• 解決策:数分後にもう一度お試しください。いずれかのサービスに影響する可能性のある問題がないか、
を確認してください。AWS Health Dashboard

その他の問題のトラブルシューティング
前の手順で問題が解決しない場合は、次のリソースから追加のヘルプを見つけることができます。

• インシデントマネージャーコンソールにアクセスしたときのインシデントマネージャー固有の IAM の問
題については、を参照してくださいAWS Systems Manager Incident Manager 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. 92)。

• にアクセスする際の一般的な認証と承認の問題についてはAWS Management Console、IAM ユーザーガ
イドの「IAM のトラブルシューティング」を参照してください。
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AWS 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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Incident Manager のドキュメント履
歴

変更 説明 日付

との統合AWS Trusted 
Advisor (p. 116)

Trusted Advisorこれで、AWS 
リージョンリージョンのフェ
イルオーバーとレスポンスをサ
ポートするために、複製セット
の構成が複数使用されているか
どうかを確認するようになりま
した。 CloudWatch EventBridge 
アラームまたはイベントによっ
て作成されたインシデントの場
合、Incident ManagerAWS リー
ジョン はアラームまたはイベ
ントルールと同じインシデント
を作成します。そのリージョン
で Incident Manager が一時的
に使用できない場合、システム
は複製セット内の別のリージョ
ンにインシデントを作成しよう
とします。複製セットに含まれ
るリージョンが 1 つだけの場
合、Incident Manager が使用で
きない間、システムはインシデン
トレコードの作成に失敗します。
このような状況を避けるため、
複製セットが 1Trusted Advisor 
つのリージョンのみに設定され
ている場合に報告します。AWS 
Trusted Advisorでの作業につい
てはTrusted Advisor、『AWS 
Supportユーザーガイド』のを参
照してください。

2023 年 4 月 4 月 4 月 4 月

Microsoft Teams を対応計画の
チャットチャネルとして使用す
る (p. 116)

Microsoft Teams との統合によ
りAWS Chatbot、対応計画の
チャットチャネルに Microsoft 
Teams を使用できるようになり
ました。これに加えて、Slack と 
Amazon Chime のチャットチャ
ネルもサポートされています。イ
ンシデント中、Incident Manager 
は、チャットチャネルに直接ス
テータス通知を送信し、すべて
の応答者に情報を提供します。
また、対応者は相互に通信した
り、Microsoft TeamsAWS CLI ア
プリケーションでインシデント
関連のコマンドを実行したりし
て、インシデントを更新したり操

2023 年 4 月 4 日
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作したりできます。詳細について
は、Incident Manager でのチャッ
トチャネルの操作を参照してくだ
さい。

新機能:オンコールスケジュー
ル (p. 116)

Incident Managerのオンコールス
ケジュールでは、オペレーター
の介入を必要とするインシデン
トが発生した場合に誰に通知す
るかを定義します。オンコール
スケジュールは、そのスケジュー
ル用に作成した 1 つ以上のロー
テーションで構成されます。各
ローテーションには、最大 30 個
の接点を含めることができます。
オンコールスケジュールを作成
したら、それをエスカレーション
プランにエスカレーションとして
含めることができます。そのエス
カレーションプランに関連するイ
ンシデントが発生すると、インシ
デントマネージャーはスケジュー
ルに従って待機中のオペレーター
（またはオペレーター）に通知し
ます。詳細については、「インシ
デントマネージャーでのオンコー
ルスケジュールの操作」を参照し
てください。

2023 年 3 月月月 3 月 3 月

フォーマット済みのインシデン
ト分析を印刷するか、PDF とし
て保存する (p. 116)

インシデント分析ページに [印
刷] ボタンが追加され、印刷用に
フォーマットされた分析のバー
ジョンを生成できるようになり
ました。デバイスに設定されて
いるプリンタ宛先を使用して、イ
ンシデント分析を PDF として保
存したり、ローカルプリンタまた
はネットワークプリンタに送信し
たりできます。詳細については、
「フォーマットされたインシデン
ト分析の印刷」を参照してくださ
い。

2023 年 1 月 17 日
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PagerDuty 統合: PagerDutyイン
シデントマネージャーがインシ
デントタイムラインイベントを
インシデントにコピーするよう
になりました (p. 116)

PagerDuty 対応計画でとの統合を
有効にすると、Incident Manager 
はその計画から作成されたタイム
ラインイベントを、の対応するイ
ンシデントレコードに追加します 
PagerDuty。 PagerDuty タイムラ
インイベントをインシデントに
関するメモとして追加します。メ
モは最大2,000件です。これらの
変更の詳細については、以下のト
ピックを参照してください。

• PagerDuty AWS Secrets 
Managerアクセス認証情報を秘
密に保存

• PagerDuty サービスを対応計
画に統合 (p. 42)

2022 年 12 月 15 日

CloudWatch インシデントマ
ネージャーとメトリクスの統
合。 (p. 116)

インシデント関連の指標をで
公開できるようになりました 
CloudWatch。詳細について
は、「CloudWatchメトリク
ス」を参照してください。には
AWSIncidentManagerServiceRolePolicy
、当社のサービスがお客様に代
わって指標を公開することを許
可する追加の権限が含まれていま
す。

2022 年 12 月 15 日

インシデントノートを起動
し、インシデント詳細画面を更
新しました (p. 116)

インシデントノートを使用して、
インシデントに取り組んでいる
他のユーザーと共同作業やコミュ
ニケーションを行うことができ
ます。さらに、インシデント詳細
画面からランブックとエンゲージ
メントのステータスを表示できま
す。詳細については、Incident の
詳細を参照してください。

2022 年 11 月 16 日
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PagerDuty エスカレーション計
画とページングワークフローを
インシデントマネージャーの対
応計画に統合 (p. 116)

Incident Manager PagerDuty 
PagerDuty を対応計画と統合し
てサービスを追加できるように
なりました。統合を設定すると、
インシデントマネージャーは、 
PagerDuty インシデントマネー
ジャーで作成された新しいインシ
デントごとに、対応するインシデ
ントを作成できます。 PagerDuty 
PagerDuty 環境内で定義したペー
ジングワークフローとエスカレー
ションポリシーを使用します。

詳細については、次のトピックを
参照してください。

• Incident Manager との製品およ
びサービスの統合

• PagerDuty AWS Secrets 
Managerアクセス認証情報を秘
密に保存

• PagerDuty トピック内の対
応計画にサービスを統合す
る (p. 42)応答計画を作成す
る (p. 38)

• [Troubleshooting] (トラブル
シューティング)

2022 年 11 月 16 日

インシデントノートを起動
し、インシデント詳細画面を更
新しました。 (p. 116)

インシデントノートを使用して、
インシデントに取り組んでいる
他のユーザーと共同作業やコミュ
ニケーションを行うことができ
ます。さらに、インシデント詳細
画面からランブックとエンゲージ
メントのステータスを表示できま
す。詳細については、Incident の
詳細を参照してください。

2022 年 11 月 16 日

複製セットのタグ付けサポー
ト (p. 116)

これで、の複製セットにタグ
を割り当てることができます
AWS Systems Manager Incident 
Manager。これにより、AWS 
リージョンレプリケーションセッ
トで指定された対応計画、インシ
デントレコード、および連絡先に
タグを割り当てるための既存のサ
ポートが追加されます。詳細につ
いては、以下のトピックを参照し
てください。

• 準備ウィザード
• インシデントマネージャーリ

ソースへのタグ付け

2022 年 11 月 2 日
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インシデントマネージャーとア
トラシアン Jira サービスマネジ
メントの統合 (p. 116)

Incident Manager では、JiraAWS 
サービスマネジメントのサービ
スマネジメントのサービスマネジ
メントをサービスマネジメントの
サービスと統合できます。統合を
設定すると、Incident Manager で
作成された新しいインシデントが 
Jira に対応するインシデントを作
成します。インシデントマネー
ジャーでインシデントを更新す
ると、更新は Jira の対応するイ
ンシデントに追加されます。イン
シデントマネージャーまたは Jira 
のいずれかでインシデントを解決
すると、対応するインシデントも
設定された設定に基づいて解決さ
れます。詳細については、『サー
ビス管理コネクタ管理者ガイド』
の「JiraAWS サービス管理の設
定」を参照してください。

2022 年 10 月 6 日

タグ付けサポートの強
化 (p. 116)

Incident Managerは、AWS リー
ジョンレプリケーションセット
で指定された対応計画、インシデ
ントレコード、および連絡先にタ
グを割り当てることをサポートし
ています。Incident Managerは、
対応計画から作成されたインシデ
ントに自動的にタグを割り当てる
こともサポートしています。詳細
については、Incident Manager リ
ソースにタグを付ける」を参照し
てください。

2022 年 6 月 28 日

インシデントマネージャーとの
統合 ServiceNow (p. 116)

AWSのサービス管理コネクタを
使用して、ServiceNowインシ
デントマネージャをと統合でき
ます ServiceNow。統合を設定
すると、Incident Manager で作
成された新しいインシデントに
よって、対応するインシデント
がに作成されます ServiceNow。
インシデントマネージャーでイ
ンシデントを更新すると、その
更新はの対応するインシデント
に追加されます ServiceNow。
インシデントマネージャーま
たはのいずれかでインシデン
トを解決すると ServiceNow、
対応するインシデントも、設定
された設定に基づいて解決され
ます。詳細については、AWS 
Systems ManagerIncident 
Manager の統合を参照してくだ
さい ServiceNow。

2022 年 6 月 9 日
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連絡先の詳細をインポートす
る (p. 116)

インシデントが作成されると、
インシデントマネージャーは音声
または SMS 通知を使用して対応
者に通知できます。着信または 
SMS 通知がインシデントマネー
ジャーからのものであることが応
答者に確実にわかるように、すべ
ての応答者に Incident Manager 
仮想カード形式 (.vcf) ファイルを
モバイルデバイスのアドレス帳に
ダウンロードすることをお勧めし
ます。詳細については、「連絡先
の詳細をアドレス帳にインポート
する」を参照してください。

2022 年 5 月 18 日
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インシデントの作成と修正を強
化するための複数の機能の改
善 (p. 116)

インシデントマネージャーは、イ
ンシデントの作成と修正を強化す
るために、次の機能強化を開始し
ました。

• 他の場所でインシデントを
自動的に作成AWS リージョ
ン:Amazon CloudWatch また
は AmazonAWS リージョン 
EventBridge がインシデントを
作成したときにインシデント
マネージャーが利用できない
場合、これらのサービスは、レ
プリケーションセットで指定さ
れている使用可能なリージョン
のいずれかに自動的にインシデ
ントを作成するようになりまし
た。詳細については、「クロス
リージョンインシデント管理」
を参照してください。

• Runbook パラメータにイン
シデントメタデータを自動入
力:AWSインシデントからリ
ソースに関する情報を収集す
るように Incident Manager を
設定できるようになりまし
た。その後、インシデントマ
ネージャーは収集した情報を 
Runbook パラメータに入力
できます。詳細については、
「チュートリアル:インシデン
トマネージャーでの Systems 
Manager 自動化ランブックの
使用」を参照してください。

• AWSリソース情報の自動収集:
システムがインシデントを作
成すると、AWSインシデント
マネージャーはインシデント
に関係するリソースに関する情
報を自動的に収集するようにな
りました。次に、インシデント
マネージャーは、この情報を 
[関連アイテム] タブに追加しま
す。

2022 年 5 月 17 日

マルチランブックのサポー
ト (p. 116)

Incident Manager では、インシデ
ントの詳細ページでインシデント
中の複数のランブックの実行がサ
ポートされています。

2022 年 1 月 14 日
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Incident Manager が新しく起動
AWS リージョン (p. 116)

Incident Manager は、次の新しい
リージョンで利用できるようにな
りました:us-ca-northeast-2、ca-
northeast-3。Incident Manager 
のリージョンとクォータの詳細に
ついては、AWS 全般のリファレ
ンスリファレンスガイドを参照し
てください。

2021 年 11 月 8 日

コンソールエンゲージメントの
確認 (p. 116)

Incident Manager コンソールから
直接エンゲージメントを承認でき
るようになりました。

2021 年 8 月 5 日

[プロパティ] タブ (p. 116) Incident Manager は、インシデン
トの詳細ページにプロパティタ
ブを導入し、インシデント、親 
OpsItem、および関連するインシ
デント後の分析に関する詳細情報
を提供します。

2021 年 8 月 3 日

Incident Manager の起
動 (p. 116)

Incident Manager は、AWS がホ
ストするアプリケーションに影
響を与えるインシデントを、ユー
ザーが緩和したりそのようなイン
シデントから復旧したりできるよ
うに設計された、インシデントマ
ネジメントコンソールです。

2021 年 5 月 10 日
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。

cxxiv


	Incident Manager
	Table of Contents
	AWS Systems Manager Incident Manager とは?
	Incident Manager を使用する利点
	関連サービス
	Incident Manager へのアクセス
	Incident Manager のリージョンとクォータ
	Incident Manager の価格
	Incident Manager でのインシデントを作成する
	アラートとエンゲージメント
	トリアージ
	調査と緩和
	インシデント後分析


	AWSSystems Manager の設定Incident Manager を設定してください
	AWS アカウントにサインアップする
	管理ユーザーを作成する
	プログラム的なアクセス権を付与する
	Incident Manager の設定に必要なロール

	Incident Manager の開始方法
	前提条件
	準備ウィザード

	Incident Manager でのクロスアカウント管理
	地域間のインシデント管理
	クロスアカウントインシデント管理
	ベストプラクティス
	セットアップと設定
	制限事項


	Incident Manager でのインシデント準備
	モニタリング
	インシデントマネージャーの連絡先との連携
	問い合わせチャネル
	エンゲージメント計画
	連絡先を作成
	連絡先の詳細をアドレス帳にインポートする

	インシデントマネージャーでのオンコールスケジュールの操作
	インシデントマネージャーでのオンコールスケジュールとローテーションの作成
	インシデントマネージャーでのオンコールスケジュールのローテーションの作成
	インシデントマネージャーのオンコールスケジュールのローテーションへの連絡先の追加
	インシデントマネージャーでのシフトの繰り返し回数と長さの指定、およびローテーションへのタグの追加

	インシデントマネージャーでの既存のオンコールスケジュールの管理
	オンコールスケジュールの詳細を表示する
	オンコールスケジュールの編集
	オンコールスケジュールのコピー
	オンコールスケジュールローテーションのオーバーライドの作成
	オンコールスケジュールの削除


	インシデントマネージャーでのエスカレーションプランの操作
	ステージ
	エスカレーション計画を作成する

	インシデントマネージャーでのチャットチャネルの操作
	タスク 1: チャットチャネルの Amazon SNS トピックを作成または更新する
	タスク 2: チャットチャネルを作成するAWS Chatbot
	タスク3: インシデントマネージャーの対応計画にチャットチャネルを追加する
	チャットチャネルを通じたやりとり

	Incident Manager でのSystems Manager オートメーションランブックの使用
	Runbook ワークフローを開始して実行するために必要な IAM 権限
	ランブックパラメータの使用
	関連付けられたリソースについて

	ランブックを定義する
	Incident Manager ランブックテンプレート
	AWSIncidents-CriticalIncidentRunbookTemplate


	Incident Manager での対応計画の使用
	応答計画を作成する
	インシデントデフォルト値の指定
	(オプション) インシデント対応チャットチャネルの指定
	(オプション) インシデント対応を行うリソースを選択してください
	(オプション) インシデント軽減のためのランブックの指定
	(オプション) PagerDuty 対応計画へのサービスの統合
	タグを追加して対応計画を作成する



	インシデントマネージャーでのインシデントの作成
	CloudWatch アラームによるインシデントの自動作成
	EventBridge イベントによるインシデントの自動作成
	SaaS パートナーイベントを使用したインシデントの作成
	AWS サービスイベントを使用したインシデントの作成

	インシデントを手動で作成する

	Incident Manager でのインシデントを追跡します
	インシデントリスト
	インシデントの詳細
	トップバナー
	インシデントメモ
	タブ
	概要
	メトリクス
	タイムライン
	ランブック
	エンゲージメント
	関連項目
	プロパティ


	Incident Manager でのインシデント後分析の実行
	分析の詳細
	概要
	メトリクス
	タイムライン
	Questions
	アクション
	チェックリスト

	分析テンプレート
	AWS スタンダードテンプレート
	分析テンプレートを作成する

	分析の作成
	フォーマットされたインシデント分析を印刷

	Incident Manager チュートリアル
	Incident Manager でのSystems Manager Automation ランブックの使用
	タスク 1: ランブックの作成
	タスク 2: IAM ロールを作成する
	タスク 3: Runbook を対応計画に結び付ける
	タスク 4: CloudWatch 対応計画へのアラームの割り当て
	タスク 5: 結果の検証

	Incident Manager でのセキュリティインシデントの管理

	Incident Manager リソースを追加を追加を追加を追加を追加を追加を追加
	AWS Systems Manager Incident Manager でのセキュリティ
	Incident Manager でのデータ保護
	データ暗号化

	の Identity and Access ManagementAWS Systems Manager Incident Manager
	対象者
	アイデンティティを使用した認証
	AWS アカウント ルートユーザー
	フェデレーティッド ID
	IAM ユーザーとグループ
	IAM ロール

	ポリシーを使用したアクセスの管理
	アイデンティティベースのポリシー
	リソースベースのポリシー
	アクセスコントロールリスト (ACL)
	その他のポリシータイプ
	複数のポリシータイプ

	AWS Systems Manager Incident Manager と IAM の連携について
	Incident Manager 用 ID ベースのポリシー
	Incident Manager 用 ID ベースのポリシーの例

	Incident Manager 内のリソースベースのポリシー
	Incident Manager のリソースベースのポリシーの例

	Incident Manager のポリシーアクション
	Incident Manager のポリシーリソース
	Incident Manager のポリシー条件キー
	Incident Manager のアクセスコントロールリスト (ACL)
	Incident Manager での属性ベースのアクセスコントロール (ABAC)
	Incident Manager での一時的な認証情報の使用
	Incident Manager のクロスサービスプリンシパル許可
	Incident Manager のサービスロール
	Incident Manager での IAM ロールの選択

	Incident Manager のサービスリンクロール

	AWS Systems Manager Incident Manager のアイデンティティベースのポリシーの例
	ポリシーのベストプラクティス
	Incident Manager コンソールの使用
	自分の許可の表示をユーザーに許可する
	応答計画へのアクセス

	リソースベースのポリシーの例 (AWS Systems Manager Incident Manager)
	組織別の Incident Manager の対応計画アクセスの制限
	Incident Manager の連絡先にプリンシパルへのアクセスを提供する

	Incident Manager でのサービス間の混乱した代理の防止
	Incident Manager のサービスリンクロールの使用
	Incident Manager でのサービスにリンクされたロールのアクセス許可
	Incident Manager のサービスリンクロールの作成
	Incident Manager のサービスにリンクロールを編集する
	Incident Manager のサービスリンクロールの削除
	Incident Manager サービスリンクロールをサポートするリージョン

	AWS Systems Manager Incident Manager の AWS マネージドポリシー
	AWS マネージドポリシー: AWSIncidentManagerServiceRolePolicy
	AWS マネージドポリシー: AWSIncidentManagerResolverAccess
	AWS 管理ポリシーへの Incident Manager の更新

	AWS Systems Manager Incident Manager 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
	Incident Manager でアクションを実行する権限がない
	iam を実行する権限がない:PassRole
	自分の Amazon Web Services アカウント以外のユーザーに Incident Manager CodeCommit リソースへのアクセスを許可したい


	Incident Manager での共有連絡先と対応計画の操作
	連絡先と対応計画を共有するための前提条件
	関連サービス
	連絡先または対応計画を共有する
	共有連絡先または対応計画の共有を停止する
	共有連絡先または対応計画を特定する
	連絡先と対応計画の共有許可
	所有者のアクセス許可
	コンシューマーのアクセス許可

	請求と使用量測定
	インスタンス制限

	AWS Systems Manager Incident Manager のコンプライアンス検証
	AWS Systems Manager Incident Manager での耐障害性
	Incident Manager レプリケーションセットの使用
	レプリケーションセットの編集
	レプリケーションセットの削除


	AWS Systems Manager Incident Manager でのインフラストラクチャセキュリティ
	VPCAWS Systems Manager Incident Manager エンドポイントの操作とインターフェイス (AWS PrivateLink)
	Incident Manager VPC エンドポイントに関する考慮事項
	Incident Manager 用のインターフェイス VPC エンドポイントの作成
	Incident Manager 用の VPC エンドポイントポリシーの作成

	Incident Manager での設定と脆弱性の分析
	AWS Systems Manager Incident Managerでのセキュリティのベストプラクティス
	Incident Manager の予防的セキュリティベストプラクティス
	Incident Manager の発見的セキュリティベストプラクティス


	インシ列とモニタリング
	インシデントマネージャーの Amazon CloudWatch メトリクス
	CloudWatchコンソールでのインシデントマネージャーの指標の表示
	メトリクスのディメンション

	を使用した Incident Manager API コールのログ記録AWS CloudTrail
	の Incident Manager 情報 CloudTrail
	Incident Manager のログファイルエントリについて


	インシデント・マネージャーとの製品や統合
	PagerDuty AWS Secrets Managerアクセス認証情報をシークレットに保存

	AWSSydent Indent Indent Indent Indent Man
	エラーメッセージ:ValidationException – We were unable to validate the AWS Secrets Manager secret
	その他の問題のトラブルシューティング

	AWS 用語集
	Incident Manager のドキュメント履歴
	

