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AWS Key Management Service
AWS Key Management Service (AWS KMS) は、データの保護に使用される暗号化キーの作成と制御を容
易にするマネージドサービスです。AWS KMS はハードウェアセキュリティモジュール (HSM) を使用して
AWS KMS keys を保護し、FIPS 140-2 暗号化モジュール検証プログラムで検証します。中国 (北京) およ
び中国 (寧夏) リージョンで、AWS KMS が KMS キーを生成するために使用する HSM は、関連するすべ
ての中国の規制に準拠していますが、FIPS 140-2 暗号化モジュール検証プログラムでは検証されていませ
ん。
AWS KMS はデータを暗号化するほとんどの他の AWS サービスと統合されています。AWS KMS は AWS
CloudTrail とも統合されており、監査、規制、コンプライアンスのニーズに応じて KMS キーの使用をログ
に記録します。
AWS KMS APIを使用して KMS キーやカスタムキーストア (p. 407)などの特別な機能の作成および管
理ができ、KMS キーは暗号化オペレーション (p. 14)で使用できます。詳細については、「AWS Key
Management Service API リファレンス」を参照してください。
AWS KMS keys を作成および管理できます。
• HMAC キー (p. 7)を含めた、対称 (p. 6)および非対称 (p. 7) KMS キーを作成 (p. 24)、編
集 (p. 68)、および表示 (p. 48)します。
• キーポリシー (p. 163)、IAM ポリシー (p. 184)、グラント (p. 195)を使用して KMS キーへのアクセ
スを制御します。AWS KMS は属性ベースのアクセス制御 (p. 261) (ABAC) をサポートします。条件
キー (p. 216)を使用してポリシーを調整することもできます。
• KMS キーのフレンドリ名であるエイリアスを作成、削除、一覧表示、更新します (p. 29)。また、エ
イリアスを使用して KMS キーへのアクセスを制御 (p. 44)することもできます。
• 識別、オートメーション、コスト追跡のために KMS キーにタグ付け (p. 68)します。タグを使用し
て、KMS キーへのアクセスを制御する (p. 76)こともできます。
• KMS キーを有効および無効 (p. 78)にします。
• KMS キーの暗号化マテリアルの自動ローテーション (p. 79)を有効および無効にします。
• KMS キーを削除して (p. 143)、キーのライフサイクルを完了します。
KMS キーは暗号化オペレーション (p. 14)で使用できます。例については、「AWS KMS API のプログ
ラミング (p. 529)」を参照してください。
• 対称または非対称 KMS キーを使用して、データを暗号化、復号、再暗号化します。
• 非対称 KMS キー (p. 324)を使用して、メッセージの署名と検証を行います。
• エクスポート可能な対称データキー (p. 7)と非対称データキーペア (p. 9)を生成します。
• HMAC コード (p. 342)を生成して検証します。
• 暗号化アプリケーションに適したランダムな数値を生成します。
AWS KMS のアドバンスト機能を使用できます。
• 異なる AWS リージョン の同じ KMS キーのコピーのように機能するマルチリージョンキー (p. 349)を
作成します。
• KMS キーに暗号化マテリアルをインポートする (p. 390)
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• AWS CloudHSM クラスターによってバックアップされている独自のカスタムキーストア (p. 407)で
KMS キーを作成する
• VPC のプライベートエンドポイント (p. 209)を介して AWS KMS に直接接続する
• ハイブリッドポスト量子 TLS (p. 275) を使用して、AWS KMS へ送信するデータの転送時に前方暗号
化を提供します。
AWS KMS を使用することで、暗号化するデータへのアクセスをより詳細に制御できます。キー管理お
よび暗号化機能を直接アプリケーションで使用するか、AWS KMS と統合されている AWS サービスを介
して使用できます。AWS のアプリケーションに書き込むか、AWS のサービスを使用するかにかかわら
ず、AWS KMS は AWS KMS keys を使用できるユーザーに対する制御を維持し、暗号化されたデータにア
クセスすることができます。
AWS CloudTrail と統合されている AWS KMS は、指定された Amazon S3 バケットにログファイルを配信
するサービスです。CloudTrail を使用することで、KMS キーを誰がいつどのように使用したかをモニタリ
ングし、調査できます。
AWS リージョン 内の AWS KMS
AWS KMS がサポートされる AWS リージョン は、AWS Key Management Service エンドポイントと
クォータに一覧表示されます。AWS KMS がサポートする AWS リージョン で AWS KMS 機能がサポート
されない場合は、その機能に関するトピックでリージョンごとの違いが説明されます。
AWS KMS の料金
他の AWS 製品と同様に、AWS KMS を使用するために必要な契約や最低購入量はありません。AWS KMS
の料金の詳細については、「AWS Key Management Service の料金」を参照してください。
サービスレベルアグリーメント
AWS Key Management Service は、当社のサービス可用性ポリシーを定義するサービスレベルアグリーメ
ントによってバックアップされます。
詳細はこちら
• AWS KMS で使用される用語と概念については、「AWS KMS の概念 (p. 3)」を参照してください。
• AWS KMS API の詳細については、AWS Key Management Service API リファレンスを参照してくださ
い。さまざまなプログラミング言語の例については、「AWS KMS API のプログラミング (p. 529)」を
参照してください。
• AWS CloudFormation テンプレートを使用してキーとエイリアスを作成および管理する方法につい
ては、AWS CloudFormation ユーザーガイドの AWS CloudFormation での AWS KMS リソースの作
成 (p. 142) および AWS Key Management Service リソースタイプリファレンスを参照してください。
• AWS KMS が暗号化を使用し、KMS キーを保護する方法の詳細な技術情報については、「AWS Key
Management Service 暗号化の詳細」を参照してください。暗号化の詳細なドキュメントでは、AWS
KMS の中国 (北京) および中国 (寧夏) リージョンでの動作方法は説明されていません。
• FIPS エンドポイントを含むそれぞれの AWS リージョン の AWS KMS エンドポイントのリストについ
ては、「AWS 全般リファレンス」の AWS Key Management Service トピックの「サービスエンドポイ
ント」を参照してください。
• AWS KMS に関する質問のヘルプについては、AWS Key Management Service ディスカッションフォー
ラムを参照してください。
AWS SDK の AWS KMS
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java
• AWS SDK for JavaScript
• AWS SDK for PHP
• AWS SDK for Python (Boto3)
• AWS SDK for Ruby

AWS KMS の概念
AWS Key Management Service (AWS KMS) で使用される基本的な用語および概念についてと、それらが
データの保護にどのように役立つかについて説明します。
トピック
• AWS KMS keys (p. 3)
• カスタマーキーと AWS キー (p. 4)
• 対称暗号化 KMS キー (p. 6)
• 非対称 KMS キー (p. 7)
• HMAC KMS キー (p. 7)
• データキー (p. 7)
• データキーペア (p. 9)
• エイリアス (p. 13)
• カスタムキーストア (p. 14)
• 暗号化オペレーション (p. 14)
• キー識別子 (KeyId) (p. 15)
• キーマテリアル (p. 17)
• キーマテリアルのオリジン (p. 17)
• キー仕様 (p. 18)
• キーの用途 (p. 19)
• エンベロープ暗号化 (p. 19)
• 暗号化コンテキスト (p. 20)
• キーポリシー (p. 22)
• グラント (p. 22)
• KMS キーの使用状況を監査する (p. 23)
• キー管理インフラストラクチャ (p. 23)

AWS KMS keys
AWS KMS keys (KMS キー) は、AWS KMS のプライマリリソースです。KMS キーを使用して、データ
の暗号化、復号、再暗号化を行うことができます。また、AWS KMS の外部で使用できるデータキーを
生成することもできます。通常は、対称 KMS キー (p. 6)を使用しますが、暗号化や署名には非対
称 KMS キー (p. 7)を作成して使用することができ、HMAC (p. 7) KMS キーを作成および使用し
て、HMAC タグを生成および検証します。
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Note
AWS KMS では、カスタマーマスターキー (CMK) という用語が AWS KMS key および KMS
キーに置き換えられています。この概念に変更はありません。AWS KMS では、互換性を破る変
更を避けるため、この用語にいくつかのバリエーションがあります。
AWS KMS key は、暗号化キーの論理表現です。KMS キーには、キー ID、キー仕様 (p. 18)、キー使
用法 (p. 19)、作成日、説明、およびキーステータス (p. 153)などのメタデータが含まれます。最
も重要なのは、KMS キーを使用して暗号化オペレーションを実行するときに使用されるキーマテリア
ル (p. 17)への参照が含まれます。
KMS キーは AWS KMS で作成します。対称 KMS キーと非対称 KMS キーのプライベートキーは、AWS
KMS を暗号化されないままにしません。KMS キーを使用または管理するには、AWS KMS を使用しま
す。KMS キーの作成と管理に関する詳細については、 キーの管理 (p. 24) を参照してください。KMS
キーを使用する方法の詳細については、AWS Key Management Service API リファレンスを参照してくだ
さい。
デフォルトでは、AWS KMS は KMS キーのキーマテリアルを作成します。このキーマテリアルを抽
出、エクスポート、表示、管理することはできません。唯一の例外は、非対称キーペアのパブリック
キーで、エクスポートすることで AWS の外部で使用できます。また、このキーマテリアルは削除でき
ません。KMS キーを削除する (p. 143)必要があります。ただし、独自のキーマテリアルを KMS キー
にインポート (p. 390)することも、AWS KMS カスタムキーストア (p. 407)に関連付けられた AWS
CloudHSM クラスターで KMS キーのキーマテリアルを作成することもできます。
AWS KMS は 1 つの AWS リージョン でデータを暗号化し、別の AWS リージョン で復号できるマルチ
リージョンキー (p. 349)もサポートします。
KMS キーの作成と管理に関する詳細については、 キーの管理 (p. 24) を参照してください。KMS キー
を使用する方法の詳細については、「AWS Key Management Service API リファレンス」を参照してくだ
さい。

カスタマーキーと AWS キー
お客様が作成する KMS キーはカスタマーマネージドキーです。サービスリソースの暗号化に KMS キーを
使用する AWS のサービス では、多くの場合お客様が使うキーを作成します。AWS のサービス がお客様
の AWS アカウントで作成する KMS キー は、AWS マネージドキー です。AWS のサービス がお客様の
サービスアカウントで作成する KMS キー は、AWS 所有のキー です。
KMS キーのタ
イプ

KMS キーメタ KMS キーを管
データを表示可 理可能
能

AWS アカウン
ト のみに使用

自動ロー
テーショ
ン (p. 79)

カスタマー
マネージド
キー (p. 5)

はい

はい

オプション。毎 月額料金 (時間
年 (約 365 日)
単位の日割り計
算)

はい

料金表

従量課金料金
AWS マ
ネージド
キー (p. 5)

はい

いいえ

はい
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必須。毎年 (約
365 日)

月額料金なし
従量課金料金
(一部の AWS
のサービス で
は、この料金を
お支払いくださ
い)
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KMS キーのタ
イプ

KMS キーメタ KMS キーを管
データを表示可 理可能
能

AWS アカウン
ト のみに使用

自動ロー
テーショ
ン (p. 79)

料金表

AWS 所有の
キー (p. 6)

いいえ

いいえ

可変

料金はかかりま
せん

いいえ

AWS KMS と統合されている AWS のサービス (p. 475)では、KMS キーのサポートが異なります。一部
の AWS のサービスでは、デフォルトで AWS 所有のキー または AWS マネージドキー を使用してデータ
が暗号化されます。一部の AWS のサービスでは、カスタマーマネージドキーをサポートするものもあり
ます。また、他の AWS のサービスでは、AWS 所有のキー の使いやすさ、AWS マネージドキー の可視
性、カスタマーマネージドキーの制御性を考慮し、すべてのタイプの KMS キーをサポートします。AWS
のサービスが提供する暗号化オプションの詳細については、ユーザーガイドの「保管時の暗号化」トピッ
クまたはサービスのデベロッパーガイドを参照してください。

カスタマーマネージドキー
お客様が作成する KMS キーは、カスタマーマネージドキーです。カスタマーマネージドキーは AWS ア
カウント内の KMS キーで、ユーザーが作成、所有、および管理します。これらの KMS キーは、キーポ
リシー、IAM ポリシー、グラント (p. 160)の確立と管理、有効化と無効化 (p. 78)、暗号化マテリア
ルのローテーション (p. 79)、タグの追加 (p. 68)、KMS キーを参照するエイリアスの作成 (p. 542)
、KMS キー削除のスケジューリング (p. 143)などを完全に制御できます。
カスタマーマネージドキーは、AWS KMS の AWS Management Console のカスタマーマネージド
キーページに表示されます。カスタマーマネージドキーを明確に識別するには、DescribeKey オペレー
ションを使用します。カスタマーマネージドキーでは、DescribeKey レスポンスの KeyManager フィー
ルドの値は CUSTOMER です。
暗号化オペレーションでカスタマーマネージドキーを使用し、AWS CloudTrail ログでその使用を監査でき
ます。さらに、AWS KMS と統合されている多数の AWS のサービス (p. 475)を使用すると、カスタマー
マネージドキーを指定して保存および管理するデータを保護できます。
カスタマーマネージドキーの使用には、月額料金と、無料利用枠を超えた使用に対する料金がかかりま
す。これらは、お客様のアカウントの AWS KMS クォータ (p. 463)に対して影響があります。詳細につ
いては、「AWS Key Management Service 料金表」および「クォータ (p. 463)」を参照してください。

AWS マネージドキー
AWS マネージドキー は、お客様のアカウントにある KMS キーであり、AWS と統合されている AWS
KMS のサービスがお客様に代わって作成し、管理し、使用し、サービスのリソースを保護します。
一部の AWS のサービスでは、AWS マネージドキー かまたは、そのサービスのリソースを保護するため
のカスタマーマネージドキーを選択できます。一般に、リソースを保護する暗号化キーを制御する必要が
ない限り、AWS マネージドキー は良い選択です。キーまたはそのキーポリシーを作成または維持する必
要はなく、AWS マネージドキー の月額料金はまったく発生しません。
アカウントで AWS マネージドキー を表示し (p. 48)、それらのキーポリシーを表示し (p. 177)、AWS
CloudTrail ログでそれらの使用を監査 (p. 88)するアクセス許可が与えられます。ただし、AWS マネー
ジドキー のプロパティの変更、ローテーション、キーポリシーの変更、削除のスケジュールを設定を行う
ことはできません。また、AWS マネージドキー を暗号化オペレーションで直接使用することはできませ
ん。それらを作成したサービスがユーザーに代わってそれらを使用します。
AWS マネージドキー は AWS KMS の AWS Management Console の AWS マネージドキー ページに表
示されます。AWS マネージドキー は aws/redshift のような aws/service-name 形式のエイリアス
も識別できます。AWS マネージドキー を明確に識別するには、DescribeKey オペレーションを使用しま
す。AWS マネージドキー の場合、DescribeKey レスポンスの KeyManager フィールドの値は AWS で
す。
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すべての AWS マネージドキーは、毎年自動的にローテーションされます。このローテーションスケ
ジュールは変更できません。

Note
2022 年 5 月、AWS KMS は AWS マネージドキー のローテーションスケジュールを 3 年 (約
1,095 日間隔) ごとから毎年 (約 365 日間隔) に変更しました。
新しい AWS マネージドキーは、作成日から 1 年後に自動的にローテーションされ、それ以降は
ほぼ 1 年ごとにローテーションされます。
既存の AWS マネージドキー は、直近のローテーションから 1 年後にローテーションされ、その
後毎年ローテーションされます。
AWS マネージドキー には月額料金はかかりません。これらは、無料利用枠を超える量を使用した場合は
有料になりますが、一部の AWS サービスでこれらのコストがカバーされます。詳細については、サービ
スのユーザーガイドまたはデベロッパーガイドの「保管時の暗号化 」トピックを参照してください。詳細
については、「AWS Key Management Service の料金表」を参照してください。
AWS マネージドキー は、アカウントの各リージョンの KMS キー数のリソースクォータに対してカウン
トされません。ただし、アカウントのプリンシパルに代わって使用される場合、KMS キーはリクエスト
クォータに対してカウントされます。詳細については、「」を参照してくださいクォータ (p. 463)

AWS 所有のキー
AWS 所有のキー は、AWS のサービスが複数の AWS アカウント で使用するために所有および管理する
KMS キーのコレクションです。AWS 所有のキー は AWS アカウント 内にはありませんが、AWS のサー
ビスは関連付けられた AWS 所有のキー を使用してアカウント内のリソースを保護できます。
一部の AWS サービスでは、AWS 所有のキー またはカスタマーマネージドキーを選択できます。一般
に、リソースを保護する暗号化キーを監査または制御する必要がない限り、AWS 所有のキー は良い選択
です。AWS 所有のキー は完全に無料 (月額料金や使用料なし) であり、アカウントのAWS KMS クォー
タ (p. 463)に対してカウントされませんし、使いやすいものです。キーまたはそのキーポリシーを作成ま
たは管理する必要はありません。
AWS 所有のキー のローテーションは、サービスによって異なります。特定の AWS 所有のキー のロー
テーションの詳細については、サービスのユーザーガイドまたはデベロッパーガイドの「保管時の暗号
化」トピックを参照してください。

対称暗号化 KMS キー
AWS KMS key を作成するときは、デフォルトで対称暗号化用の KMS キーが作成されます。これは、最も
よく使用されるタイプの基本的な KMS キーです。
AWS KMS では、対称暗号化 KMS キーは 256 ビットの AES-GCM 暗号化キーを表します。ただし、中国
リージョンでは 128 ビット SM4 暗号化キーを表します。対称キーマテリアルが、暗号化されずに AWS
KMS 外で使用されることは一切ありません。対称暗号化 KMS キーを使用するには、AWS KMS を呼び出
す必要があります。対称暗号化キーは対称暗号化で使用され、同じキーが暗号化と復号に使用されます。
タスクが非対称キーを明示的に要求する場合以外は、暗号化されずに AWS KMS 外で使用されることがな
い対称暗号化 KMS キーが適切な選択肢になります。
AWS KMS と統合された AWS のサービスは、データの暗号化に対称暗号化 KMS キーのみを使用します。
これらのサービスは、非対称 KMS キーを使用する暗号化をサポートしません。KMS キーが対称か非対称
かを判断する方法については、「非対称 KMS キーの識別 (p. 331)」を参照してください。
具体的には、対称キーのキー仕様は SYMMETRIC_DEFAULT、キー使用法は ENCRYPT_DECRYPT、
暗号化アルゴリズムは SYMMETRIC_DEFAULT です。詳細については、「」を参照してくださ
いSYMMETRIC_DEFAULT キー仕様 (p. 342)
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AWS KMS で対称暗号化 KMS キーを使用して、データの暗号化、復号、再暗号化、およびデータキーと
データキーペアの生成を行うことができます。マルチリージョン (p. 349)の対称暗号化 KMS キーの作
成、対称暗号化 KMS キーへの独自のキーマテリアルのインポート (p. 390)、およびカスタムキースト
ア (p. 407)での対称暗号化 KMS キーの作成が可能です。異なるタイプの KMS キーで実行できるオペ
レーションを比較した表については、「キータイプリファレンス (p. 449)」を参照してください。

非対称 KMS キー
AWS KMS で非対称 KMS キーを作成できます。非対称 KMS キーは、数学的に関連するパブリックキー
とプライベートキーペアを表します。プライベートキーが暗号化されないまま AWS KMS から出ていくこ
とはありません。プライベートキーを使用するには、AWS KMS を呼び出す必要があります。AWS KMS
API オペレーションを呼び出すことによって、AWS KMS 内でパブリックキーを使用することも、パブ
リックキーをダウンロードして (p. 329) AWS KMS の外部で使用することもできます。マルチリージョ
ン (p. 349)非対称 KMS キーを作成することもできます。
パブリックキーの暗号化または署名と検証用の RSA キーペアを表す非対称 KMS キー、または署名および
検証用の楕円曲線キーペアを表す非対称 KMS キーを作成できます。
非対称 KMS キーの作成と使用の詳細については、「AWS KMS の非対称キー (p. 324)」を参照してくだ
さい。

HMAC KMS キー
HMAC KMS キーは、Hash-based Message Authentication Code (HMAC) の生成と検証に使用されるさま
ざまな長さの対称キーを表します。HMAC キーのキーマテリアルが、暗号化されずに AWS KMS 外で使用
されることはありません。HMAC キーを使用するには、GenerateMac または VerifyMac API オペレー
ションを呼び出します。
マルチリージョン (p. 349)の HMAC KMS キーを作成することもできます。
HMAC KMS キーの作成と使用の詳細については、「AWS KMS での HMAC キー (p. 342)」を参照して
ください。

データキー
データキーは、大量のデータ、および他のデータ暗号化キーなどのデータを暗号化するために使用できる
暗号化キーです。ダウンロードできない対称 KMS キー (p. 3)とは異なり、データキーは AWS KMS 外
での使用のために返されます。
AWS KMS はデータキーの生成時、即座に使用 (オプション) できるプレーンテキストのデータキーと、
データと共に安全に保存できるデータキーの暗号化されたコピーを返します。データを復号する準備がで
きたら、最初に AWS KMS を要求して、暗号化されたデータキーを復号します。
AWS KMS はデータキーを生成、暗号化、復号します。ただし、AWS KMS はデータキーの保存、管理、
追跡、またはデータキーの暗号化オペレーションを実行しません。AWS KMS の外部でデータキーを使用
して管理する必要があります。データキーを安全に使用する方法については、「AWS Encryption SDK」を
参照してください。

データキーの作成
データキーを作成するには、GenerateDataKey オペレーションを呼び出します。AWS KMS がデータキー
を生成します。次に、ユーザーが指定する対称暗号化 KMS キー (p. 6)のデータキーのコピーを暗号
化します。このオペレーションでは、データキーのプレーンテキストコピーと KMS キーで暗号化された
データキーのコピーが返されます。以下の図では、このオペレーションを示しています。
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AWS KMS は暗号化されたデータキーのみを返す GenerateDataKeyWithoutPlaintext オペレーションもサ
ポートしています。データキーを使用する必要がある場合、AWS KMS にそのデータキーを復号するよう
に求めます。

データキーでデータを暗号化する
AWS KMS は、データキーを使用してデータを暗号化することはできません。ただし、OpenSSL を使用
するか、AWS Encryption SDK のような暗号化ライブラリを使用することで、AWS KMS の外部でデータ
キーを使用できます。
プレーンテキストのデータキーを使用してデータを暗号化したら、できる限り早急にメモリからそれを削
除します。暗号化したデータと一緒に暗号化データキーを安全に保存して、データの復号に利用すること
ができます。
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データキーでデータを復号する
データを復号するには、Decrypt オペレーションに暗号化されたデータキーを渡します。AWS KMS は
KMS キーを使用してデータキーを復号し、プレーンテキストのデータキーを返します。プレーンテキス
トのデータキーを使ってデータを復号し、続いてできる限り早急にメモリからプレーンテキストのデータ
キーを削除します。
以下の図では、Decrypt オペレーションを使用して暗号化されたデータキーを復号する方法を示していま
す。

データキーペア
データキーペアは、数学的に関連するパブリックキーとプライベートキーで構成される非対称データキー
です。これらは、クライアント側の暗号化と復号、または AWS KMS の外部での署名と検証に使用される
ように設計されています。
OpenSSL などのツールが生成するデータキーペアとは異なり、AWS KMS は、ユーザーが指定する AWS
KMS 内の対称暗号化 KMS キーの各データキーペアにあるプライベートキーを保護します。ただし、AWS
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KMS はデータキーペアの保存、管理、追跡、またはデータキーペアの暗号化オペレーションを実行しませ
ん。AWS KMS の外部でデータキーペアを使用して管理する必要があります。
AWS KMS は、次のタイプのデータキーペアをサポートしています。
• RSA キーペア: RSA_2048、RSA_3072、RSA_4096
• 楕円曲線キーペア、ECC_NIST_P256、ECC_NIST_P384、ECC_NIST_P521、ECC_SECG_P256K1
• SM キーペア (中国リージョンのみ): SM2
選択するデータキーペアのタイプは、通常、ユースケースまたは規制要件によって異なります。
ほとんどの証明書には RSA キーが必要です。楕円曲線キーは、デジタル署名によく使用されま
す。ECC_SECG_P256K1 キーは、一般的に暗号化通貨に使用されます。AWS KMS では、署名に ECC
キーペアを使用し、暗号化または署名に RSA キーペアを使用することが推奨されていますが、両方には使
用しないでください。ただし、AWS KMS の外部でデータキーペアを使用することを AWS KMS で強制的
に制限することはできません。

データキーペアを作成する
データキーペアを作成するには、 GenerateDataKeyPair または GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext オ
ペレーションを呼び出します。プライベートキーの暗号化に使用する対称暗号化 KMS キー (p. 6)を指
定します。
GenerateDataKeyPair は、プレーンテキストパブリックキー、プレーンテキストプライベートキー、
暗号化されたプライベートキーを返します。このオペレーションは、デジタル署名を生成する場合など、
プレーンテキストプライベートキーをすぐに必要とする場合に使用します。
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext は、プレーンテキストのパブリックキーと暗号化された
プライベートキーを返しますが、プレーンテキストプライベートキーは返しません。このオペレーション
は、パブリックキーで暗号化する場合など、プレーンテキストプライベートキーがすぐに必要ない場合に
使用します。後で、データを復号化するために平文の秘密鍵が必要な場合は、Dec rypt オペレーションを
呼び出すことができます。
以下の図では、GenerateDataKeyPair オペレーションを示していま
す。GenerateDataKeyWithoutPlaintext オペレーションは、プレーンテキストプライベートキーを
省略します。
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データキーペアでデータを暗号化する
データキーペアを使用して暗号化する場合、ペアのパブリックキーを使用してデータを暗号化し、同じペ
アのプライベートキーを使用してデータを復号します。通常、データキーペアは、プライベートキーを
保持している当事者のみが復号できるデータを、多くの当事者が暗号化する必要がある場合に使用されま
す。
次の図に示すように、パブリックキーを持つ当事者は、そのキーを使用してデータを暗号化します。
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データキーペアでデータを復号する
データを復号するには、データキーペアでプライベートキーを使用します。オペレーションを成功させる
には、パブリックキーとプライベートキーが同じデータキーペアのものである必要があり、また、同じ暗
号化アルゴリズムを使用する必要があります。
暗号化された秘密鍵を復号化するには、復号オペレーションに渡します。プレーンテキストプライベート
キーを使用してデータを復号します。その後、できるだけ早くプレーンテキストのプライベートキーをメ
モリから削除します。
次の図は、データキーペアのプライベートキーを使用して暗号テキストを復号する方法を示しています。

データキーペアでメッセージに署名する
メッセージの暗号化署名を生成するには、データキーペアのプライベートキーを使用します。パブリック
キーを持つすべてのユーザーは、メッセージが自分のプライベートキーで署名されたこと、および署名さ
れてから変更されていないことを確認するために使用できます。
プライベートキーが暗号化されている場合は、暗号化されたプライベートキーを Decrypt オペレーション
に渡します。AWS KMS は KMS キーを使用してデータキーを復号し、プレーンテキストのプライベート
キーを返します。署名を生成するには、プレーンテキストプライベートキーを使用します。その後、でき
るだけ早くプレーンテキストのプライベートキーをメモリから削除します。
メッセージに署名するには、OpenSSL で dgst コマンドなどの暗号化ハッシュ関数を使用してメッセージ
ダイジェストを作成します。次に、プレーンテキストプライベートキーを署名アルゴリズムに渡します。
結果は、メッセージの内容を表す署名です。(最初にダイジェストを作成しなくても、短いメッセージで署
名できる場合があります。メッセージの最大サイズは、使用する署名ツールによって異なります)。
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次の図は、データキーペアのプライベートキーを使用してメッセージに署名する方法を示しています。

データキーペアを使用した署名の検証
データキーペアにパブリックキーを持っているユーザーは、誰でもそれを使用して、プライベートキーで
生成した署名を検証できます。検証では、承認されたユーザーが指定したプライベートキーと署名アルゴ
リズムを使用してメッセージに署名し、メッセージが署名後に変更されていないことを確認します。
署名を検証する当事者は、同じタイプのダイジェストを生成し、同じアルゴリズムを使用して、メッセー
ジの署名に使用されるプライベートキーに対応するパブリックキーを使用する必要があります。
次の図は、データキーペアのパブリックキーを使用してメッセージ署名を検証する方法を示しています。

エイリアス
KMS キーのフレンドリ名としてエイリアスを使用します。例えば、KMS キーを
1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab ではなく、テストキーとして参照できます。
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エイリアスを使用すると、AWS Management Console でKMS キーを識別しやすくなります。エイリアス
を使用して、暗号化オペレーション (p. 14)などの一部の AWS KMS オペレーションで KMS キーを識別
することもできます。アプリケーションでは、1 つのエイリアスを使用して各 AWS リージョン の異なる
KMS キー を参照できます。
ポリシーを編集したり、グラントを管理したりすることなく、エイリアスに基づいて KMS キーへのアク
セスを許可および拒否することもできます。この機能は、属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) の
AWS KMS サポートの一部です。詳細については、「」を参照してくださいAWS KMS の ABAC (p. 261)
AWS KMS では、エイリアスは KMS キーのプロパティではなく、独立したリソースです。そのため、関
連付けられた KMS キーに影響を与えずに、エイリアスを追加、変更、削除できます。
詳細はこちら:
• エイリアスの詳細については、「エイリアスの使用 (p. 29)」を参照してください。
• エイリアスを含むキー識別子の形式については、「キー識別子 (KeyId) (p. 15)」を参照してくださ
い。
• KMS キーに関連付けられているエイリアスの検索については、エイリアス名とエイリアス ARN を見つ
ける (p. 65) を参照してください。
• 複数のプログラミング言語でのエイリアスの作成と管理の例については、「エイリアスの使
用 (p. 542)」を参照してください。

カスタムキーストア
カスタムキーストアは、所有および管理する AWS CloudHSM クラスターで FIPS 140-2 レベル 3 ハード
ウェアセキュリティモジュール (HSM) に関連付けられている AWS KMS リソースです。
カスタムキーストアで AWS KMS KMS キーを作成すると、AWS KMS は関連づけられている AWS
CloudHSM クラスターに、256 ビットの永続的でエクスポート不可能な Advanced Encryption Standard
(AES) 対称キーを生成します。このキーマテリアルは、HSM を暗号化されないままにしません。カスタム
キーストアで KMS キーを使用する際、暗号化オペレーションはクラスター内の HSM で実行されます。
詳細については、「カスタムキーストア (p. 407)」を参照してください。

暗号化オペレーション
AWS KMS の場合、暗号化オペレーションとは、KMS キーを使用してデータを保護する API オペレーショ
ンです。KMS キーは AWS KMS 内にあるため、暗号化オペレーションで KMS キーを使用するには AWS
KMS を呼び出す必要があります。
KMS キーで暗号化オペレーションを実行するには、AWS SDK、AWS CLI (AWS Command Line
Interface)、AWS Tools for PowerShell を使用します。AWS KMS コンソールで暗号化オペレーションを実
行することはできません。いくつかのプログラミング言語で暗号化オペレーションを呼び出す例について
は、を参照してください AWS KMS API のプログラミング (p. 529)。
以下の表では、AWS KMS 暗号化オペレーションを示しています。また、オペレーションで使用される
KMS キーのキータイプとキー使用法 (p. 19)の要件も示します。
オペレーション

キーのタイプ

キーの用途

Decrypt

対称または非対称

ENCRYPT_DECRYPT

暗号化

対称または非対称

ENCRYPT_DECRYPT

GenerateDataKey

対称

ENCRYPT_DECRYPT
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オペレーション

キーのタイプ

キーの用途

GenerateDataKeyPair

非対称 [1]

ENCRYPT_DECRYPT

カスタムキーストアの
KMS キーではサポート
されません。
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext

非対称 [1]

ENCRYPT_DECRYPT

カスタムキーストアの
KMS キーではサポート
されません。
GenerateDataKeyWithoutPlaintext

対称

ENCRYPT_DECRYPT

GenerateMac

HMAC

GENERATE_VERIFY_MAC

GenerateRandom

該当なし。このオペ
レーションでは KMS
キーを使用しません。

該当なし

ReEncrypt

対称または非対称

ENCRYPT_DECRYPT

Sign

非対称

SIGN_VERIFY

検証

非対称

SIGN_VERIFY

VerifyMac

HMAC

GENERATE_VERIFY_MAC

[1] GenerateDataKeyPair と GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext は、対称暗号化 KMS キー
によって保護される非対称データキーペアを生成します。
暗号化オペレーションのアクセス許可については、「the section called “アクセス許可に関するリファレン
ス” (p. 291)」を参照してください。
すべてのユーザーに対する AWS KMS の応答性と機能性を向上させるために、AWS KMS では、1 秒あた
りに呼び出すことができる暗号化オペレーションの数にクォータを設定します。詳細については、「」を
参照してくださいthe section called “暗号化オペレーションの共有クォータ” (p. 470)

キー識別子 (KeyId)
キー識別子は、KMS キーの名前のように機能します。これらは、コンソールで KMS キーを識別するのに
役立ちます。キー識別子を使用して、AWS KMS API オペレーション、キーポリシー、IAM ポリシー、グ
ラントで使用する KMS キーを指定します。キー識別子の値は、KMS キーに関連付けられているキーマテ
リアルとはまったく関係ありません。
AWS KMS は、いくつかのキー識別子を定義します。KMS キーを作成すると、AWS KMS は KMS キー
のプロパティであるキー ARN とキー ID を生成します。エイリアス (p. 29)を作成すると、AWS KMS
は、ユーザー定義のエイリアス名に基づいてエイリアス ARN を生成します。キーおよびエイリアスの識
別子は、AWS Management Console および AWS KMS API で表示できます。
AWS KMS コンソールでは、KMS キーをキー ARN、キー ID、エイリアス名で表示およびフィルタリング
し、キー ID とエイリアス名でソートできます。コンソールでキー ID を検索する方法については、「the
section called “キー ID とキー ARN を検索する” (p. 64)」を参照してください。
AWS KMS API では、KMS キーの識別に使用するパラメータ名は、KeyId またはバリエーション
(TargetKeyId や DestinationKeyId など) になります。ただし、これらのパラメータの値はキー ID
に限定されません。いくつかは、任意の有効なキー識別子を受け取ることができます。各パラメータ値の
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詳細については、AWS Key Management Service API リファレンスのパラメータの説明を参照してくださ
い。

Note
AWS KMS API を使用する際は、使用するキー識別子に注意してください。API ごとに異なる
キー識別子が必要です。通常、タスクに対して実用的で最も完全なキー識別子を使用します。
AWS KMS では、次のキー識別子がサポートされています。
キー ARN
キー ARN は、KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) です。これは KMS キーの、一意の完全修
飾識別子です。キー ARN には、AWS アカウント、リージョン、キー ID が含まれます。KMS キーの
キー ARN を検索する方法については、the section called “キー ID とキー ARN を検索する” (p. 64)
を参照してください。
キー ARN の形式は次のとおりです。
arn:<partition>:kms:<region>:<account-id>:key/<key-id>

以下は単一リージョン KMS キーのサンプルキー ARN です。
arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

##########のキー ARN のkey-id (p. 349) 要素は、mrk- プレフィックスで始まります。以下はマ
ルチリージョンキーのサンプルキー ARN です。
arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab

キー ID
キー ID は、アカウントとリージョン内の KMS キーを一意に識別します。KMS キーのキー ID を検索
する方法については、the section called “キー ID とキー ARN を検索する” (p. 64) を参照してくだ
さい。
以下は単一リージョン KMS キーのサンプルキー ID です。
1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

マルチリージョンキー (p. 349)のキー ID は、mrk- プレフィックスで始まります。以下はマルチ
リージョンキーのサンプルキー ID です。
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab

エイリアス ARN
エイリアス ARN は、AWS KMS エイリアスの Amazon リソースネーム (ARN) です。これは、エイリ
アスとそれが表す KMS キーの、一意の完全修飾識別子です。エイリアス ARN には、AWS アカウン
ト、リージョン、エイリアス名が含まれます。
エイリアス ARN は、任意の時点で特定の 1 つの KMS キーを識別します。ただし、エイリアスに関連
付けられている KMS キーは変更できるため、エイリアス ARN は異なる時点でさまざまな KMS キー
を識別できます。KMS キーのエイリアス ARN を検索する方法については、エイリアス名とエイリア
ス ARN を見つける (p. 65) を参照してください。
エイリアス ARN の形式は次のとおりです。

16

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
キーマテリアル

arn:<partition>:kms:<region>:<account-id>:alias/<alias-name>

以下は、架空の ExampleAlias のエイリアス ARN です。
arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/ExampleAlias

エイリアス名
エイリアス名は、最大 256 文字の文字列です。エイリアス名は、アカウントとリージョン内で関連付
けられた KMS キーを一意に識別します。AWS KMS API では、エイリアス名は常に alias/ で始ま
ります。KMS キーのエイリアス名を検索する方法については、エイリアス名とエイリアス ARN を見
つける (p. 65) を参照してください。
エイリアス名の形式は次のとおりです。
alias/<alias-name>

例:
alias/ExampleAlias

エイリアス名の aws/ プレフィックスは、AWS マネージドキー (p. 5) 用に予約されます。このプ
レフィックスでエイリアスを作成することはできません。例えば、Amazon Simple Storage Service
(Amazon S3) の AWS マネージドキー でのエイリアス名は、次のとおりです。
alias/aws/s3

キーマテリアル
キーマテリアルは、暗号化アルゴリズムで使用されるビット単位の文字列です。キーマテリアルを使用す
る暗号化オペレーションを保護するには、シークレットキーを秘密にしておく必要があります。パブリッ
クキーマテリアルは共有されるように設計されています。
各 KMS キーには、メタデータにキーマテリアルへの参照が含まれています。対称暗号化 KMS キーのキー
マテリアルのオリジン (p. 17)は、異なる可能性があります。AWS KMS が生成するキーマテリアル、ま
たはカスタムキーストア (p. 407)の AWS CloudHSM のクラスターで生成されるキーマテリアルを使用す
るか、独自のキーマテリアルをインポートする (p. 390)ことができます。対称暗号化 KMS キーに AWS
KMS キーマテリアルを使用する場合は、キーマテリアルの自動ローテーション (p. 79)を有効にできま
す。
デフォルトでは、各 KMS キーに一意のキーマテリアルがあります。ただし、同じキーマテリアルでマル
チリージョンキー (p. 349)のセットを作成することができます。

キーマテリアルのオリジン
キーマテリアルのオリジンは、KMS キーのキーマテリアルのソースを識別する KMS キープロパティで
す。KMS キーの作成時にキーマテリアルのオリジンを選択し、それを変更することはできません。KMS
キーのキーマテリアルのオリジンを検索するには、DescribeKey オペレーションを使用するか、AWS
KMS コンソールで KMS キーの詳細ページの [Cryptographic configuration] (暗号化設定) タブにあ
る、[Origin] の値を参照してください。ヘルプについては、「キーの表示 (p. 48)」を参照してくださ
い。
非対称 KMS キーと HMAC KMS キーのキーオリジンは常に AWS_KMS であり、これは AWS KMS がキー
を生成したことを示します。
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対称暗号化 KMS キーには、以下のキーマテリアルオリジン値のいずれかがあります。
AWS_KMS
AWS KMS は、AWS KMS の KMS キーのキーマテリアルを作成および管理します。これは、ほとん
どの KMS キーのデフォルト値であり、推奨値です。
AWS KMS からキーマテリアルを持つキーを作成する方法については、「キーの作成 (p. 24)」を参
照してください。
EXTERNAL
KMS キーには、インポートされたキーマテリアル (p. 390)があります。External キーマテリアル
オリジンを持つ KMS キーを作成するとき、KMS キーにはキーマテリアルがありません。後で、KMS
キーにキーマテリアルをインポートすることができます。インポートしたキーマテリアルを使用する
場合は、そのキーマテリアルを AWS KMS の外部で保護して管理する必要があります。これには、
キーマテリアルの有効期限が切れた場合の置き換えも含まれます。詳細については、「」を参照して
くださいインポートしたキーマテリアルについて (p. 391)
インポートされたキーマテリアルを持つ KMS キーの作成方法については、「ステップ 1: キーマテリ
アルなしで KMS キーを作成する (p. 396)」を参照してください。
AWS_CLOUDHSM
AWS KMS が、カスタムキーストア (p. 407)に関連付けられた AWS CloudHSM クラスターで KMS
キーのキーマテリアルを作成しました。
カスタムキーストアで KMS キーを作成する方法については、「カスタムキーストアで KMS キーを作
成する (p. 429)」を参照してください。

キー仕様
キー仕様は、キーの暗号化設定を表すプロパティです。キー仕様の意味は、キータイプによって異なりま
す。
• AWS KMS キー (p. 3) — キー仕様は、KMS キーが対称か非対称かを決定します。また、そのキー
マテリアルのタイプと、サポートする暗号化アルゴリズムも決定します。キー仕様は、KMS キーの作
成 (p. 24)時に選択します。キー仕様を変更することはできません。

Note
KMS キーの KeySpec は、CustomerMasterKeySpec と呼ばれていました。CreateKey オ
ペレーションの CustomerMasterKeySpec パラメータは非推奨です。代わりに、同様に
機能する KeySpec パラメータを使用します。変更の中断を阻止するために、CreateKey
および DescribeKey オペレーションのレスポンスには、同じ値を持つ KeySpec および
CustomerMasterKeySpec メンバーが含まれるようになりました。
主要仕様のリストと主要仕様の選択に関するヘルプについては、「キー仕様の選択 (p. 323)」を参照し
てください。KMS キーのキー仕様を確認するには、DescribeKey オペレーションを使用するか、AWS
KMS コンソールの KMS キーの詳細ページにある暗号化設定タブを参照してください。ヘルプについて
は、「キーの表示 (p. 48)」を参照してください。
KMS キーの作成時に、プリンシパルが使用できるキー仕様を制限するには、kms:KeySpec (p. 240)
条件キーを使用します。kms:KeySpec 条件キーを使用して、特定のキー仕様を持つ KMS キーの
みで AWS KMS オペレーションを呼び出すことをプリンシパルに許可することもできます。例え
ば、RSA_4096 キー仕様を持つ KMS キーの削除をスケジュールする許可を拒否できます。
• データキー (p. 7) (GenerateDataKey) — キー仕様は、AES データキーの長さを決定します。
• データキーペア (p. 9) (GenerateDataKeyPair) — キーペア仕様は、データキーペアでキーマテリア
ルのタイプを決定します。
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キーの用途
キーの用途は、KMS キーが暗号化と復号 (ENCRYPT_DECRYPT)、署名と検証 (SIGN_VERIFY)、または
MAC の生成と検証 (GENERATE_VERIFY_MAC) のどれに使用されるかを決定するプロパティです。各 KMS
キーに指定できる用途は 1 つだけです。KMS キーを複数タイプのオペレーションに使用すると、両方のオ
ペレーションの成果が攻撃に対してより脆弱になります。
KMS キーの用途を選択する方法については、「キーの用途の選択 (p. 322)」を参照してください。KMS
キーのキー使用法を確認するには、DescribeKey オペレーションを使用するか、AWS KMS コンソー
ルの KMS キーの詳細ページにある暗号化設定タブを選択します。ヘルプについては、「キーの表
示 (p. 48)」を参照してください。

エンベロープ暗号化
データを暗号化するとデータは保護されますが、暗号化キーを保護する必要があります。1 つの方法とし
ては、それを暗号化します。エンベロープ暗号化は、データキーでプレーンテキストデータを暗号化して
から、そのデータキーを別のキーで暗号化する手法です。
データ暗号化キーを別の暗号化キーで暗号化し、その暗号化キーを別の暗号化キーで暗号化することもで
きます。しかし、最終的には、キーとデータを復号するために、1 つのキーをプレーンテキストで保持す
る必要があります。この最上位プレーンテキストキーの暗号化キーは、ルートキーと呼ばれます。

AWS KMS は、暗号化キーを安全に保存、管理して保護します。AWS KMS に保存されているルートキー
は AWS KMS keys (p. 3) と呼ばれ、AWS KMS の FIPS 検証済みハードウェアセキュリティモジュー
ルを暗号化されないままにしません。KMS キーを使用するには、AWS KMS を呼び出す必要があります。

エンベロープ暗号化には、いくつかの利点があります。
• データキーの保護
データキーを暗号化する場合、暗号化されたデータキーの保存について心配する必要がありません。こ
れは、そのデータキーが暗号化によって本質的に保護されているためです。暗号化されたデータととも
に、暗号化されたデータキーを安全に保存できます。
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• 複数のキーを使用した同じデータの暗号化
暗号化オペレーションには時間がかかります (特に、暗号化するデータが大きいオブジェクトである場
合)。異なるキーで raw データを複数回にわたって再暗号化する代わりに、raw データを保護するデータ
キーのみを再暗号化できます。
• 複数のアルゴリズムの強度の結合
一般に、対称キーアルゴリズムは、パブリックキーアルゴリズムよりも高速で、より小さい暗号文を
生成します。一方、パブリックキーのアルゴリズムはロールを本質的に分離し、キー管理を簡単にしま
す。エンベロープ暗号化により、それぞれの方法を組み合わせることができます。

暗号化コンテキスト
対称暗号化 KMS キー (p. 6)を使用するすべての AWS KMS 暗号化オペレーション (p. 14)は、暗
号化コンテキストを受け入れます。これは、データに関する追加のコンテキスト情報が含まれている場合
があるオプションのキーバリューペアのセットです。AWS KMS は、認証付き暗号化をサポートするため
の追加認証データ (AAD) として暗号化コンテキストを使用します。
暗号化リクエストに暗号化コンテキストが含まれている場合、暗号文に暗号化されてバインドされます。
このため、データを復号する (または復号して再暗号化する) には、同じ暗号化コンテキストが必要です。
復号リクエストで指定された暗号化コンテキストが大文字と小文字を区別して完全に一致しない場合、復
号リクエストは失敗します。暗号化コンテキストでのキーと値のペアの順序のみを変更できます。

Note
非対称 KMS キー (p. 325)または HMAC KMS キー (p. 342)を使用する暗号化オペレーション
で暗号化コンテキストを指定することはできません。非対称アルゴリズムと MAC アルゴリズム
は、暗号化コンテキストをサポートしません。
この暗号化コンテキストは秘密ではなく、暗号化されていません。これは AWS CloudTrail ロ
グ (p. 88)にプレーンテキストで表示されるため、それを使用して暗号化オペレーションを識別して分
類できます。暗号化コンテキストには機密情報を含めないようにしてください。暗号化または復号される
データの内容を説明した暗号化テキストの使用をお勧めします。例えば、ファイルを暗号化するときは、
ファイルパスの一部を暗号化コンテキストとして使用することもあります。
"encryptionContext": {
"department": "10103.0"
}

例えば、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) CreateSnapshot オペレーションで作成されたボ
リュームとスナップショットを暗号化する際、Amazon EBS はボリューム ID を暗号化コンテキスト値と
して使用します。
"encryptionContext": {
"aws:ebs:id": "vol-abcde12345abc1234"
}

暗号化コンテキストを使用して、アカウントの AWS KMS keys へのアクセスを絞り込むか、制限すること
もできます。暗号化コンテキストはグラントの制約として (p. 195)、およびポリシーステートメントの条
件 (p. 216)として使用できます。
暗号化コンテキストを使用して暗号化されたデータの整合性を保護する方法については、AWS セキュリ
ティブログの「AWS Key Management Service と暗号化コンテキストを使用して暗号化されたデータの整
合性を保護する方法」を参照してください。
暗号化コンテキストの詳細。
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暗号化コンテキストのルール
AWS KMS は、暗号化コンテキストのキーと値に以下のルールを適用します。
• 暗号化コンテキストペアのキーと値はシンプルなリテラル文字列であることが必要です。整数や浮動小
数点数など別の型を使用する場合、AWS KMS では文字列として解釈されます。
• 暗号化コンテキストのキーと値には、Unicode 文字を含めることができます。暗号
化コンテキストにキーポリシーまたは IAM ポリシーで許可されていない文字が含
まれている場合は、kms:EncryptionContext:context-key (p. 225) および
kms:EncryptionContextKeys (p. 232) などのポリシー条件キーで暗号化コンテキストを指定で
きなくなります。キーポリシードキュメントのルールに関する詳細については、「キーポリシー形
式 (p. 164)」を参照してください。IAM ポリシードキュメントのルールに関する詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM 名前の要件」を参照してください。

ポリシーでの暗号化コンテキスト
暗号化コンテキストは主に整合性と信頼性を検証するために使用されます。ただし、キーポリシーおよび
IAM ポリシーで、対称暗号化 AWS KMS keysへのアクセスを制御するための暗号化コンテキストを使用す
ることも可能です。
KMS: EncryptionContext: (p. 225) および KMS: EncryptionContextKeys (p. 225) 条件キーでは、要求
に特定の暗号化コンテキストキーまたはキーと値のペアが含まれている場合にのみ、アクセス許可を許可
(または拒否) します。
例えば、以下のキーポリシーステートメントでは、RoleForExampleApp ロールに Decrypt オペレー
ションでの KMS キーの使用を許可します。また、kms:EncryptionContext:context-key 条件キー
を使用して、リクエストの暗号化コンテキストに AppName:ExampleApp 暗号化コンテキストペアが含ま
れる場合にのみ、このアクセス許可を付与します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoleForExampleApp"
},
"Action": "kms:Decrypt",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:AppName": "ExampleApp"
}
}

これらの暗号化コンテキスト条件キーの詳細については、「AWS KMS の条件キー (p. 216)」を参照して
ください。

グラントでの暗号化コンテキスト
グラントを作成する (p. 195)ときは、グラント許可の条件を確立するグラント制約を含めることができま
す。AWS KMS は、EncryptionContextEquals と EncryptionContextSubset の 2 つのグラント制
約をサポートし、これらの両方が暗号化オペレーションのリクエストに暗号化コンテキスト (p. 20)を必
要とします。これらのグラント制約を使用するとき、グラントの許可は、暗号化オペレーションのリクエ
ストで暗号化コンテキストがグラント制約の要件を満たしている場合にのみ有効になります。
例えば、EncryptionContextEquals のグラント制約を、GenerateDataKey オペレーションを許可する
グラントに追加できます。この制約により、このグラントは、リクエストの暗号化コンテキストがグラン
ト制約の暗号化コンテキストで大文字と小文字を区別して一致する場合にのみ、この操作を許可します。
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$ aws kms create-grant \
--key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:user/exampleUser \
--retiring-principal arn:aws:iam::111122223333:role/adminRole \
--operations GenerateDataKey \
--constraints EncryptionContextEquals={Purpose=Test}

被付与者プリンシパルからの次のようなリクエストは、EncryptionContextEquals の制約を満たしま
す。
$ aws kms generate-data-key \
--key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--key-spec AES_256 \
--encryption-context Purpose=Test

グラント制約の詳細については、「グラントの制約の使用 (p. 201)」を参照してください 。グラントの
詳細については、「the section called “グラント” (p. 195)」を参照してください。

暗号化コンテキストのログ記録
AWS KMS が AWS CloudTrail を使用して暗号化コンテキストを記録することにより、アクセスされた
KMS キーやデータを特定することができます。ログエントリには、ログエントリ内の暗号化コンテキスト
によって参照された特定のデータの暗号化または復号に、どの KMS キーが使用されたかが正確に示され
ます。

Important
暗号化コンテキストは記録されるため、機密情報が含まれていてはなりません。

暗号化コンテキストの保存
Decrypt または ReEncrypt オペレーションを呼び出すときに暗号化コンテキストを簡単に使用できるよ
うに、暗号化コンテキストを暗号化されたデータとともに格納できます。暗号化や復号で必要になったと
きに完全な暗号化コンテキストを作成できる十分な暗号化コンテキストのみを保存することをお勧めしま
す。
例えば、暗号化コンテキストがファイルへの完全修飾パスである場合、そのパスの一部のみを、暗号化さ
れたファイルの内容とともに保存します。次に、完全な暗号化コンテキストが必要になったら、保存され
たフラグメントからコンテキストを再構築します。誰かがファイルを改ざんした場合 (名前の変更、別の
場所への移動など)、暗号化コンテキスト値が変更され、復号リクエストは失敗します。

キーポリシー
KMS キーの作成時に、KMS キーを使用および管理できるユーザーを決定します。これらのアクセス許可
は、キーポリシーと呼ばれるドキュメントに含まれます。キーポリシーを使用して、カスタマーマネー
ジドキーに対する許可をいつでも追加、削除、変更できます。ただし、AWS マネージドキー のキーポリ
シーは編集できません。詳細については、「AWS KMS のキーポリシー (p. 163)」を参照してください。

グラント
グラントは、AWS プリンシパルに暗号化操作 (p. 14)で AWS KMS keys の使用を許可するポリシー
ツールです。また、KMS キー (DescribeKey) の表示、およびグラントの作成と管理を可能にします。KMS
キーへのアクセスを認可する際、グラントはキーポリシー (p. 163)および IAM ポリシー (p. 184)と共に
考慮されます。グラントは、作成してそのアクセス許可を使用し、キーポリシーまたは IAM ポリシーを変
更することなく削除できるため、一時的なアクセス許可としてよく使用されます。グラントは限定的であ
り、作成と取り消しが容易であるため、一時的なアクセス許可やよりきめ細かなアクセス許可を付与する
ためによく使用されます。
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グラントの用語を含む、グラントの詳細については「AWS KMS でのグラント (p. 195)」を参照してくだ
さい。

KMS キーの使用状況を監査する
AWS CloudTrail を使用して、キーの使用状況を監査できます。CloudTrail は、アカウントの AWS API
コールおよび関連イベントの履歴を含むログファイルを作成します。これらのログファイルには、AWS マ
ネジメントコンソール、AWS SDK、コマンドラインツールで行ったすべての AWS KMS API リクエスト
が含まれます。また、AWS サービスによってお客様に代わって行われた AWS KMS へのリクエストも含
まれます。これらのログファイルを使用して、KMS キーが使用された日時、リクエストされたオペレー
ション、リクエスタのアイデンティティ、ソースの IP アドレスなどの重要な情報を見つけることができま
す。詳細については、AWS CloudTrail でのログ記録 (p. 88) および AWS CloudTrail ユーザーガイドを
参照してください。

キー管理インフラストラクチャ
暗号化の一般的な手法では、AES (Advanced Encryption Standard) など一般に利用でき専門家によって検
証されたアルゴリズムとシークレットキーを使用して暗号化し、復号する必要があります。暗号化での主
な問題の 1 つは、キーを秘密にしておくのが非常に困難なことです。これは通常、キー管理インフラス
トラクチャ (KMI) のジョブです。AWS KMS はユーザーに代わってキーインフラストラクチャを運用しま
す。AWS KMS は AWS KMS keys (p. 3) と呼ばれるルートキーを作成し、安全に保存します。AWS
KMS の運用の詳細については、AWS Key Management Service 暗号化の詳細を参照してください。
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キーの管理
AWS KMS の使用を開始するには、AWS KMS key (p. 3) を作成します。
このセクションのトピックでは、基本的な KMS キーである対称暗号化 KMS キー (p. 6)の作成から削除
までの管理方法を説明します。キーの編集と表示、キーのタグ付け、キーの有効化と無効化、キーマテ
リアルのローテーション、および KMS キーの使用をモニタリングするための AWS ツールとサービスの
使用方法がトピックに含まれます。また、AWS CloudFormation を使用して KMS キーを作成し管理す
る方法、および各 AWS KMS オペレーションで必要なキーステータスを示すキーステータスリファレン
ス (p. 153)に関する情報も含まれています。
他のタイプの KMS キーの作成、使用、および管理に関する詳細については、「特定用途の
キー (p. 320)」を参照してください。
トピック
• キーの作成 (p. 24)
• エイリアスの使用 (p. 29)
• キーの表示 (p. 48)
• キーの編集 (p. 68)
• キーのタグ付け (p. 68)
• キーの有効化と無効化 (p. 78)
• AWS KMS keys ローテーション (p. 79)
• AWS KMS keys のモニタリング (p. 86)
• AWS CloudFormation での AWS KMS リソースの作成 (p. 142)
• AWS KMS keys を削除する (p. 143)
• AWS KMS キーのキーステータス (p. 153)

キーの作成
AWS Management Console で、または CreateKey オペレーションまたは AWS CloudFormation テンプ
レート (p. 142)を使用して、AWS KMS keys を作成できます。このプロセスの最中に、KMS キーのタイ
プ、そのリージョナリティ (単一リージョンまたはマルチリージョン)、およびキーマテリアルのオリジン
(デフォルトでは AWS KMS がユーザーに代わって作成する) を選択します。KMS キー作成後にこれらの
プロパティを変更することはできません。KMS キーのキーポリシーも設定します。これはいつでも変更で
きます。
このトピックでは、基本的な KMS キーである対称暗号化 KMS キー (p. 6)を、AWS KMS からの
キーマテリアルを使用して単一リージョン用に作成する方法を説明します。この KMS キーを使用し
て、AWS のサービス内のリソースを保護することができます。対称暗号化 KMS キーの詳細については、
「SYMMETRIC_DEFAULT キー仕様 (p. 342)」を参照してください。他のタイプのキーの作成について
は、「特定用途のキー (p. 320)」を参照してください。
AWS のサービスで保存または管理するデータを暗号化するための KMS キーを作成している場合は、対称
暗号化 KMS キーを作成します。AWS KMS と統合された AWS のサービスは、データの暗号化に対称暗号
化 KMS キーのみを使用します。これらのサービスは、非対称 KMS キーを使用する暗号化をサポートしま
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せん。作成する KMS キーのタイプを決定する方法については、KMS キータイプの選択 (p. 320) を参照
してください。

Note
対称 KMS キーは、対称暗号化 KMS キーと呼ばれるようになりました。AWS KMS は、対称暗号
化 KMS キー (p. 6) (デフォルトのタイプ) と、同じく対称キーである HMAC KMS キー (p. 7)の 2
種類の対称 KMS キーをサポートしています。
AWS KMS コンソールで KMS キーを作成するときは、エイリアス (フレンドリ名) を指定する必要があり
ます。CreateKey オペレーションでは、新しい KMS キーのエイリアスは作成されません。新規または既
存の KMS キーのエイリアスを作成するには、CreateAlias オペレーションを使用します。AWS KMS のエ
イリアスの詳細については、「エイリアスの使用 (p. 29)」を参照してください。
このトピックでは、対称暗号化 KMS キーの作成方法を説明します。
詳細はこちら:
• クライアント側暗号化用のデータキーを作成するには、GenerateDataKey オペレーションを使用しま
す。
• 暗号化または署名用の非対称 KMS キーを作成するには、「非対称 KMS キーを作成する (p. 326)」を
参照してください。
• HMAC KMS キーを作成するには、「HMAC KMS キーの作成 (p. 345)」を参照してください。
• インポートされたキーマテリアルで KMS キーを作成 (「Bring Your Own Key」) するには、「キーマテ
リアルをインポートするステップ 1: キーマテリアルなしで AWS KMS key を作成する (p. 396)」を参
照してください。
• マルチリージョンのプライマリキーまたはレプリカキーを作成するには、「マルチリージョンキーを作
成する (p. 362)」を参照してください。
• カスタムキーストアで KMS キーを作成するには (キーマテリアルのオリジン (p. 17)がカスタムキースト
ア (CloudHSM))、「カスタムキーストアで KMS キーを作成する (p. 429)」を参照してください。
• AWS CloudFormation テンプレートを使って KMS キーを作成するには、「AWS CloudFormation ユー
ザーガイド」の「AWS::KMS::Key」を参照してください。
• 既存の KMS キーが対称か非対称かを判断するには、「非対称 KMS キーの識別 (p. 331)」を参照して
ください。
• プログラムおよびコマンドラインインターフェイスのオペレーションで KMS キーを使用するに
は、キー ID (p. 16) またはキー ARN (p. 16) が必要です。詳細な手順については、「キー ID とキー ARN
を検索する (p. 64)」を参照してください。
• KMS キーに適用されるクォータの詳細については、クォータ (p. 463) を参照してください。
トピック
• KMS キーを作成するためのアクセス許可 (p. 25)
• 対称暗号化 KMS キーの作成 (p. 26)

KMS キーを作成するためのアクセス許可
コンソールで、または API を使用して KMS キーを作成するには、IAM ポリシーで次のアクセス許可を
持っている必要があります。可能な限り、条件キー (p. 216)を使用してアクセス許可を制限します。例え
ば、IAM ポリシーで kms:KeySpec (p. 240) 条件キーを使用して、プリンシパルが対称暗号化キーのみを
作成できるようにすることが可能です。
キーを作成するプリンシパルの IAM ポリシーの例については、「KMS キーの作成をユーザーに許可す
る (p. 193)」を参照してください。
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Note
タグとエイリアスを管理する許可をプリンシパルに付与する場合は注意が必要です。タグまたは
エイリアスを変更すると、カスタマーマネージドキーに対するアクセス許可が許可または拒否さ
れる可能性があります。詳細については、「AWS KMS の ABAC (p. 261)」を参照してくださ
い。
• kms:CreateKey は必須です。
• kms:CreateAliasは、新しい KMS キーごとにエイリアスが必要なコンソールで、KMS キーを作成するた
めに必要です。
• kms:TagResource は、KMS キーの作成中にタグを追加するために必要です。
• iam:CreateServiceLinkedRole は、マルチリージョンのプライマリキーを作成するために必要です。詳細
については、「マルチリージョンキーへのアクセスを制御する (p. 357)」を参照してください。
kms:PutKeyPolicy アクセス許可は、KMS キーの作成には必要ありません。kms:CreateKey アクセス許
可には、初期キーポリシーを設定する許可が含まれています。ただし、KMS キーの作成時にこのアクセス
許可をキーポリシーに追加して、KMS キーへのアクセスを制御できるようにする必要があります。代替方
法として、BypassLockoutSafetyCheck パラメータを使用します。これは推奨されていません。
KMS キーは、作成された AWS アカウントに属します。KMS キーを作成する IAM ユーザーはキー所有者
とはみなされないため、作成した KMS キーを使用または管理するためのアクセス許可が自動的に付与さ
れません。他のプリンシパルと同様に、キー作成者は、キーポリシー、IAM ポリシー、またはグラントを
使用してアクセス許可を取得する必要があります。ただし、kms:CreateKey アクセス許可を持つプリン
シパルは、初期キーポリシーを設定し、キーを使用または管理するためのアクセス許可を自分自身に付与
できます。

対称暗号化 KMS キーの作成
KMS キーは、AWS Management Console、または AWS KMS API を使用して作成することができます。
このトピックでは、基本的な KMS キーである対称暗号化 KMS キー (p. 6)を、AWS KMS からのキーマテ
リアルを使用して単一リージョン用に作成する方法を説明します。この KMS キーを使用して、AWS の
サービス内のリソースを保護することができます。他のタイプのキーの作成については、「特定用途の
キー (p. 320)」を参照してください。

対称暗号化 KMS キーの作成 (コンソール)
AWS Management Console を使用して AWS KMS keys (KMS キー) を作成します。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.
3.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
ナビゲーションペインで、[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。

4.
5.

[Create key] (キーの作成) を選択します。
対称暗号化 KMS キーを作成するには、[Key type]] (キーのタイプ) で [Symmetric] (対称) を選択しま
す。

6.

7.

AWS KMS コンソールで非対称 KMS キーを作成する方法については、「非対称 KMS キーを作成する
(コンソール) (p. 326)」を参照してください。
[Key usage] (キーの使用) では、[Encrypt and decrypt] (暗号化および復号) オプションがすでに選択さ
れています。
MAC コードを生成して検証する KMS キーの作成方法については、「HMAC KMS キーの作
成 (p. 345)」を参照してください。
[Next] (次へ) を選択します。
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[Advanced options] (詳細オプション) については、「特定用途のキー (p. 320)」を参照してくださ
い。
8.

KMS キーのエイリアスを入力します。エイリアス名の先頭を aws/ にすることはできません。こ
の aws/ プレフィックスは、アカウント内の AWS マネージドキー を表すために、Amazon Web
Services によって予約されます。

Note
エイリアスを追加、削除、更新すると、KMS キーに対するアクセス許可が許可または拒否さ
れる可能性があります。詳細については、「AWS KMS の ABAC (p. 261)」および「エイリ
アスを使用して KMS キーへのアクセスを制御する (p. 44)」を参照してください。
エイリアスは KMS キーを識別するために使用する表示名です。保護する予定のデータタイプ、また
は KMS キーで使用する予定のアプリケーションを示すエイリアスを選択することをお勧めします。
エイリアスは AWS Management Console で KMS キーを作成するときに必要です。CreateKey オペ
レーションを使用する場合、これらのオペレーションはオプションです。
9.

(オプション) KMS キーの説明を入力します。
今すぐ説明を追加するか、キーの状態 (p. 153)が Pending Deletion または Pending
Replica Deletion でない限り、後でいつでも更新できます。既存のカスタマーマネージ
ドキーの説明を追加、変更、削除するには、AWS Management Console で説明を編集する
か (p. 68)、UpdateKeyDescription オペレーションを使用します。

10. (オプション) タグキーとオプションのタグ値を入力します。KMS キーに複数のタグを追加するには、
[Add tag] (タグを追加) を選択します。

Note
KMS キーのタグ付けまたはタグ解除により、KMS キーに対するアクセス許可が許可または
拒否される可能性があります。詳細については、「AWS KMS の ABAC (p. 261)」および
「タグを使用してKMS キーへのアクセスを制御する (p. 76)」を参照してください。
AWS リソースにタグを追加すると、使用量とコストがタグごとに集計されたコスト配分レポートが
AWS によって生成されます。タグは、KMS キーへのアクセスの制御にも使用できます。KMS キーの
タグ付けについては、キーのタグ付け (p. 68) および AWS KMS の ABAC (p. 261) を参照してく
ださい。
11. [Next] (次へ) を選択します。
12. KMS キーを管理できる IAM ユーザーとロールを選択します。

Note
このキーポリシーにより、AWS アカウント はこの KMS キーを完全に制御できるようにな
ります。これにより、アカウント管理者は IAM ポリシーを使用して、他のプリンシパルに
KMS キーを管理する許可を付与できます。詳細については、「the section called “デフォル
トのキーポリシー” (p. 168)」を参照してください。
13. (オプション) 選択した IAM ユーザーとロールがこの KMS キーを削除しないようにするには、ページ
の下部にある [Key deletion] (キーの削除) セクションで、[Allow key administrators to delete this key]
(キー管理者にこのキーの削除を許可する) のチェックボックスをオフにします。
14. [Next] (次へ) を選択します。
15. 暗号化オペレーション (p. 14)でキーを使用できる IAM ユーザーとロールを選択します。

Note
このキーポリシーにより、AWS アカウント はこの KMS キーを完全に制御できるようにな
ります。これにより、アカウント管理者は IAM ポリシーを使用して、他のプリンシパルに
暗号化オペレーションで KMS キーを管理する許可を付与できます。詳細については、「the
section called “デフォルトのキーポリシー” (p. 168)」を参照してください。
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16. (オプション) 他の AWS アカウント が暗号化オペレーションにこの KMS キーを使用できるようにし
ます。これを行うには、ページの下部にある [Other AWS アカウント] (その他の AWS アカウント) セ
クションで、[Add another AWS アカウント] (他の AWS アカウント の追加) を選択し、外部アカウン
トの AWS アカウント ID 番号を入力します。複数の外部アカウントを追加するには、この手順を繰り
返します。

Note
外部アカウントでプリンシパルが KMS キーを使用できるようにするには、外部アカウント
の管理者が、これらのアクセス許可を付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。詳
細については、「他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する (p. 267)」を参
照してください。
17. [Next] (次へ) を選択します。
18. 選択したキー設定を確認します。戻って、すべての設定を変更することもできます。
19. [Finish] (完了) を選択し、KMS キーを作成します。

対称暗号化 KMS キーの作成 (AWS KMS API)
CreateKey オペレーションを使用して、すべてのタイプの AWS KMS keys を作成できます。以下の例では
AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用しますが、サポートされている任意のプログラミング言
語を使用することができます。
次のオペレーションでは、最も一般的に使用される KMS キーを作成します。これは、AWS KMS で生成
されたキーマテリアルにバックアップされた、単一リージョンの対称暗号化キーです。このオペレーショ
ンには必須パラメータはありません。ただし、キーポリシーを指定するために Policy パラメータが必要
になる場合もあります。キーポリシー (PutKeyPolicy) を変更したり、 説明 や タグ などのオプション要
素をいつでも追加したりできます。また、非対称キー (p. 328)、マルチリージョンキー (p. 362)、イン
ポートされたキーマテリアル (p. 398)を含むキー、およびカスタムキーストア (p. 431)内のキーも作成
できます。
CreateKey オペレーションでは、エイリアスを指定することはできませんが、CreateAlias オペレーショ
ンを実行して、新しい KMS キーのエイリアスを作成できます。
次の例では、パラメータを指定せずに CreateKey オペレーションを呼び出します。このコマンドでは、
すべてのデフォルト値が使用されます。これは、AWS KMS が生成したキーマテリアルで対称暗号化 KMS
キーを作成します。
$ aws kms create-key
{
"KeyMetadata": {
"Origin": "AWS_KMS",
"KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"Description": "",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"Enabled": true,
"KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"KeyState": "Enabled",
"CreationDate": 1502910355.475,
"Arn": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"AWSAccountId": "111122223333",
"MultiRegion": false
"EncryptionAlgorithms": [
"SYMMETRIC_DEFAULT"
],
}
}
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新規の KMS キーにキーポリシーを指定しない場合、CreateKey が適用するデフォルトのキーポリ
シー (p. 168)は、新規の KMS キーを作成するときに使用され、コンソールが適用するデフォルトのキー
ポリシーとは異なります。
たとえば、 GetKeyPolicy オペレーションに対するこの呼び出しは、 CreateKey 適用されるキーポリシー
を返します。これは、AWS アカウント に KMS キーへのアクセス許可を付与して、KMS キーの AWS
Identity and Access Management (IAM) ポリシーを作成できるようにします。IAM ポリシーおよび KMS
キーのキーポリシーの詳細については、「AWS KMS の認証とアクセスコントロール (p. 160)」を参照し
てください。
$ aws kms get-key-policy --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab --policy-name
default --output text
{
"Version" : "2012-10-17",
"Id" : "key-default-1",
"Statement" : [ {
"Sid" : "Enable IAM policies",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action" : "kms:*",
"Resource" : "*"
} ]
}

エイリアスの使用
エイリアスは、AWS KMS key (p. 3) のわかりやすい名前です。例えば、エイリアスを使用する
と、1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab の代わりに KMS キーを test-key として参照でき
ます。
エイリアスを使用して、AWS KMS コンソール、DescribeKey オペレーション、暗号化オペレーショ
ン (p. 14) (Encrypt および GenerateDataKey など) で KMS キーを識別できます。
エイリアスを使用すると、AWS マネージドキー (p. 5) の認識が容易になります。これらの KMS キーのエ
イリアスは、常に aws/<service-name> の形式になります。例えば、Amazon DynamoDB の AWS マ
ネージドキー のエイリアスは aws/dynamodb です。プロジェクトやカテゴリの名前をエイリアスの前に
付けるなど、プロジェクトに対して同様のエイリアス標準を設定できます。
ポリシーを編集したり、権限を管理したりすることなく、エイリアスに基づいて KMS キーへのアクセ
スを許可および拒否することもできます。この機能は、属性ベースのアクセスコントロール (p. 261)
(ABAC) の AWS KMS サポートの一部です。詳細については、「エイリアスを使用して KMS キーへのア
クセスを制御する (p. 44)」を参照してください。
エイリアスの機能の強みは、エイリアスに関連付けられている KMS キーをいつでも変更できることで
す。エイリアスを使用すると、コードの記述と保守が容易になります。例えば、エイリアスを使用して特
定の KMS キーを参照し、KMS キーを変更するとします。この場合は、単にエイリアスを別の KMS キー
に関連付けます。コードを変更する必要はありません。
エイリアスを使用すると、別の AWS リージョン で同じコードを再利用することも容易になります。複数
のリージョンで同じ名前のエイリアスを作成し、各エイリアスをそのリージョンの KMS キーに関連付け
ます。コードが各リージョンで実行されると、エイリアスは関連付けられた KMS キーをそのリージョン
で参照します。例については、「アプリケーションでのエイリアスの使用 (p. 39)」をご参照ください。
AWS KMS コンソールで KMS キーのエイリアスを作成するには、CreateAlias API を使用するか、または
AWS CloudFormation テンプレート (p. 142)を使用します。
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AWS KMS API では、各アカウントとリージョンのエイリアスを完全に制御できます。API には、エイリ
アスの作成 (CreateAlias)、エイリアス名とエイリアス ARN の表示 (ListAliases)、エイリアスに関連付け
られている KMS キーの変更 (UpdateAlias)、エイリアスの削除 (DeleteAlias) のオペレーションが含まれま
す。複数のプログラミング言語のエイリアスの管理例については、を参照してください the section called
“エイリアスの使用” (p. 542)。
詳細については、次のリソースを参照してください。
• エイリアスを含む KMS キーの識別子については、キー識別子 (KeyId) (p. 15) を参照してください。
• KMS キーのエイリアスの作成に AWS CloudFormation テンプレートを使用する方法については、AWS
CloudFormation ユーザーガイドの「AWS::KMS::Alias」を参照してください。
• KMS キーに関連付けられているエイリアスの検索については、エイリアス名とエイリアス ARN を見つ
ける (p. 65) を参照してください。
• エイリアスのリソースクォータおよびエイリアスに関連する API オペレーションのレートクォータにつ
いては、「クォータ (p. 463)」を参照してください。
• 複数のプログラミング言語でのエイリアスの作成と管理の例については、「エイリアスの使
用 (p. 542)」を参照してください。
トピック
• エイリアスについて (p. 30)
• エイリアスを管理する (p. 32)
• アプリケーションでのエイリアスの使用 (p. 39)
• エイリアスへのアクセスの制御 (p. 40)
• エイリアスを使用して KMS キーへのアクセスを制御する (p. 44)
• AWS CloudTrail ログでのエイリアスの検索 (p. 47)

エイリアスについて
AWS KMS におけるエイリアスの仕組みについて説明します。
エイリアスは独立した AWS リソース
エイリアスは、KMS キーのプロパティではありません。エイリアスに対して実行するアクションは、
エイリアスに関連付けられた KMS キーには影響しません。KMS キーのエイリアスを作成してエイリ
アスを更新し、別の KMS キーに関連付けることができます。関連付けられた KMS キーに影響を与え
ずに、エイリアスを削除することもできます。ただし、KMS キーを削除すると、その KMS キーに関
連付けられているすべてのエイリアスが削除されます。
IAM ポリシーでリソースとしてエイリアスを指定した場合、ポリシーは、関連付けられた KMS キー
ではなく、エイリアスを参照します。
各エイリアスには 2 つの形式があります。
エイリアスを作成するときは、エイリアス名を指定します。AWS KMS は、エイリアス ARN を作成
します。
• エイリアス ARN (p. 16) は、エイリアスを一意に識別する Amazon リソースネーム（ARN）です。
# Alias ARN
arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/<alias-name>

• エイリアス名 (p. 17)は、アカウントとリージョンで一意です。AWS KMS API では、エイリアス名
は常に alias/ によってプレフィックスされます。そのプレフィックスは、AWS KMS コンソール
で、除外されます。
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# Alias name
alias/<alias-name>

各エイリアスは、一度に 1 つの KMS キーに関連付けられる
エイリアスとその KMS キーは、同じアカウントとリージョンに存在する必要があります。
エイリアスは、同じ AWS アカウント およびリージョン内のカスタマーマネージドキー (p. 5)に関連
付けることができます。ただし、エイリアスを AWS マネージドキー (p. 5) に関連付ける許可はあり
ません。
例えば、この ListAliases 出力では、test-key エイリアスが正確に 1 つのターゲット KMS キーに関
連付けられていることが示されています。これは、TargetKeyId プロパティによって表されます。
{

}

"AliasName": "alias/test-key",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/test-key",
"TargetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1593622000.191,
"LastUpdatedDate": 1593622000.191

複数のエイリアスを同じ KMS キーに関連付けることができる
例えば、test-key と project-key のエイリアスを同じ KMS キーに関連付けることができます。
{

},
{

}

"AliasName": "alias/test-key",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/test-key",
"TargetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1593622000.191,
"LastUpdatedDate": 1593622000.191
"AliasName": "alias/project-key",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/project-key",
"TargetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1516435200.399,
"LastUpdatedDate": 1516435200.399

エイリアスは、アカウントとリージョン内で一意である必要があります
例えば、各アカウントとリージョンに test-key エイリアスを 1 つだけ持つことができます。エイリ
アスでは大文字と小文字が区別されますが、大文字と小文字だけが異なるエイリアスは非常にエラー
が発生しやすくなります。エイリアス名は変更できません。ただし、エイリアスを削除して、目的の
名前で新しいエイリアスを作成することはできます。
異なるリージョンに同じ名前のエイリアスを作成することができます
例えば、米国東部 (バージニア北部) に finance-key エイリアスを持つことができ、ヨーロッパ (フ
ランクフルト) に finance-key エイリアスを持つことができます。各エイリアスは、そのリージョ
ンの KMS キーに関連付けられます。コードがのようなエイリアス名を参照している場合は alias/
finance-key, 、複数のリージョンで実行できます。各リージョンでは、異なる KMS キーが使用さ
れます。詳細については、「アプリケーションでのエイリアスの使用 (p. 39)」を参照してくださ
い。
エイリアスに関連付けられている KMS キーを変更できる
UpdateAlias オペレーションを使用して、エイリアスを別の KMS キーに関連付けることができます。
例えば、finance-key エイリアスが 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab KMS キーに関
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連付けられている場合、0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321 KMS キーに関連付けられる
ようにエイリアスを更新できます。
ただし、現在の KMS キーと新しい KMS キーが同じタイプ (両方とも対称または非対称) であり、同
じ キー使用法 (p. 19) (ENCRYPT_DECRYPT または SIGN_VERIFY) である必要があります。この制
限により、エイリアスを使用するコードのエラーが防止されます。エイリアスを別のタイプのキーに
関連付ける必要があり、リスクを軽減した場合は、エイリアスを削除して再作成できます。
一部の KMS キーにはエイリアスがない
AWS KMS コンソールで KMS キーを作成する場合、KMS キーに新しいエイリアスを割り当てる必要
があります。ただし、CreateKey オペレーションを使用して KMS キーを作成する場合、エイリアス
は必要ありません。また、UpdateAlias オペレーションを使用してエイリアスに関連付けられている
KMS キーを変更し、DeleteAlias オペレーションを使用してエイリアスを削除することもできます。
そのため、KMS キーには、複数のエイリアスを持つものもあれば、エイリアスを持たないものもあり
ます。
AWS によってアカウントにエイリアスが作成される
AWS では AWS マネージドキー (p. 5) のアカウントでエイリアスを作成します。これらのエイリアス
には alias/aws/<service-name>, 、のような形式の名前 alias/aws/s3があります。
一部の AWS エイリアスには KMS キーがありません。これらの定義済みエイリアスは、通常、サービ
スの使用をスタートすると、AWS マネージドキー に関連付けられます。
エイリアスを使用して KMS キーを識別する
エイリアス名 (p. 17)またはエイリアス ARN (p. 16) を使用して、暗号化オペレーショ
ン (p. 14)、DescribeKey、GetPublicKey で KMS キーを識別できます。(KMS キーが別の AWS アカ
ウント にある場合は (p. 267)、そのキー ARN (p. 16) またはエイリアス ARN を使用する必要があり
ます)。エイリアスは、他の AWS KMS オペレーションでは、KMS キーの有効な識別子ではありませ
ん 各 AWS KMS API オペレーションの有効なキー識別子 (p. 15)については、AWS Key Management
Service API リファレンスの KeyId パラメータの説明を参照してください。
エイリアス名、またはエイリアス ARN を使用して、IAM ポリシーの KMS キーを識別す
る (p. 187)ことはできません。エイリアスに基づいて KMS キーへのアクセスを制御するに
は、kms:RequestAlias (p. 247) または kms:ResourceAliases (p. 248) 条件キーを使用します。詳細
については、「AWS KMS の ABAC (p. 261)」を参照してください。

エイリアスを管理する
認可されたユーザーは、エイリアスを作成、表示、削除できます。エイリアスを更新することもできま
す。その場合、既存のエイリアスは別の KMS キーに関連付けられます。
トピック
• エイリアスの作成 (p. 32)
• エイリアスの表示 (p. 34)
• エイリアスの更新 (p. 37)
• エイリアスの削除 (p. 38)

エイリアスの作成
エイリアスは AWS KMS コンソールで、または AWS KMS API オペレーションを使用して作成できます。
エイリアスは 1 ～ 256 文字の文字列である必要があります。エイリアス名に使用できるのは、英数字、ス
ラッシュ (/)、アンダースコア (_)、およびダッシュ (-) のみです。カスタマーマネージドキー (p. 5)のエイ
リアス名を alias/aws/ で始めることはできません。alias/aws/ プレフィックスは AWS マネージド
キー (p. 5) のために予約されます。

32

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
エイリアスを管理する

新規の KMS キーまたは既存の KMS キーのエイリアスを作成できます。エイリアスを追加すると、特定の
KMS キーをプロジェクトまたはアプリケーションで使用できます。

エイリアスを作成する (コンソール)
AWS KMS コンソールで KMS キーを作成する (p. 24)場合、新しい KMS キーのエイリアスを作成する
必要があります。既存の KMS キーのエイリアスを作成するには、KMS キーの詳細ページにある [Aliases]
(エイリアス) タブをクリックします。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。AWS
マネージドキー または AWS 所有のキー のエイリアスを管理することはできません。

4.

テーブルで、KMS キーのキー ID またはエイリアスを選択します。次に、KMS キーの詳細ページで、
[Aliases] (エイリアス) タブをクリックします。
KMS キーに複数のエイリアスがある場合は、テーブルの [Aliases] (エイリアス) 列に、1 つのエイリ
アスと (+n 個以上) などのエイリアスの概要が表示されます。エイリアスの概要を選択すると、KMS
キーの詳細ページの [Aliases] (エイリアス) タブを直接表示します。

5.

[Aliases] (エイリアス) タブで、[Create alias] (エイリアスの作成) を選択します。エイリアス名を入力
し、[Create alias] (エイリアスの作成) を選択します。

Note
コンソールで alias/ プレフィックスを指定する必要はありません。プレフィックスは
コンソールが追加します。alias/ExampleAlias を入力すると、実際のエイリアス名は
alias/alias/ExampleAlias になります。

エイリアスを作成する (AWS KMS API)
エイリアスを作成するには、 CreateAlias オペレーションを使用します。コンソールで KMS キーを作成
するプロセスとは異なり、CreateKey オペレーションでは、新規 KMS キーのエイリアスは作成されませ
ん。
CreateAlias オペレーションを使用して、エイリアスを持たない新規 KMS キーのエイリアスを作成でき
ます。CreateAlias オペレーションを使用して、既存の KMS キーにエイリアスを追加したり、誤って削
除されたエイリアスを再作成したりできます。
AWS KMS API オペレーションでは、エイリアス名は alias/ で始まり、その後に名前が続きます
(alias/ExampleAlias など)。エイリアスはアカウントと リージョンで一意であることが必要です。既
に使用されているエイリアス名を検索するには、 ListAliases オペレーションを使用します。エイリアス名
では、大文字と小文字が区別されます。
TargetKeyId は、同じ AWS リージョン 内の任意のカスタマーマネージドキー (p. 5)です。KMS キーを
識別するには、そのキー ID (p. 16) またはキー ARN (p. 16) を使用します。別のエイリアスを使用すること
はできません。
次の例では、example-key エイリアスを作成し、指定した KMS キーに関連付けます。これらの例で
は、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用します。複数のプログラミング言語の例について
は、「」を参照してください エイリアスの使用 (p. 542)。
$ aws kms create-alias \
--alias-name alias/example-key \
--target-key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
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CreateAlias は出力を返しません。新しいエイリアスを確認するには、 ListAliases オペレーション
を使用します。詳細については、「エイリアスを表示する (AWS KMS API) (p. 35)」を参照してくださ
い。

エイリアスの表示
エイリアスを使用すると、AWS KMS コンソールで KMS キーを簡単に認識できます。KMS キーのエイリ
アスは AWS KMS コンソールで、または ListAliases オペレーションを使用して表示できます。KMS キー
のプロパティを返す DescribeKey オペレーションには、エイリアスは含まれません。

エイリアスの表示（コンソール）
AWS KMS コンソールの [Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) ページおよび [AWS マ
ネージドキー] ページには、各 KMS キーに関連付けられたエイリアスが表示されます。エイリアスに基づ
いて、KMS キーを検索、ソート、フィルタリング (p. 49)することもできます。
次の AWS KMS コンソールの図では、サンプルアカウントの [カスタマー管理型のキー] ページのエイリア
スを示します。イメージで示されているように、一部の KMS キーにはエイリアスがありません。
KMS キーに複数のエイリアスがある場合は、[Aliases] (エイリアス) 列に、1 つのエイリアスとエイリアス
の概要 (+n 個以上) が表示されます。エイリアスの概要では、KMS キーに関連付けられている追加のエイ
リアスの数と、KMS キーのすべてのエイリアスの表示へのリンクが、[Aliases] (エイリアス) タブに表示さ
れます。

各 KMS キーの詳細ページの [Aliases] (エイリアス) タブには、AWS アカウント とリージョンの KMS キー
のすべてのエイリアスのエイリアス名とエイリアス ARN が表示されます。[Aliases] (エイリアス) を使用
して、エイリアスの作成 (p. 32)とエイリアスの削除 (p. 38)を行うこともできます。
KMS キーのすべてのエイリアスのエイリアス名とエイリアス ARN を検索するには、[Aliases] (エイリア
ス) タブを使用します。
• [Aliases] (エイリアス) タブに直接移動するには、[Aliases] (エイリアス) 列で、エイリアスの概要 (+n個
以上) を選択します。エイリアスの概要は、KMS キーに複数のエイリアスがある場合にのみ表示されま
す。
• または、KMS キーのエイリアスまたはキー ID を選択し (KMS キーの詳細ページが開きます)、[Aliases]
(エイリアス) タブを選択します。これらのタブは、[General configuration] (一般設定) セクションにあり
ます。
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次のイメージは、サンプル KMS キーの [Aliases] (エイリアス) タブを示しています。

このエイリアスを使用して、この AWS マネージドキー ページの例に示されているように、AWS マネー
ジドキー を認識できます。AWS マネージドキー のエイリアスでは、形式は常に aws/<service-name>
です。例えば、Amazon DynamoDB の AWS マネージドキー のエイリアスは aws/dynamodb です。

エイリアスを表示する (AWS KMS API)
ListAliases オペレーションは、アカウントおよびリージョン内のエイリアスのエイリアス名とエイリアス
ARN を返します。出力には、AWS マネージドキー およびカスタマーマネージドキーのエイリアスが含
まれます。AWS マネージドキー のエイリアスは、 aws/<service-name>の形式になります (例: aws/
dynamodb)。
レスポンスには、TargetKeyId フィールドがないエイリアスが含まれている場合もあります。これらは
AWS が作成した定義済みのエイリアスですが、まだ KMS キーとは関連付けられていません。
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$ aws kms list-aliases
{
"Aliases": [
{
"AliasName": "alias/access-key",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/access-key",
"TargetKeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"CreationDate": 1516435200.399,
"LastUpdatedDate": 1516435200.399
},
{
"AliasName": "alias/ECC-P521-Sign",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/ECC-P521-Sign",
"TargetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1693622000.704,
"LastUpdatedDate": 1693622000.704
},
{
"AliasName": "alias/ImportedKey",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/ImportedKey",
"TargetKeyId": "1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d",
"CreationDate": 1493622000.704,
"LastUpdatedDate": 1521097200.235
},
{
"AliasName": "alias/finance-project",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/finance-project",
"TargetKeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"CreationDate": 1604958290.014,
"LastUpdatedDate": 1604958290.014
},
{
"AliasName": "alias/aws/dynamodb",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/aws/dynamodb",
"TargetKeyId": "0987ab65-43cd-21ef-09ab-87654321cdef",
"CreationDate": 1521097200.454,
"LastUpdatedDate": 1521097200.454
},
{
"AliasName": "alias/aws/ebs",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/aws/ebs",
"TargetKeyId": "abcd1234-09fe-ef90-09fe-ab0987654321",
"CreationDate": 1466518990.200,
"LastUpdatedDate": 1466518990.200
}
]
}

特定の KMS キーに関連付けられているすべてのエイリアスを取得するには、ListAliases オペレーショ
ンのオプションの KeyId パラメータを使用します。KeyId パラメータは、KMS キーのキー ID (p. 16) ま
たはキー ARN (p. 16) を受け取ります。
この例では、0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321 KMS キーに関連付けられているすべてのエ
イリアスを取得します。
$ aws kms list-aliases --key-id 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321
{
"Aliases": [
{
"AliasName": "alias/access-key",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/access-key",
"TargetKeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"CreationDate": "2018-01-20T15:23:10.194000-07:00",
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},
{

}

]

}

"LastUpdatedDate": "2018-01-20T15:23:10.194000-07:00"
"AliasName": "alias/finance-project",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/finance-project",
"TargetKeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"CreationDate": 1604958290.014,
"LastUpdatedDate": 1604958290.014

KeyId パラメータはワイルドカード文字を使用しませんが、プログラミング言語の機能を使用して応答を
フィルタリングできます。
例えば、次の AWS CLI コマンドでは、AWS マネージドキー のエイリアスのみを取得します。
$ aws kms list-aliases --query 'Aliases[?starts_with(AliasName, `alias/aws/`)]'

次のコマンドは、 access-key エイリアスのみを取得します。エイリアス名では、大文字と小文字が区別
されます。
$ aws kms list-aliases --query 'Aliases[?AliasName==`alias/access-key`]'
[
{
"AliasName": "alias/access-key",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/access-key",
"TargetKeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"CreationDate": "2018-01-20T15:23:10.194000-07:00",
"LastUpdatedDate": "2018-01-20T15:23:10.194000-07:00"
}
]

エイリアスの更新
エイリアスは独立したリソースであるため、エイリアスに関連付けられている KMS キーを変更すること
ができます。例えば、test-key エイリアスがある KMS キーに関連付けられている場合、UpdateAlias オ
ペレーションを使用して、エイリアスを別の KMS キーに関連付けることができます。これは、キーマテ
リアルを変更せずに KMS キーを手動でローテーションする (p. 79)方法の 1 つです。KMS キーを更新
し、新しいリソースに特定の KMS キーを使用していたアプリケーションで、別の KMS キーを使用するこ
ともできます。
AWS KMS コンソールでエイリアスを更新することはできません。また、 UpdateAlias （または他のオ
ペレーション）を使用してエイリアス名を変更することはできません。エイリアス名を変更するには、現
在のエイリアスを削除してから KMS キーの新しいエイリアスを作成します。
エイリアスを更新するときは、現在の KMS キーと新しい KMS キーが同じタイプ (両方が対
称または非対称) である必要があります。これらのキーの用途も同じである必要もあります
(ENCRYPT_DECRYPT、SIGN_VERIFY、または GENERATE_VERIFY_MAC)。この制限により、エイリア
スを使用するコードの暗号化エラーが防止されます。
次の例では、最初に ListAliases オペレーションを使用して、test-key エイリアスが現在、KMS キー
1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab に関連付けられていることを示します 。
$ aws kms list-aliases --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
{
"Aliases": [
{
"AliasName": "alias/test-key",
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}

]

}

"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/test-key",
"TargetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1593622000.191,
"LastUpdatedDate": 1593622000.191

次に、UpdateAlias オペレーションを使用して、test-key エイリアスに関連付けられている KMS
キーを、KMS キー 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321 に変更します 現在関連付けられてい
る KMS キーを指定する必要はありません。新しい (「ターゲット」) KMS キーのみを指定します。エイリ
アス名では、大文字と小文字が区別されます。
$ aws kms update-alias --alias-name 'alias/test-key' --target-key-id
0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321

エイリアスが現在、ターゲット KMS キーに関連付けられていることを確認するには、再
度、ListAliases オペレーションを使用します。この AWS CLI コマンドは、--query パラメータを使
用して、test-key エイリアスのみを取得します。TargetKeyId および LastUpdatedDate フィールド
が更新されます。
$ aws kms list-aliases --query 'Aliases[?AliasName==`alias/test-key`]'
[
{
"AliasName": "alias/test-key",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/test-key",
"TargetKeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"CreationDate": 1593622000.191,
"LastUpdatedDate": 1604958290.154
}
]

エイリアスの削除
AWS KMS コンソールで、または DeleteAlias オペレーションを使用して、エイリアスを削除できます。エ
イリアスを削除する前に、そのエイリアスが使用されていないことを確認してください。エイリアスを削
除しても関連付けられている KMS キーには影響しませんが、そのエイリアスを使用するアプリケーショ
ンに問題が発生する可能性があります。エイリアスを誤って削除した場合は、同じ名前の新しいエイリア
スを作成し、同じまたは別の KMS キーに関連付けることができます。
KMS キーを削除すると、その KMS キーに関連付けられているすべてのエイリアスが削除されます。

エイリアスを削除する (コンソール)
AWS KMS コンソールでエイリアスを削除するには、KMS キーの詳細ページの [Aliases] (エイリアス) タ
ブを使用します。KMS キーの複数のエイリアスを一度に削除できます。
1.
2.
3.
4.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。
AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
ナビゲーションペインで、[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。AWS
マネージドキー または AWS 所有のキー のエイリアスを管理することはできません。
テーブルで、KMS キーのキー ID またはエイリアスを選択します。次に、KMS キーの詳細ページで、
[Aliases] (エイリアス) タブをクリックします。
KMS キーに複数のエイリアスがある場合は、テーブルの [Aliases] (エイリアス) 列に、1 つのエイリ
アスと (+n 個以上) などのエイリアスの概要が表示されます。エイリアスの概要を選択すると、KMS
キーの詳細ページの [Aliases] (エイリアス) タブを直接表示します。
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5.

[Aliases] (エイリアス) タブで、削除するエイリアスの横にあるチェックボックスをオンにします。そ
の後、[Delete] (削除) をクリックします。

エイリアスを削除する (AWS KMS API)
エイリアスを削除するには、 DeleteAlias オペレーションを使用します。このオペレーションでは、エイリ
アスは一度に 1 つずつ削除されます。エイリアス名では、大文字と小文字が区別されます。また、エイリ
アス名の先頭には必ず alias/ プレフィックスが付いています。
例えば、次のコマンドは、 test-key エイリアスを削除します。このコマンドは出力を返しません。
$ aws kms delete-alias --alias-name alias/test-key

エイリアスが削除されていることを確認するには、 ListAliases オペレーションを使用します。次のコマン
ドでは、AWS CLI の --query パラメータを使用して、test-key エイリアスのみを取得します。応答の
空の括弧は、 ListAliases 応答に test-key エイリアスが含まれていないことを示します。括弧を削除
するには、 --output text パラメータと値を使用します。
$ aws kms list-aliases --query 'Aliases[?AliasName==`alias/test-key`]'
[]

アプリケーションでのエイリアスの使用
エイリアスを使用して、アプリケーションコードで KMS キーを表示できます。AWS KMS 暗号化オペ
レーション (p. 14)の KeyId パラメータ、DescribeKey、および GetPublicKey は、エイリアス名またはエ
イリアス ARN を受け入れます。
例えば、次の GenerateDataKey コマンドでは、エイリアス名 (alias/finance) を使用して KMS キー
を識別します。エイリアス名は、 KeyId パラメータの値です。
$ aws kms generate-data-key --key-id alias/finance --key-spec AES_256

KMS キーが別の AWS アカウント にある場合は、これらのオペレーションで、キー ARN またはエイリア
ス ARN を使用する必要があります。エイリアス ARN を使用する際、KMS キーのエイリアスは KMS キー
を所有するアカウントで定義され、リージョンごとに異なる場合があることに注意してください。エイリ
アス ARN を検索する方法については、エイリアス名とエイリアス ARN を見つける (p. 65) を参照して
ください。
例えば、次の GenerateDataKey コマンドでは、発信者のアカウントに含まれていない KMS キーを使用
します。ExampleAlias エイリアスは、指定したアカウントおよびリージョンの KMS キーに関連付けら
れます。
$ aws kms generate-data-key --key-id arn:aws:kms:us-west-2:444455556666:alias/ExampleAlias
--key-spec AES_256

エイリアスの最も強力な使用法の 1 つは、アプリケーションを複数の AWS リージョン で実行する場合で
す。例えば、署名と検証に RSA 非対称 KMS キー (p. 325)を使用するグローバルなアプリケーションが
あるとします。
• 米国西部 (オレゴン) ( s-west-2) では、arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab を使用します。
• ヨーロッパ (フランクフルト) (eu-central-1) では arn:aws:kms:eucentral-1:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321 を、
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• アジアパシフィック (シンガポール) (ap-southeast-1) では、arn:aws:kms:apsoutheast-1:111122223333:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d を使用します。
各リージョンで異なるバージョンのアプリケーションを作成するか、ディクショナリまたはスイッチス
テートメントを使用して、各リージョンに適切な KMS キーを選択できます。ただし、各リージョンで同
じエイリアス名を持つエイリアスを作成する方がはるかに簡単です。エイリアス名では、大文字と小文字
が区別されます。
aws --region us-west-2 kms create-alias \
--alias-name alias/new-app \
--key-id arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
aws --region eu-central-1 kms create-alias \
--alias-name alias/new-app \
--key-id arn:aws:kms:eu-central-1:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321
aws --region ap-southeast-1 kms create-alias \
--alias-name alias/new-app \
--key-id arn:aws:kms:apsoutheast-1:111122223333:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d

次に、コード内でエイリアスを使用します。コードが各リージョンで実行されると、エイリアスは、その
リージョンの関連付けられた KMS キーを参照します。例えば、このコードは、エイリアス名を使用して
Sign オペレーションを呼び出します。
aws kms sign --key-id alias/new-app \
--message $message \
--message-type RAW \
--signing-algorithm RSASSA_PSS_SHA_384

ただし、エイリアスが削除または更新され、別の KMS キーに関連付けられるリスクがあります。この場
合、エイリアス名を使用した署名の検証に失敗し、エイリアスの再作成または更新が必要になる場合があ
ります。
このリスクを軽減するには、アプリケーションで使用するエイリアスを管理する権限をプリンシパルに与
えることに注意する必要があります。詳細については、「エイリアスへのアクセスの制御 (p. 40)」を参
照してください。
複数の AWS リージョン (AWS Encryption SDK など) のデータを暗号化するアプリケーションには、他に
も複数のソリューションがあります。

エイリアスへのアクセスの制御
エイリアスを作成または変更すると、エイリアスとそのエイリアスに関連付けられた KMS キーが影響を
受けます。このため、エイリアスを管理するプリンシパルには、エイリアスおよび影響を受けるすべて
の KMS キーに対してエイリアスオペレーションを呼び出す許可が必要です。これらの許可は、キーポリ
シー (p. 163)、IAM ポリシー (p. 184)、権限 (p. 195)を使用することで付与できます。

Note
タグとエイリアスを管理する許可をプリンシパルに付与する場合は注意が必要です。タグまたは
エイリアスを変更すると、カスタマーマネージドキーに対するアクセス許可が許可または拒否さ
れる可能性があります。詳細については、「AWS KMS の ABAC (p. 261)」および「エイリアス
を使用して KMS キーへのアクセスを制御する (p. 44)」を参照してください。
すべての AWS KMS オペレーションに対するアクセスの制御については、「アクセス許可に関するリファ
レンス (p. 291)」を参照してください。
エイリアスを作成および管理するための権限は、次のように機能します。
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kms:CreateAlias
エイリアスを作成するには、プリンシパルに、エイリアスおよび関連付けられた KMS キーの両方に対す
る次の許可が必要です。
• kms:CreateAlias エイリアスの場合。エイリアスの作成を許可されたプリンシパルにアタッチされた
IAM ポリシーでこのアクセス許可を提供します。
次のポリシーステートメントの例では、Resource エレメントの特定のエイリアスを指定します。ただ
し、複数のエイリアス ARN を一覧表示したり、「test*」などのエイリアスパターンを指定したりでき
ます。Resource 値を "*" に指定すると、プリンシパルがアカウントとリージョンで任意のエイリアス
を作成できるようになります。エイリアスを作成する権限は、アカウントおよびリージョン内のすべて
のリソースに対する kms:Create* 権限に含めることもできます。
{

}

"Sid": "IAMPolicyForAnAlias",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateAlias",
"kms:UpdateAlias",
"kms:DeleteAlias"
],
"Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/test-key"

• KMS キーの kms:CreateAlias このアクセス許可は、キーポリシーまたはキーポリシーから委任され
た IAM ポリシーで指定する必要があります。
{

}

"Sid": "Key policy for 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/KMSAdminUser"},
"Action": [
"kms:CreateAlias",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"

条件キーを使用して、エイリアスと関連付けることができる KMS キーを制限できます。例え
ば、kms:KeySpec (p. 240) 条件キーを使用して、プリンシパルが非対称 KMS キーに対してのみエイリ
アスを作成できるようにします。KMS キーリソースに対する kms:CreateAlias 許可の制限に使用でき
る条件キーの詳細なリストについては、AWS KMS アクセス権限 (p. 291) を参照してください。

kms:ListAliases
アカウントとリージョンのエイリアスを一覧表示するには、プリンシパルに IAM ポリシーの
kms:ListAliases アクセス権限が必要です。このポリシーは特定の KMS キーまたはエイリアス
リソースに関連付けられていないため、ポリシー内のリソース要素の値が "*" である必要がありま
す (p. 187)。
例えば、次の IAM ポリシーステートメントでは、アカウントとリージョン内のすべての KMS キーとエイ
リアスを一覧表示する許可をプリンシパルに付与します。
{

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

}

"kms:ListKeys",
"kms:ListAliases"
],
"Resource": "*"

kms:UpdateAlias
エイリアスに関連付けられている KMS キーを変更するには、プリンシパルにエイリアス用、現在の KMS
キー用、新規の KMS キー用の 3 つの許可要素が必要です。
例えば、test-key エイリアスをキー ID 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab の KMS キーから、
キー ID 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321 の KMS キーに変更するとします。その場合は、このセ
クションの例に似たポリシーステートメントを含めます。
• kms:UpdateAlias エイリアスの場合。このアクセス権限は、プリンシパルにアタッチされている IAM
ポリシーで提供します。次の IAM ポリシーは、特定のエイリアスを指定します。ただし、複数のエイ
リアス ARN を一覧表示したり、"test*" などのエイリアスパターンを指定したりできます。"*" の
Resource 値を指定することで、プリンシパルがアカウントとリージョンで任意のエイリアスを更新で
きるようにもなります。
{

}

"Sid": "IAMPolicyForAnAlias",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:UpdateAlias",
"kms:ListAliases",
"kms:ListKeys"
],
"Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/test-key"

• 現在エイリアスに関連付けられている KMS キーの kms:UpdateAlias。このアクセス許可は、キーポ
リシーまたはキーポリシーから委任された IAM ポリシーで指定する必要があります。
{

}

"Sid": "Key policy for 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/KMSAdminUser"},
"Action": [
"kms:UpdateAlias",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"

• kms:UpdateAliasオペレーションでエイリアスに関連付けられている KMS キーの 。このアクセス許
可は、キーポリシーまたはキーポリシーから委任された IAM ポリシーで指定する必要があります。
{

}

"Sid": "Key policy for 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/KMSAdminUser"},
"Action": [
"kms:UpdateAlias",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"

42

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
エイリアスへのアクセスの制御

条件キーを使用して、UpdateAlias オペレーションの KMS キーの一方または両方を制限できます。例え
ば、kms:ResourceAliases (p. 248) 条件キーを使用して、ターゲット KMS キーに特定のエイリアスが既
に存在する場合にのみ、プリンシパルがエイリアスを更新できるようにします。KMS キーリソースに対す
る kms:UpdateAlias 許可の制限に使用できる条件キーの詳細なリストについては、AWS KMS アクセス
権限 (p. 291) を参照してください。

kms:DeleteAlias
エイリアスを削除するには、プリンシパルにエイリアスおよび関連付けられた KMS キーに対する許可が
必要です。
プリンシパルにリソースを削除する権限を与えるときは、いつものように注意する必要があります。ただ
し、エイリアスを削除しても関連付けられた KMS キーには影響しません。エイリアスに依存するアプリ
ケーションでエラーが発生する可能性がありますが、エイリアスを誤って削除した場合は、エイリアスを
再作成することができます。
• kms:DeleteAlias エイリアスの場合。エイリアスの削除を許可されているプリンシパルにアタッチさ
れた IAM ポリシーでこのアクセス許可を提供します。
次のポリシーステートメントの例は、 Resource エレメントのエイリアスを指定します。ただし、
複数のエイリアス ARN を一覧表示したり、"test*" などのエイリアスパターンを指定したりできま
す。"*" の Resource 値を指定して、プリンシパルにアカウントとリージョンで任意のエイリアスを削
除させることもできます。
{

}

"Sid": "IAMPolicyForAnAlias",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateAlias",
"kms:UpdateAlias",
"kms:DeleteAlias"
],
"Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/test-key"

• 関連付けられた KMS キーの kms:DeleteAlias。このアクセス許可は、キーポリシーまたはキーポリ
シーから委任された IAM ポリシーで指定する必要があります。
{

}

"Sid": "Key policy for 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/KMSAdminUser"
},
"Action": [
"kms:CreateAlias",
"kms:UpdateAlias",
"kms:DeleteAlias",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"

エイリアスのアクセス許可を制限する
リソースが KMS キーの場合、条件キーを使用してエイリアスのアクセス許可を制限できます。例えば、
次の IAM ポリシーでは、特定のアカウントとリージョンの KMS キーに対するエイリアスオペレーション
を許可します。ただし、ポリシーでは、kms:KeyOrigin (p. 239) 条件キーを使用して、AWS KMS のキー
マテリアルを持つ KMS キーへのアクセス許可をさらに制限できます。
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KMS キーリソースに対するエイリアスのアクセス許可の制限に使用できる条件キーの詳細なリストについ
ては、AWS KMS アクセス権限 (p. 291) を参照してください。
{

}

"Sid": "IAMPolicyKeyPermissions",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/*",
"Action": [
"kms:CreateAlias",
"kms:UpdateAlias",
"kms:DeleteAlias"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:KeyOrigin": "AWS_KMS"
}
}

リソースがエイリアスのポリシーステートメントでは、条件キーを使用できません。プリンシパルが
管理できるエイリアスを制限するには、エイリアスへのアクセスを制御する IAM ポリシーステートメ
ントの Resource 要素の値を使用します。例えば、次のポリシーステートメントでは、エイリアスが
Restricted で始まる場合を除き、プリンシパルが AWS アカウント とリージョンで任意のエイリアスを
作成、更新、削除できるようにします。
{

"Sid": "IAMPolicyForAnAliasAllow",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateAlias",
"kms:UpdateAlias",
"kms:DeleteAlias"
],
"Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/*"

},
{

}

"Sid": "IAMPolicyForAnAliasDeny",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"kms:CreateAlias",
"kms:UpdateAlias",
"kms:DeleteAlias"
],
"Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/Restricted*"

エイリアスを使用して KMS キーへのアクセスを制御
する
KMS キーに関連付けられたエイリアスに基づいて、KMS キーへのアクセスを制御できます。これを行う
には、kms:RequestAlias (p. 247) および kms:ResourceAliases (p. 248) 条件キーを使用します。この機
能は、属性ベースのアクセスコントロール (p. 261) (ABAC) の AWS KMS サポートの一部です。
kms:RequestAlias 条件キーは、リクエスト内のエイリアスに基づいて、KMS キーへのアクセスを許可
または拒否します。kms:ResourceAliases 条件キーは、KMS キーに関連付けられたエイリアスに基づ
いて、KMS キーへのアクセスを許可または拒否します。
これらの機能では、ポリシーステートメントの resource 要素のエイリアスを使用して KMS キーを識別
することはできません。エイリアスが resource 要素の値の場合、ポリシーは関連付けられている KMS
キーではなく、エイリアスリソースに適用されます。
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Note
タグとエイリアスの変更が KMS キーの認可に影響を及ぼすまでに最長 5 分かかることがありま
す。最近の変更は、認可に影響を与える前に API オペレーションで表示される場合があります。
エイリアスを使用して KMS キーへのアクセスを制御する際は、次の点を考慮してください。
• エイリアスを使用して、最小特権アクセス (p. 186)のベストプラクティスを強化します。IAM プリンシ
パルでは、使用または管理する必要がある KMS キーのみに対して、必要なアクセス許可のみを付与し
ます。例えば、エイリアスを使用してプロジェクトに使用される KMS キーを識別します。次に、プロ
ジェクトエイリアスを持つ KMS キーのみを使用する許可をプロジェクトチームに付与します。
• プリンシパルにエイリアスを追加、編集、削除できる
kms:CreateAlias、kms:UpdateAlias、kms:DeleteAlias 許可を付与する際は注意してくださ
い。エイリアスを使用して KMS キーへのアクセスを制御する際、タグを変更することで、使用許可の
ない KMS キーに対する使用許可をプリンシパルに付与してしまう可能性があります。他のプリンシパ
ルがジョブを実行するために必要な KMS キーへのアクセスを拒否することもできます。
• 現在、エイリアスを管理する許可を持つ AWS アカウント でプリンシパルを確認し、必要に応じて許可
を調整します。キーポリシーを変更したり、権限を作成したりする許可のないキー管理者も、エイリア
スを管理する許可があれば、KMS キーへのアクセスを制御できます。
例えば、コンソールのキー管理者のデフォルトキーポリシー (p. 169)に
は、kms:CreateAlias、kms:DeleteAlias、kms:UpdateAlias アクセス許可があります。IAM ポ
リシーでは、AWS アカウント のすべての KMS キーに対するエイリアスのアクセス許可を付与する可能
性があります。例えば、AWSKeyManagementServicePowerUser マネージドポリシーでは、プリンシパ
ルはすべての KMS キーのエイリアスを作成、削除、一覧表示できますが、更新はできません。
• エイリアスに依存するポリシーを設定する前に、AWS アカウント で KMS キーのエイリアスを確認しま
す。含めるエイリアスにのみポリシーが適用されることを確認します。CloudTrail ログ (p. 47)および
CloudWatch アラーム (p. 138)を使用して、KMS キーへのアクセスに影響する可能性のあるエイリア
ス変更をアラートさせます。ListAliases レスポンスには、各エイリアスの作成日と最終更新日が含まれ
ます。
• エイリアスポリシー条件はパターンマッチングを使用します。エイリアスの特定のインスタンスには関
連付けられません。エイリアスベースの条件キーを使用するポリシーは、パターンに一致するすべての
新規および既存のエイリアスに影響します。ポリシー条件に一致するエイリアスを削除して再作成する
と、古いエイリアスの場合と同様に、新しいエイリアスに条件が適用されます。
kms:RequestAlias 条件キーは、オペレーションリクエストで明示的に指定されたエイリアスに依存し
ます。kms:ResourceAliases 条件キーは、リクエストに表示されない場合でも、KMS キーに関連付け
られているエイリアスに依存します。

kms:RequestAlias
リクエスト内の KMS キーを識別するエイリアスに基づいて、KMS キーへのアクセスを許可または拒否し
ます。キーポリシー (p. 163)または IAM ポリシーで、kms:RequestAlias (p. 247) 条件キーを使用でき
ます。これは、エイリアスを使用してリクエスト内の KMS キーを識別するオペレーション、つまり 暗号
化オペレーション (p. 14)、DescribeKey、GetPublicKey に適用されます。CreateAlias または DeleteAlias
のようなエイリアスオペレーションには無効です。
条件キーで、エイリアス名 (p. 17)またはエイリアス名パターンを指定します。エイリアス ARN (p. 16) を
指定することはできません。
例えば、次のポリシーステートメントでは、プリンシパルが KMS キーに対して、指定されたオペレー
ションを使用できるようにします。アクセス許可は、KMS キーを識別する alpha を含むエイリアスをリ
クエストが使用する場合にのみ有効です。
{

"Sid": "Key policy using a request alias condition",
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}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/alpha-developer"
},
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"kms:RequestAlias": "alias/*alpha*"
}
}

次の認可済みプリンシパルからのサンプルリクエストは条件を満たします。ただし、これらの値が同じ
KMS キーを識別したとしても、キー ID (p. 16)、キー ARN (p. 16)、別のエイリアスが条件を満たさない可
能性があります。
$ aws kms describe-key --key-id "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/project-alpha"

kms:ResourceAliases
KMS キーに関連付けられたエイリアスに基づいて、エイリアスがリクエストで使用されていない場合で
も、KMS キーへのアクセスを許可または拒否します。kms:ResourceAliases (p. 248) 条件キーを使用
すると、alias/test* のようなエイリアスまたはエイリアスパターンを指定できるため、この条件キー
を IAM ポリシーで使用して、同じリージョン内の複数の KMS キーへのアクセスを制御できます。これ
は、KMS キーを使用する AWS KMS オペレーションに有効です。
例えば、次の IAM ポリシーでは、プリンシパルが 2 つの AWS アカウント で KMS キーの自動キーロー
テーションを管理できるようにします。ただし、アクセス許可は restricted で始まるエイリアスに関連
付けられた KMS キーにのみ適用されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AliasBasedIAMPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:EnableKeyRotation",
"kms:DisableKeyRotation",
"kms:GetKeyRotationStatus"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:*:111122223333:key/*",
"arn:aws:kms:*:444455556666:key/*"
],
"Condition": {
"ForAnyValue:StringLike": {
"kms:ResourceAliases": "alias/restricted*"
}
}
}
]

kms:ResourceAliases 条件はリクエストではなく、リソースの条件です。したがって、エイリアスを
指定しないリクエストは、引き続き条件を満たすことができます。
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次のリクエスト例は一致するエイリアスを指定し、条件を満たしています。
$ aws kms enable-key-rotation --key-id "alias/restricted-project"

ただし、次のリクエスト例では、指定された KMS キーに restricted で始まるエイリアスがあれば、そ
のエイリアスがリクエストで使用されなくても、条件を満たします。
$ aws kms enable-key-rotation --key-id "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"

AWS CloudTrail ログでのエイリアスの検索
エイリアスを使用して、AWS KMS API オペレーションで AWS KMS key を表すことができます。これ
を行うと、KMS キーのエイリアスとキー ARN がイベントの AWS CloudTrail ログエントリに記録されま
す。エイリアスが requestParameters フィールドに表示されます。キー ARN が resources フィール
ドに表示されます。これは、AWS サービスがアカウントで AWS マネージドキー を使用する場合にも当
てはまります。
例えば、次の GenerateDataKey リクエストでは、project-key エイリアスを使用して KMS キーを表し
ます。
$ aws kms generate-data-key --key-id alias/project-key --key-spec AES_256

このリクエストが CloudTrail ログに記録されると、ログエントリには実際に使用された KMS キーのエイ
リアスとキー ARN の両方が含まれます。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "ABCDE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/ProjectDev",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "FFHIJ",
"userName": "example-dev"
},
"eventTime": "2020-06-29T23:36:41Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "205.205.123.000",
"userAgent": "aws-cli/1.18.89 Python/3.6.10
Linux/4.9.217-0.1.ac.205.84.332.metal1.x86_64 botocore/1.17.12",
"requestParameters": {
"keyId": "alias/project-key",
"keySpec": "AES_256"
},
"responseElements": null,
"requestID": "d93f57f5-d4c5-4bab-8139-5a1f7824a363",
"eventID": "d63001e2-dbc6-4aae-90cb-e5370aca7125",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
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"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"

}

CloudTrail ログでの AWS KMS オペレーションのロギングの詳細については、AWS KMS による AWS
CloudTrail API 呼び出しのログ記録 (p. 88) を参照してください。

キーの表示
AWS Management Console または AWS Key Management Service (AWS KMS) API を使用して、ユー
ザーが管理する KMS キー、および AWS によって管理される KMS キーを含む AWS KMS keys を表示し
ます。
トピック
• コンソールで KMS キーを表示する (p. 48)
• API で KMS キーを表示する (p. 58)
• KMS キーの暗号化設定の表示 (p. 63)
• キー ID とキー ARN を検索する (p. 64)
• エイリアス名とエイリアス ARN を見つける (p. 65)

コンソールで KMS キーを表示する
AWS Management Console では、アカウントとリージョンの KMS キーのリストと、各 KMS キーの詳細
を表示できます。

Note
AWS KMS コンソールには、アカウントとリージョンで表示する許可 (p. 192) がある KMS
キーが表示されます。他の AWS アカウント の KMS キーは、表示、管理、および使用する許
可がある場合でも、コンソールには表示されません。他のアカウントの KMS キーを表示するに
は、DescribeKey オペレーションを使用します。
トピック
• キーテーブルへの移動 (p. 48)
• キーの詳細へ移動する (p. 49)
• KMS キーをソートおよびフィルタリングする (p. 49)
• KMS キーの詳細を表示する (p. 52)
• KMS キーテーブルをカスタマイズする (p. 56)

キーテーブルへの移動
各アカウントとリージョンの AWS KMS keys がテーブルに表示されます。作成する KMS キーと、AWS
サービスによって作成される KMS キー には別々のテーブルがあります。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ユーザーが作成および管理するアカウント内のキーを表示するには、ナビゲーションペインで
[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。AWS によって作成および管理
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されるアカウントのキーを表示するには、ナビゲーションペインで [AWS マネージドキー] を選択し
ます。KMS キーの各種タイプの詳細については、AWS KMS keys (p. 3) を参照してください。

Tip
エイリアスのない AWS マネージドキー (p. 5) を表示するには、[Customer managed keys]
(カスタマーマネージドキー) ページを使用します。
AWS KMS コンソールには、アカウントとリージョンのカスタムキーストアも表示されま
す。カスタムキーストアで作成した KMS キーは、[Customer managed keys] (カスタマーマ
ネージドキー) ページに表示されます。カスタムキーストアの詳細については、「カスタム
キーストア (p. 407)」を参照してください。

キーの詳細へ移動する
アカウントおよびリージョンのすべての AWS KMS key には詳細ページがあります 詳細ページには
KMS キーの [General configuration] (一般設定) セクションが表示され、ユーザーに [Cryptographic
configuration] (暗号化の設定) およびキーの [Key policy] (キーポリシー) の表示と管理を認可するタブが含
まれています。キーの種類によっては、詳細ページに [Aliases] (エイリアス)、[Key material] (キーマテリ
アル)、[Key rotation] (キーローテーション)、[Public key] (パブリックキー)、[Regionality] (リージョナリ
ティー)、[Tags] (タグ) タブが含まれる場合もあります。
KMS キーのキーの詳細ページに移動するには
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ユーザーが作成および管理するアカウント内のキーを表示するには、ナビゲーションペインで
[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。AWS によって作成および管
理されるアカウントのキーを表示するには、ナビゲーションペインで [AWS managed keys] (AWS マ
ネージドキー) を選択します。KMS キーの各種タイプの詳細については、AWS KMS key (p. 3) を参照
してください。

4.

キーの詳細ページを開くには、キーテーブルで KMS キーのキー ID またはエイリアスを選択します。
KMS キーに複数のエイリアスがある場合、エイリアスの概要 (+n 個追加) が、エイリアスの 1 つの名
前の横に表示されます。エイリアスのサマリーを選択すると、キーの詳細ページの Aliases (エイリア
ス) タブを直接表示します。

KMS キーをソートおよびフィルタリングする
コンソールで KMS キーを検索しやすくするために、キーテーブルをソートしてフィルタリングできま
す。
Sort
KMS キーを列の値で昇順または降順にソートできます。この機能は、テーブル内の KMS キーが現在
のテーブルページに表示されていない場合も、すべての KMS キーをソートします。
ソート可能な列は、列名の横の矢印で示されます。AWS マネージドキー ページでは、[Aliases] (エ
イリアス) または [Key ID] (キー ID) でソートできます。[Customer managed keys] (カスタマーマネー
ジドキー) ページでは、[Aliases] (エイリアス)、[Key ID] (キー ID)、または [Key type] (キータイプ) で
ソートできます。
昇順で並べ替えるには、矢印が上を向くように列見出しを選択します。降順で並べ替えるには、矢印
が下を向くように列見出しを選択します。一度に 1 つの列のみでソートすることができます。
例えば、デフォルトのエイリアスではなく、キー ID により昇順で KMS キーをソートできます。
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[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) ページの KMS キーを [Key type] (キータイプ)
で昇順にソートすると、すべての非対称キーがすべての対称キーの前に表示されます。
フィルター
KMS キーは、プロパティ値またはタグでフィルタリングできます。フィルターは、現在のテーブル
ページに表示されていない場合でも、テーブル内のすべての KMS キーに適用されます。フィルター
では、大文字と小文字は区別されません。
フィルタリング可能なプロパティがフィルターボックスに一覧表示されます。AWS マネージドキー
ページでは、エイリアスおよびキー IDでフィルタリングできます。[Customer managed keys] (カスタ
マーマネージドキー) ページでは、エイリアス、キー ID、キータイププロパティ、タグでフィルタリ
ングできます。
• AWS マネージドキー ページでは、エイリアスおよびキー IDでフィルタリングできます。
• [Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) ページでは、タグ、エイリアス、キー ID、
キータイプ、リージョナリティのプロパティでフィルタリングできます。
プロパティ値でフィルタリングするには、フィルター、プロパティ名の順に選択し、実際のプロパ
ティ値のリストから選択します。タグでフィルタリングするには、タグキーを選択し、実際のタグ値
のリストから選択します。プロパティまたはタグキーを選択した後、プロパティ値またはタグ値のす
べてまたは一部を入力することもできます。選択を行う前に、結果のプレビューが表示されます。
例えば、aws/e を含むエイリアス名で KMS キーを表示するには、フィルターボックス、[Alias (エイ
リアス)]、タイプ aws/e の順に選択し、Enter または Return を押してフィルターを追加します。

[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) ページに非対称 KMS キーのみを表示するに
は、フィルターボックスをクリックして、[Key type] (キータイプ)、[Key type: Asymmetric] (キータイ
プ: 非対称) の順に選択します。非対称オプションは、テーブルに非対称 KMS キーがある場合にのみ
表示されます。非対称 KMS キーの識別の詳細については、非対称 KMS キーの識別 (p. 331) を参照
してください。
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マルチリージョンキーのみを表示するには、[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー)
ページで、フィルターボックス、[Regionality] (リージョナリティー)、[Regionality: Multi-Region]
(リージョナリティー: マルチリージョン) の順に選択します。マルチリージョンキーオプションは、
テーブルにマルチリージョンキーがある場合にのみ表示されます。マルチリージョンキーの識別の詳
細については、マルチリージョンキーを表示する (p. 369) を参照してください。

タグのフィルタリングは少し異なります。特定のタグを持つ KMS キーのみを表示するには、フィル
ターボックス、タグキーの順に選択し、実際のタグ値の中から選択します。タグ値のすべてまたは一
部を入力することもできます。
結果のテーブルには、選択したタグを持つすべての KMS キーが表示されます。ただし、タグは表示
されません。タグを表示するには、KMS キーのキー ID またはエイリアスを選択し、その詳細ページ
で [Tags] (タグ) タブを選択します。これらのタブは、一般設定セクションにあります。
このフィルターには、タグキーとタグ値の両方が必要です。タグキーのみを入力しても、その値のみ
を入力しても KMS キーは検索されません。タグキー、値のすべてまたは一部でタグをフィルタリン
グするには、ListResourceTags オペレーションを使用してタグ付けされた KMS キーを取得し、プロ
グラミング言語のフィルタリング機能を使用します。例については、「ListResourceTags: KMS キー
のタグを取得する (p. 62)」を参照してください。
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テキストを検索するには、フィルターボックスに、エイリアス、キー ID、キータイプ、タグキーのす
べてまたは一部を入力します。(タグキーの選択後、タグ値を検索できます)。選択を行う前に、結果
のプレビューが表示されます。
例えば、KMS キーをタグキーまたはフィルタリング可能なプロパティの test で表示するには、フィ
ルターボックスの test を入力します。プレビューには、フィルターが選択する KMS キーが表示さ
れます。この場合、test はエイリアスのプロパティにのみ表示されます。

複数のフィルターを同時に使用できます。フィルターを追加する場合は、論理演算子を選択すること
もできます。

KMS キーの詳細を表示する
各 KMS キーの詳細ページには、KMS キーのプロパティが表示されます。KMS キーの種類によって若干異
なります。
KMS キーに関する詳細情報を表示するには、AWS マネージドキー または [Customer managed keys] (カ
スタマーマネージドキー) ページで、KMS キーのエイリアスまたはキー ID を選択します。
KMS キーの詳細ページには、KMS キーのベーシックプロパティを表示する [General configuration] (一般
設定) セクションがあります。これには、[Key policy] (キーポリシー)、[Cryptographic configuration] (暗号
化設定)、[Tags] (タグ)、[Key material] (キーマテリアル) (インポートされたキーマテリアルを持つ KMS
キーの場合)、[Key rotation] (キーローテーション) (対称暗号化 KMS キーの場合)、[Regionality] (リージョ
ナリティ) (マルチリージョンキーの場合)、および [Public key] (パブリックキー) (非対称 KMS キーの場合)
などの、KMS キーのプロパティを表示して編集できるタブもあります。
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次のリストでは、タブ内のフィールドを含め、詳細表示のフィールドについて説明します。これらの
フィールドの一部は、テーブル表示の列としても使用できます。
エイリアス
場所: [Aliases] (エイリアス) タブ
KMS キーのわかりやすい名前。エイリアスを使用して、コンソールおよび一部の AWS KMS API で
KMS キーを識別できます。詳細については、「エイリアスの使用 (p. 29)」を参照してください。
エイリアスタブは、AWS アカウント およびリージョンで KMS キーに関連付けられたすべてのエイリ
アスを表示します。
ARN
場所: [General configuration] (一般設定) セクション
KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)。この値は KMS キーを一意に識別します。この値を使用
して、AWS KMS API オペレーションで KMS キーを識別できます。
作成日
場所: [General configuration] (一般設定) セクション
KMS キーが作成された日時。この値は、デバイスの現地時間で表示されます。タイムゾーンはリー
ジョンに依存しません。
有効期限切れとは異なり、作成時は KMS キーのみを参照し、キーマテリアルは参照しません。
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CloudHSM クラスター ID
場所: [Cryptographic configuration] (暗号化設定) タブ
KMS キーのキーマテリアルを含む AWS CloudHSM クラスターのクラスター ID。このフィールド
は、AWS KMS のカスタムキーストア (p. 407)で KMS キーが作成された場合にのみ表示されます。
CloudHSM クラスター ID を選択すると、AWS CloudHSM コンソールでクラスターページが開きま
す。
カスタムキーストア ID
場所: [Cryptographic configuration] (暗号化設定) タブ
KMS キーを含むカスタムキーストア (p. 407)の ID。このフィールドは、AWS KMS カスタムキース
トアで KMS キーが作成された場合にのみ表示されます。
カスタムキーストア ID を選択すると、AWS KMS コンソールでカスタムキーストアページが開きま
す。
カスタムキーストア名
場所: [Cryptographic configuration] (暗号化設定) タブ
KMS キーを含むカスタムキーストア (p. 407)の名前。このフィールドは、AWS KMS カスタムキー
ストアで KMS キーが作成された場合にのみ表示されます。
説明
場所: [General configuration] (一般設定) セクション
書き込みおよび編集できる KMS キーの簡単な説明 (オプション)。カスタマーマネージドキーの説明
を追加または更新するには、上記の一般設定で編集を選択します。
暗号化アルゴリズム
場所: [Cryptographic configuration] (暗号化設定) タブ
AWS KMS で KMS キーとともに使用できる暗号化アルゴリズムを一覧表示します。このフィールド
は、[Key type] (キーのタイプ) が [Asymmetric] (非対称) で、[Key usage] (キーの用途) が [Encrypt and
decrypt] (暗号化と復号) の場合にのみ表示されます。AWS KMS がサポートする暗号化アルゴリズム
については、「SYMMETRIC_DEFAULT キー仕様 (p. 342)」および「暗号化および復号の RSA キー
仕様 (p. 335)」を参照してください。
有効期限日
場所:[キーマテリアル] タブ
KMS キーのキーマテリアルの有効期限が切れる日時。このフィールドは、インポートされたキー
マテリアル (p. 390)を持つ KMS キーに対してのみ表示されます。つまり、[Origin] (オリジン) が
[External] (外部) で、KMS キーに有効期限付きキーマテリアルがある場合です。
キーポリシー
場所: [Key policy] (キーポリシー) タブ
IAM ポリシー (p. 184)およびグラント (p. 195)とともに KMS キーへのアクセスを制御しま
す。KMS キーそれぞれに 1 つのキーポリシーがあります。これは、唯一の必須認証要素です。カスタ
マーマネージドキーのキーポリシーを変更するには、キーポリシータブで編集を選択します。詳細に
ついては、「the section called “キーポリシー” (p. 163)」を参照してください。
キーローテーション
場所: [Key rotation] (キーローテーション) タブ
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カスタマーマネージド KMS キー (p. 5)のキーマテリアルの自動ローテーション (p. 79)を有効化ま
たは無効化します。カスタマーマネージドキー (p. 5)のキーローテーションステータスを変更するに
は、[Key rotation] (キーローテーション) タブのチェックボックスを使用します。
AWS マネージドキー (p. 5)のキーマテリアルのローテーションを有効または無効にすることはできま
せん。AWS マネージドキーは毎年自動的にローテーションされます。
キー仕様
場所: [Cryptographic configuration] (暗号化設定) タブ
KMS キーのキーマテリアルのタイプ。AWS KMS は、対称暗号化 KMS キー
(SYMMETRIC_DEFAULT)、異なる長さの HMAC KMS キー、異なる長さの RSA KMS キー、異なる
曲線を持つ楕円曲線キーをサポートします。詳細については、「キー仕様 (p. 18)」を参照してくださ
い。
キーのタイプ
場所: [Cryptographic configuration] (暗号化設定) タブ
KMS キーが対称か非対称かを示します。
キーの用途
場所: [Cryptographic configuration] (暗号化設定) タブ
KMS キーを [Encrypt and decrypt] (暗号化および復号)、[Sign and verify] (署名および検証)、または
[Generate and verify MAC] (MAC の生成と検証) のどれに使用できるかを示します。詳細については、
「キーの用途 (p. 19)」を参照してください。
[Origin] (元)
場所: [Cryptographic configuration] (暗号化設定) タブ
KMS キーのキーマテリアルのソース。有効な値は、AWS KMS が生成するキーマテリアルの
[AWS_KMS]、インポートされたキーマテリアル (p. 390)の [EXTERNAL]、カスタムキースト
ア (p. 407)の KMS キーの [AWS_CloudHSM] です。
MAC アルゴリズム
場所: [Cryptographic configuration] (暗号化設定) タブ
AWS KMS で HMAC KMS キーと使用できる MAC アルゴリズムのリストです。このフィールド
は、[Key spec] (キーの仕様) が HMAC キー仕様 (HMAC_*) である場合にのみ表示されます。AWS
KMS がサポートする MAC アルゴリズムについては、「HMAC KMS キーの主な仕様 (p. 344)」を参
照してください。
プライマリキー
場所: [Regionality] (リージョナリティ) タブ
この KMS キーがマルチリージョンのプライマリキー (p. 355)であることを示します。認可された
ユーザーはこのセクションを使用して、別の関連するマルチリージョンキーにプライマリキーを変
更 (p. 372)できます。このフィールドは、KMS キーがマルチリージョンのプライマリキーである場
合にのみ表示されます。
パブリックキー
場所: [Public key] (パブリックキー) タブ
非対称 KMS キーのパブリックキーを表示します。承認されたユーザーは、このタブを使用してパブ
リックキーをコピーおよびダウンロード (p. 329)できます。
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リージョナリティー
場所: 一般設定セクションおよびリージョナリティータブ
KMS キーが単一リージョンキー、マルチリージョンのプライマリキー (p. 355)、またはマルチリー
ジョンのレプリカキー (p. 356)のいずれであるかを示します。このフィールドは、KMS キーがマル
チリージョンキーである場合にのみ表示されます。
関連するマルチリージョンキー
場所: [Regionality] (リージョナリティ) タブ
関連するすべてのマルチリージョンのプライマリキーとレプリカキー (p. 349) (現在の KMS キーを
除く) を表示します。このフィールドは、KMS キーがマルチリージョンキーである場合にのみ表示さ
れます。
プライマリキーの [Related multi-Region keys] (関連するマルチリージョンキー) セクションでは、承
認されたユーザーが新しいレプリカキーを作成 (p. 365)できます。
レプリカキー
場所: [Regionality] (リージョナリティ) タブ
この KMS キーがマルチリージョンのレプリカキー (p. 356)であることを示します。このフィールド
は、KMS キーがマルチリージョンのレプリカキーである場合にのみ表示されます。
署名アルゴリズム
場所: [Cryptographic configuration] (暗号化設定) タブ
AWS KMS で KMS キーとともに使用できる署名アルゴリズムを一覧表示します。このフィールド
は、[Key type] (キーのタイプ) が [Asymmetric] (非対称) で、[Key usage] (キーの用途) が [Sign and
verify] (署名と検証) の場合にのみ表示されます。AWS KMS がサポートする署名アルゴリズムについ
ては、「署名および検証用の RSA キー仕様 (p. 336)」および「楕円曲線のキー仕様 (p. 337)」を
参照してください。
ステータス
場所: [General configuration] (一般設定) セクション
KMS キーのキーステータス。KMS キーはステータスが有効の場合にのみ、暗号化オペレーショ
ン (p. 14)で使用できます。各 KMS キーステータスと KMS キーで実行されるオペレーションへの影響
の詳細については、AWS KMS キーのキーステータス (p. 153) を参照してください。
タグ
場所: [Tags] (タグ) タブ
KMS キーを記述するオプションのキーバリューペア。KMS キーのタグを追加または変更するには、
[Tags] (タグ) タブで [Edit] (編集) を選択します。
AWS リソースにタグを追加すると、使用量とコストがタグごとに集計されたコスト配分レポートが
AWS によって生成されます。タグは、KMS キーへのアクセスの制御にも使用できます。KMS キーの
タグ付けについては、キーのタグ付け (p. 68) および AWS KMS の ABAC (p. 261) を参照してく
ださい。

KMS キーテーブルをカスタマイズする
必要に応じて、AWS マネージドキー、および AWS Management Console の [Customer managed keys]
(カスタマーマネージドキー) ページに表示されるテーブルをカスタマイズできます。テーブルの列、各
ページ (ページサイズ) の AWS KMS keys の数、テキストの折り返しを選択できます。選択した設定は、
確認すると保存され、ページを開くたびに再適用されます。
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KMS キーテーブルをカスタマイズするには
1.

AWS マネージドキー または [Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) ページで、ペー
ジの右上隅にある設定アイコン (

2.

) を選択します。

[Preferences] (設定) ページで、必要な設定を選択してから [Confirm] (確認) を選択します。

ページサイズ設定を使用して、特に、スクロールしやすいデバイスを通常使用する場合、各ページに表示
される KMS キーの数を増やすことを検討します。
表示されるデータ列は、テーブル、ジョブロール、アカウントとリージョンでの KMS キーのタイプに
よって異なる場合があります。次の表に、推奨される設定を示します。列の説明については、「KMS キー
の詳細を表示する (p. 52)」を参照してください。

推奨される KMS キーテーブルの設定
KMS キーテーブルに表示される列をカスタマイズして、KMS キーに関する必要な情報を表示できます。
AWS マネージドキー
デフォルトでは、AWS マネージドキー テーブルにエイリアス、キー ID、ステータスの各列が表示さ
れます。これらの列は、ほとんどのユースケースに最適です。
対称暗号化 KMS キー
AWS KMS が生成したキーマテリアルを持つ対称暗号化 KMS キーのみを使用する場合は、[Aliases]
(エイリアス)、[Key ID] (キー ID)、[Status] (ステータス)、[Creation date] (作成日) の各列が最も役に立
つと思われます。
非対称 KMS キー
非対称 KMS キーを使用する場合は、[Aliases] (エイリアス)、[Key ID] (キー ID)、[Status] (ステータス)
列に加えて、[Key type] (キータイプ)、[Key spec] (キー仕様)、[Key usage] (キーの使用法) 列を追加す
ることを検討します。これらの列には、KMS キーが対称か非対称か、キーマテリアルのタイプ、KMS
キーを暗号化または署名に使用できるかが表示されます。
HMAC KMS キー
HMAC KMS キーを使用する場合は、[Aliases] (エイリアス)、[Key ID] (キー ID)、[Status] (ステー
タス) 列に加えて、[Key type] (キーのタイプ)、[Key spec] (キーの仕様)、[Key usage] (キーの使用)
列を追加することを検討します。これらの列は、KMS キーが HMAC キーであるかどうかを示しま
す。KMS キーをキーの仕様やキーの用途でソートすることはできないため、エイリアスとタグを使用
して HMAC キーを識別してから、AWS KMS コンソールのフィルタリング機能 (p. 49)を使用して
エイリアスまたはタグによるフィルタリングを実行します。
インポートされたキーマテリアル
インポートされたキーマテリアル (p. 390)を持つ KMS キーの場合、[Origin] (オリジン) および
[Expiration date] (有効期限日) 列を追加することを検討します これらの列には、KMS キーのキーマテ
リアルが AWS KMS によってインポートまたは生成されたかどうか、およびキーマテリアルの有効期
限が切れるタイミングが表示されます。[Creation date] (作成日)フィールドには、KMS キーが (キーマ
テリアルなしで) 作成された日付が表示されます。キーマテリアルの特性を反映していません。
カスタムキーストアのキー
KMS キーがカスタムキーストア (p. 407)にある場合、カスタムキーストア ID 列を追加することを検
討します。この列の値は、KMS キーがカスタムキーストア内にあること、およびどのカスタムキース
トアにあるかを示します。
マルチリージョンキー
マルチリージョンキー (p. 349)がある場合、リージョナリティー列を追加することを検討します。こ
れは、KMS キーが単一リージョンキー、マルチリージョンのプライマリキー (p. 355)、マルチリー
ジョンのレプリカキー (p. 356)のいずれであるかを示します。
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API で KMS キーを表示する
AWS Key Management Service (AWS KMS) API を使用して、KMS キーを表示できます。このセクショ
ンでは、既存の KMS キーに関する詳細を返すいくつかのオペレーションを示します。例では AWS
Command Line Interface (AWS CLI) を使用しますが、サポートされている任意のプログラミング言語を使
用できます。
トピック
• ListKeys: すべての KMS キーの ID と ARN の取得 (p. 58)
• DescribeKey: KMS キーの詳細情報の取得 (p. 58)
• GetKeyPolicy: KMS キーにアタッチされたキーポリシーの取得 (p. 59)
• ListAliases: KMS キーのエイリアス名と ARN の取得 (p. 60)
• ListResourceTags: KMS キーのタグを取得する (p. 62)

ListKeys: すべての KMS キーの ID と ARN の取得
ListKeys オペレーションは、アカウントとリージョンですべての KMS キーの ID と Amazon リソースネー
ム (ARN) を返します。
例えば、ListKeys オペレーションに対するこの呼び出しでは、架空のアカウントの各 KMS キーの ID と
ARN を返します。複数のプログラミング言語の例については、「KMS キーのキー ID とキー ARN を取得
する (p. 536)」を参照してください。
$ aws kms list-keys
{

"Keys": [
{
"KeyArn": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
{
"KeyArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321",
"KeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321"
},
{
"KeyArn": "arn:aws:kms:useast-2:111122223333:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d",
"KeyId": "1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d"
}
}

DescribeKey: KMS キーの詳細情報の取得
DescribeKey オペレーションは、指定された KMS キーの詳細を返します。KMS キーを識別するには、そ
のキー ID (p. 16)、キー ARN (p. 16)、エイリアス名 (p. 17)、エイリアス ARN (p. 16) を使用します。
発信者のアカウントとリージョンの KMS キーのみが表示される ListKeys オペレーションとは異なり、許
可されたユーザーは、DescribeKey オペレーションを使用して、他のアカウントの KMS キーに関する詳
細を取得できます。

Note
DescribeKey レスポンスは、同じ値を持つ KeySpec および CustomerMasterKeySpec メン
バーの両方を含みます。CustomerMasterKeySpec メンバーは非推奨です。
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例えば、DescribeKey に対するこの呼び出しは、対称暗号化 KMS キーに関する情報を返します。レ
スポンスのフィールドは、AWS KMS key の仕様 (p. 18)、キーの状態 (p. 153)、キーマテリアルのオ
リジン (p. 17)によって異なります。複数のプログラミング言語の例については、「AWS KMS key の表
示 (p. 534)」を参照してください。
$ aws kms describe-key --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
{

"KeyMetadata": {
"Origin": "AWS_KMS",
"KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"Description": "",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"Enabled": true,
"KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"KeyState": "Enabled",
"CreationDate": 1499988169.234,
"MultiRegion": false,
"Arn": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"AWSAccountId": "111122223333",
"EncryptionAlgorithms": [
"SYMMETRIC_DEFAULT"
]
}
}

この例では、署名と検証に使用される非対称 KMS キーで DescribeKey オペレーションを呼び出しま
す。レスポンスには、この KMS キーに対して AWS KMS がサポートする署名アルゴリズムが含まれま
す。
$ aws kms describe-key --key-id 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321
{

"KeyMetadata": {
"KeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"Origin": "AWS_KMS",
"Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321",
"KeyState": "Enabled",
"KeyUsage": "SIGN_VERIFY",
"CreationDate": 1569973196.214,
"Description": "",
"KeySpec": "ECC_NIST_P521",
"CustomerMasterKeySpec": "ECC_NIST_P521",
"AWSAccountId": "111122223333",
"Enabled": true,
"MultiRegion": false,
"KeyManager": "CUSTOMER",
"SigningAlgorithms": [
"ECDSA_SHA_512"
]
}
}

GetKeyPolicy: KMS キーにアタッチされたキーポリシーの取得
GetKeyPolicy オペレーションは、KMS キーにアタッチされたキーポリシーを取得します。KMS キーを識
別するには、そのキー ID またはキー ARN を使用します。ポリシー名も指定する必要があり、これは、常
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に default になります。(出力の読み込みが困難な場合には、コマンドに --output text オプションを
追加します。) GetKeyPolicy は発信者のアカウントとリージョンの KMS キーでのみ機能します。
複数のプログラミング言語の例については、「キーポリシーの取得 (p. 562)」を参照してください。
$ aws kms get-key-policy --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab --policy-name
default
{

}

"Version" : "2012-10-17",
"Id" : "key-default-1",
"Statement" : [ {
"Sid" : "Enable IAM policies",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action" : "kms:*",
"Resource" : "*"
} ]

ListAliases: KMS キーのエイリアス名と ARN の取得
ListAliases オペレーションは、アカウントとリージョンのエイリアスを返します。レスポンスの
TargetKeyId は、エイリアスが参照する KMS キーのキー ID (存在する場合) を示します。
デフォルトでは、ListAliases コマンドはアカウントとリージョンのすべてのエイリアスを返します。これ
には、お客様が作成してカスタマーマネージドキー (p. 3)に関連付けたエイリアスと、AWS が作成して
アカウントの AWS マネージドキー (p. 3) に関連付けたエイリアスが含まれます。AWS のエイリアスは
aws/dynamodb のような aws/<service-name> 形式を使用するので認識できます。
このレスポンスには、TargetKeyId フィールドがないエイリアスも含まれます (この例の aws/
redshift エイリアスなど)。これらは AWS が作成した定義済みのエイリアスですが、まだ KMS キーと
は関連付けられていません。
複数のプログラミング言語の例については、「エイリアスのリスト化 (p. 544)」を参照してください。
$ aws kms list-aliases
{

"Aliases": [
{
"AliasName": "alias/access-key",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/access-key",
"TargetKeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"CreationDate": 1516435200.399,
"LastUpdatedDate": 1516435200.399
},
{
"AliasName": "alias/financeKey",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/financeKey",
"TargetKeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"CreationDate": 1604958290.014,
"LastUpdatedDate": 1604958290.014
},
{
"AliasName": "alias/ECC-P521-Sign",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/ECC-P521-Sign",
"TargetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1693622000.704,
"LastUpdatedDate": 1693622000.704
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},
{

},
{

},
{

},
{

}

]

},

"AliasName": "alias/ImportedKey",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/ImportedKey",
"TargetKeyId": "1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d",
"CreationDate": 1493622000.704,
"LastUpdatedDate": 1521097200.235
"AliasName": "alias/aws/dynamodb",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/aws/dynamodb",
"TargetKeyId": "0987ab65-43cd-21ef-09ab-87654321cdef",
"CreationDate": 1521097200.454,
"LastUpdatedDate": 1521097200.454
"AliasName": "alias/aws/ebs",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/aws/ebs",
"TargetKeyId": "abcd1234-09fe-ef90-09fe-ab0987654321",
"CreationDate": 1466518990.200,
"LastUpdatedDate": 1466518990.200
"AliasName": "alias/aws/redshift",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/aws/redshift"

特定の KMS キーを参照するエイリアスを取得するには、KeyId パラメータを使用します。パラメータ
値には、キー ID (p. 16) または キー ARN (p. 16) を指定できます。エイリアス名 (p. 17)またはエイリアス
ARN (p. 16) を指定することはできません。
次の例のコマンドは、カスタマーマネージドキー (p. 5)を参照するエイリアスを取得します。ただし、こ
のようなコマンドを使用して、AWS マネージドキー (p. 5) を参照するエイリアスを検索することもできま
す。
$ aws kms list-aliases --key-id arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321
{
"Aliases": [
{
"AliasName": "alias/access-key",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/access-key",
"TargetKeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"CreationDate": 1516435200.399,
"LastUpdatedDate": 1516435200.399
},
{
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/financeKey",
"TargetKeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"AliasName": "alias/financeKey",
"CreationDate": 1604958290.014,
"LastUpdatedDate": 1604958290.014
},
]
}

AWS マネージドキー のエイリアスのみを取得するには、プログラミング言語の機能を使用して、レスポ
ンスをフィルタリングします。
$ aws kms list-aliases --query 'Aliases[?starts_with(AliasName, `alias/aws/`)]'
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ListResourceTags: KMS キーのタグを取得する
ListResourceTags オペレーションは、指定された KMS キーのタグを返します。API では 1 つの KMS
キーのタグを返しますが、コマンドをループで実行すると、アカウントとリージョン内のすべての KMS
キー、または選択した KMS キーのセットに対するタグを取得できます。 この API は一度に 1 ページず
つ返されるため、多数の KMS キーに多数のタグがある場合は、プログラミング言語のページ割りを使用
して、必要なタグをすべて取得する必要があります。
ListResourceTags オペレーションは、すべての KMS キーのタグを返しますが、AWS マネージド
キー (p. 5) はタグ付けされません。発信者のアカウントとリージョンの KMS キーでのみ機能します。
KMS キーのタグを検索するには、ListResourceTags オペレーションを使用します。KeyId パラメータ
は必須です。このオペレーションは、キー ID (p. 16) またはキー ARN (p. 16) を受け入れます。この例を実
行する前に、サンプルキー ARN を有効な ARN に置き換えます。
$ aws kms list-resource-tags --key-id arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
{
"Tags": [
{
"TagKey": "Department",
"TagValue": "IT"
},
{
"TagKey": "Purpose",
"TagValue": "Test"
}
],
"Truncated": false
}

ListResourceTags オペレーションを使用して、特定のタグ、タグキー、タグ値を持つアカウントおよ
びリージョンで、すべての KMS キーを取得します。これを行うには、プログラミング言語のフィルタリ
ング機能を使用します。
例えば、次の Bash スクリプトでは、ListKeys および ListResourceTags オペレーションを使用し
て、Project タグキーを持つアカウントおよびリージョンですべての KMS キーを取得します。これらの
オペレーションは両方とも、結果の最初のページのみを取得します。多数の KMS キーまたは多数のタグ
がある場合は、言語のページ割り機能を使用して、各オペレーションの結果全体を取得します。この例を
実行する前に、サンプルキー ID を有効な ID に置き換えます。
TARGET_TAG_KEY='Project'
for key in $(aws kms list-keys --query 'Keys[*].KeyId' --output text); do
key_tags=$(aws kms list-resource-tags --key-id "$key" --query "Tags[?TagKey==\`
$TARGET_TAG_KEY\`]")
if [ "$key_tags" != "[]" ]; then
echo "Key: $key"
echo "$key_tags"
fi
done

出力は、次の出力例のようにフォーマットされます。
Key: 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321
[
{
"TagKey": "Project",
"TagValue": "Gamma"
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}
]
Key: 1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d
[
{
"TagKey": "Project",
"TagValue": "Alpha"
}
]
Key: 0987ab65-43cd-21ef-09ab-87654321cdef
[
{
"TagKey": "Project",
"TagValue": "Alpha"
}
]

KMS キーの暗号化設定の表示
KMS キーの作成後、その暗号化設定を表示できます。KMS キーの作成後にその設定を変更することはで
きません。別の設定を使用したい場合は、KMS キーを削除して再度作成します。
AWS KMS コンソールで、または AWS KMS API を使用して、KMS キーの、キー仕様、キーの使用方法、
サポートされている暗号化アルゴリズムまたは署名アルゴリズムを含む暗号化設定を確認することができ
ます。詳細については、「非対称 KMS キーの識別 (p. 331)」を参照してください。
AWS KMS コンソールでは、各 KMS キーの詳細ページ (p. 52)に、KMS キーに関する暗号化の詳細を
表示する暗号化設定タブが含まれます。例えば次のイメージは、署名と検証に使用される RSA KMS キー
の暗号化設定タブを示しています。

AWS KMS API で、DescribeKey オペレーションを使用します。レスポンスの KeyMetadata 構造に
は、KMS キーの暗号化設定が含まれます。例えば、DescribeKey は、署名と検証に使用される RSA
KMS キーに対して次のレスポンスを返します。
{

"KeyMetadata": {
"Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"AWSAccountId": "111122223333",
"CreationDate": 1571767572.317,
"CustomerMasterKeySpec": "RSA_2048",
"Description": "",
"Enabled": true,
"KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
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}

}

"KeyManager": "CUSTOMER",
"KeyState": "Enabled",
"MultiRegion": false,
"Origin": "AWS_KMS",
"KeySpec": "RSA_2048",
"KeyUsage": "SIGN_VERIFY",
"SigningAlgorithms": [
"RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256",
"RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_384",
"RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_512",
"RSASSA_PSS_SHA_256",
"RSASSA_PSS_SHA_384",
"RSASSA_PSS_SHA_512"
]

キー ID とキー ARN を検索する
AWS KMS key を識別するには、キー ID (p. 16) または Amazon リソースネーム (キー ARN (p. 16)) を使用
します。暗号化オペレーション (p. 14)では、エイリアス名 (p. 17)またはエイリアス ARN (p. 16) を使用す
ることもできます。
AWS KMS がサポートする KMS キー識別子の詳細については、キー識別子 (KeyId) (p. 15) を参照してく
ださい。エイリアス名とエイリアス ARN を検索する方法については、「」を参照してください エイリア
ス名とエイリアス ARN を見つける (p. 65)。

キー ID と ARN を検索するには (コンソール)
1.
2.
3.

4.

AWS KMS コンソール (https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。
AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
ユーザーが作成および管理するアカウント内のキーを表示するには、ナビゲーションペインで
[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。AWS によって作成および管理さ
れるアカウントのキーを表示するには、ナビゲーションペインで [AWS マネージドキー] を選択しま
す。
KMS キーのキー ID (p. 16) を検索するには、KMS キーのエイリアスで始まる行を参照します。
デフォルトでは、[キー ID] 列がテーブルに表示されます。[キー ID] 列がテーブルに表示されない場合
は、「the section called “KMS キーテーブルをカスタマイズする” (p. 56)」で説明されている手順
に従って復元します。KMS キーの詳細ページで KMS キーのキー ID を表示することもできます。

5.

KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) を検索するには、キー ID またはエイリアスを選択しま
す。キー ARN (p. 16) が [General configuration] セクションに表示されます。
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キー ID とキー ARN (AWS KMS API) を検索するには
AWS KMS key のキー ID (p. 16) およびキー ARN (p. 16) を検索するには、ListKeys オペレーションを使
用します。複数のプログラミング言語の例については、「キー ID とキー ARN の取得 (p. 536)」 および
「キー ID とキー ARN の取得 (p. 58)」を参照してください。
ListKeys レスポンスには、アカウントとリージョンの各 KMS キーのキー ID とキー ARN が含まれま
す。
$ aws kms list-keys
{
"Keys": [
{
"KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"KeyArn": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
{
"KeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"KeyArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321"
}
]
}

エイリアス名とエイリアス ARN を見つける
エイリアスは、AWS KMS AWS KMS keys (p. 3) (KMS キー) のわかりやすい名前です。AWS KMS コン
ソールまたは AWS KMS API で、エイリアス名 (p. 17)およびエイリアス ARN (p. 16) を検索できます。
AWS KMS がサポートする KMS キー識別子の詳細については、キー識別子 (KeyId) (p. 15) を参照してく
ださい。キー ID とキー ARN の検索については、「」を参照してください キー ID とキー ARN を検索す
る (p. 64)。
トピック
• エイリアス名とエイリアス ARN を検索するには (コンソール) (p. 65)
• エイリアス名とエイリアス ARN を検索するには (AWS KMSAPI) (p. 65)

エイリアス名とエイリアス ARN を検索するには (コンソール)
AWS KMS コンソールには、KMS キーに関連付けられたエイリアスが表示されます。
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1.

AWS KMS コンソール (https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ユーザーが作成および管理するアカウント内のキーを表示するには、ナビゲーションペインで
[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。AWS によって作成および管理さ
れるアカウントのキーを表示するには、ナビゲーションペインで [AWS マネージドキー] を選択しま
す。

4.

エイリアス列には、各 KMS キーのエイリアスが表示されます。KMS キーにエイリアスがない場合
は、エイリアス列にダッシュ (-) が表示されます。
KMS キーに複数のエイリアスがある場合は、エイリアス列に、(+n 個以上)などのエイリアスの概要も
表示されます 。例えば、次の KMS キーには 2 つのエイリアスがあり、そのうちの 1 つは key-test
です。
KMS キーのすべてのエイリアスのエイリアス名とエイリアス ARN を検索するには、[Aliases] (エイリ
アス) タブを使用します。
• [Aliases] (エイリアス) タブに直接移動するには、[Aliases] (エイリアス) 列で、エイリアスの概要
(+n個以上) を選択します。エイリアスの概要は、KMS キーに複数のエイリアスがある場合にのみ表
示されます。
• または、KMS キーのエイリアスまたはキー ID を選択し (KMS キーの詳細ページが開きます)、
[Aliases] (エイリアス) タブを選択します。これらのタブは、[General configuration] (一般設定) セク
ションにあります。

5.

[Aliases] (エイリアス) タブには、KMS キーのすべてのエイリアスのエイリアス名とエイリアス ARN
が表示されます。このタブで、KMS キーのエイリアスを作成または削除することもできます。

66

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
エイリアス名とエイリアス ARN を見つける

エイリアス名とエイリアス ARN を検索するには (AWS KMSAPI)
AWS KMS key のエイリアス名 (p. 17)とエイリアス ARN (p. 16) を検索するには、ListAliases オペレー
ションを使用します。複数のプログラミング言語の例については、「エイリアスのリスト化 (p. 544)」
および「エイリアス名と ARN の取得 (p. 60)」を参照してください。
デフォルトでは、レスポンスにアカウントとリージョン内のすべてのエイリアスのエイリアス名とエイリ
アス ARN が示されます。特定の KMS キーのエイリアスのみを取得するには、KeyId パラメータを使用
します。
例えば、次のコマンドは、キー ID 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab を持つサンプル KMS
キーのエイリアスのみを取得します 。
$ aws kms list-aliases --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
{
"Aliases": [
{
"AliasName": "alias/key-test",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/key-test",
"TargetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1593622000.191,
"LastUpdatedDate": 1593622000.191
},
{
"AliasName": "alias/project-key",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/project-key",
"TargetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
"CreationDate": 1516435200.399,
"LastUpdatedDate": 1516435200.399
}
]
}
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キーの編集
AWS KMS コンソールおよび AWS KMS API で、カスタマーマネージドキー (p. 5)の次のプロパティを変
更できます。
AWS マネージドキー (p. 5) または AWS 所有のキー (p. 6) のプロパティを編集することはできません。こ
れらのキーはそれらを作成した AWS サービスによって管理されます。
説明
カスタマーマネージドキーの説明は、KMS キーの詳細ページ (p. 49)で、または
UpdateKeyDescription オペレーションを使用して変更できます。
コンソールでキーの説明を編集するには、KMS キーの詳細ページの右上隅にある [Edit] (編集) を選択
します。
キーポリシー
カスタマーマネージドキーの詳細ページ (p. 49)の [Key policy] (キーポリシー) タブで、または
PutKeyPolicy オペレーションを使用して、キーポリシー (p. 163)を変更できます。
詳細については、「キーポリシーの変更 (p. 180)」を参照してください。
タグ
AWS KMS コンソールの [Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) ページで、またはカ
スタマーマネージドキーの詳細ページ (p. 49)の [Tags] (タグ) タブで、タグ (p. 68)を作成および
削除できます TagResource、および UntagResource オペレーションを使用することもできます。
詳細については、「キーのタグ付け (p. 68)」を参照してください。
有効化と無効化
AWS KMS コンソールの [Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) ページで、またはカ
スタマーマネージドキーの詳細ページ (p. 49)で、KMS キーを有効化、および無効化できます。ま
たは、EnableKey および DisableKey オペレーションを使用できます。
詳細については、「キーの有効化と無効化 (p. 78)」を参照してください。
自動キーローテーション
カスタマーマネージドキーの詳細ページ (p. 49)の [Key rotation] (キーローテーション) タブで、ま
たは EnableKeyRotation および DisableKeyRotation オペレーションを使用して、キーローテーション
を自動で有効および無効にできます。
詳細については、「AWS KMS keys ローテーション (p. 79)」を参照してください。
以下も参照してください。
エイリアスの更新 (p. 37)

キーのタグ付け
AWS KMS では、KMS キーの作成 (p. 24)時に、カスタマーマネージドキー (p. 3)にタグを追加し
て、削除保留中 (p. 153)でない限り、既存の KMS キーにタグ付けまたはタグ解除 (p. 71)すること
ができます。他の AWS アカウント で、エイリアス、カスタムキーストア (p. 14)、AWS マネージド
キー (p. 3)、AWS 所有のキー (p. 6)、KMS キーにタグ付けはできません。タグはオプションですが、非常
に便利です。
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詳細については、「キーの作成 (p. 24)」および「キーの編集 (p. 68)」を参照してください。ベスト
プラクティス、タグ付け戦略、タグの形式と構文など、タグに関する一般情報については、Amazon Web
Services 全般のリファレンスの AWS リソースのタグ付けを参照してください。
トピック
• AWS KMS のタグについて (p. 69)
• コンソールで KMS キータグを管理する (p. 70)
• API オペレーションで KMS キータグを管理する (p. 71)
• タグへのアクセスを制御する (p. 73)
• タグを使用してKMS キーへのアクセスを制御する (p. 76)

AWS KMS のタグについて
タグ は、AWS リソースに割り当てる (または AWS が割り当てる) ことができるオプションのメタデータ
ラベルです。各タグは、 タグキーとタグ値で構成され、どちらも大文字と小文字が区別される文字列で
す。タグ値には、空の (null) 文字列を指定できます。リソースのそれぞれのタグには異なるタグキーが必
要ですが、同じタグを複数の AWS リソースに追加できます。各リソースには、最大 50 個のユーザーが作
成したタグを含めることができます。
AWS KMS では、KMS キーの作成 (p. 24)時に、カスタマーマネージドキー (p. 5)にタグを追加し
て、削除保留中 (p. 153)でない限り、既存の KMS キーにタグ付けまたはタグ解除 (p. 71)すること
ができます。他の AWS アカウント で、エイリアス、カスタムキーストア (p. 14)、AWS マネージド
キー (p. 5)、AWS 所有のキー (p. 6)、KMS キーにタグ付けはできません。タグはオプションですが、非常
に便利です。
例えば、Alpha プロジェクトに使用するすべての KMS キーと Amazon S3 バケットに
"Project"="Alpha" タグを追加できます。
TagKey
= "Project"
TagValue = "Alpha"

形式や構文など、タグに関する一般情報については、Amazon Web Services 全般のリファレンスの AWS
リソースのタグ付けを参照してください。
タグは、以下のことに役立ちます。
• AWS リソースの特定と整理。多くの AWS のサービスではタグ付けがサポートされるため、さまざまな
サービスからリソースに同じタグを割り当てて、リソースの関連を示すことができます。例えば、KMS
キー (p. 3)および Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリュームまたは AWS Secrets Manager
シークレットに同じタグを割り当てることができます。タグを使用して、オートメーションのために
KMS キーを識別することもできます。
• AWS のコストを追跡します。AWS リソースにタグを追加すると、使用量とコストがタグごとに集計さ
れたコスト配分レポートが AWS によって生成されます。この機能を使用して、プロジェクト、アプリ
ケーション、またはコストセンターの AWS KMS コストを追跡できます。
タグを使用したコスト配分の詳細については、AWS Billing ユーザーガイドのコスト配分タグの使用を参
照してください。タグキーとタグ値に適用されるルールの詳細については、AWS Billing ユーザーガイ
ドのユーザー定義タグの制限を参照してください。
• AWS リソースへのアクセスを制御します。タグに基づく KMS キーへのアクセス許可および拒否
は、AWS KMS がサポートする属性ベースのアクセスコントロール (p. 261) (ABAC) の一部です。タグ
に基づく AWS KMS keys へのアクセス制御の詳細については、タグを使用してKMS キーへのアクセス
を制御する (p. 76) を参照してください。AWS リソースへのアクセスを制御するタグ使用の詳細につ
いては、IAM ユーザーガイドのリソースタグを使用した AWS リソースへのアクセス制御を参照してく
ださい。
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AWS KMS は、TagResource (p. 126)、UntagResource (p. 126)、ListResourceTags オペレーション使
用時に、AWS CloudTrail ログへエントリを書き込みます。

コンソールで KMS キータグを管理する
AWS KMS コンソールで KMS キーを作成する (p. 24)ときに、KMS キーにタグを追加できます。コン
ソールの [Tags] (タグ) タブを使用して、カスタマーマネージドキーのタグを追加、編集、削除することも
できます。KMS キーのタグを追加、編集、表示、削除するにはアクセス許可が必要です。詳細について
は、「タグへのアクセスを制御する (p. 73)」を参照してください。

KMS キーの作成中にタグを追加する
コンソールで KMS キーを作成中にタグを追加するには、KMS キーを作成してコンソールで表示するため
に必要なアクセス許可に加えて、IAM ポリシーで kms:TagResource アクセス許可が必要です。少なくと
も、アクセス許可はアカウントとリージョン内のすべての KMS キーを対象にする必要があります。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。(AWS
マネージドキー のタグを管理することはできません)

4.

キータイプを選択し、[Next] (次へ) を選択します。

5.

エイリアスおよび説明 (オプション) を入力します。

6.

タグキーおよびタグ値 (オプション) を入力します。タグを追加するには、[Add tag] (タグの追加) を選
択します。タグを削除するには、[Remove] (削除) を選択します。新しい KMS キーのタグ付けが完了
したら、[Next] (次へ) を選択します。

7.

KMS キーの作成を完了します。

既存の KMS キーでタグを表示および管理する
コンソールでタグを追加、表示、編集、削除するには、KMS キーでタグ付け許可が必要です。この許可
は、KMS キーのキーポリシーから取得できます。または、キーポリシーで許可されている場合、KMS
キーを含む IAM ポリシーから取得できます。コンソールで KMS キーを表示するための許可に加えて、こ
れらの許可が必要です。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。(AWS
マネージドキー のタグを管理することはできません)

4.

テーブルフィルターを使用して、特定のタグを持つ KMS キーのみを表示できます。詳細について
は、「KMS キーをソートおよびフィルタリングする (p. 49)」を参照してください。

5.

KMS キーのエイリアスの横にあるチェックボックスをオンにします。

6.

[Key actions]、[Add or edit tags] の順に選択します。

7.

KMS キーの詳細ページで、[Tags] (タグ) タブを選択します。
• 最初のタグを作成するには、[Create tag] (タグの作成) を選択し、タグキー (必須)とタグ値 (オプ
ション) を入力して、[Save] (保存) を選択します。
タグ値を空白のままにすると、実際のタグ値は NULL または空の文字列になります。
• タグを追加するには、[Edit] (編集)、[Add tag] (タグの追加) の順に選択し、タグキーとタグ値を入力
して、[Save] (保存) を選択します。
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• タグの名前または値を変更するには、[Edit (編集)] を選択して変更を加えた後、[Save (保存)] を選択
します。
• タグを削除するには、[Edit (編集)] を選択します。そのタグの行で、[Remove (削除)] を選択してか
ら [Save (保存)] を選択します。
8.

変更を保存するには、[変更の保存] を選択します。

API オペレーションで KMS キータグを管理する
AWS Key Management Service (AWS KMS) API を使用して、管理する KMS キーのタグを追加、削除、一
覧表示できます。以下の例では AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用しますが、サポートされ
ている任意のプログラミング言語を使用することができます。AWS マネージドキー のタグ付けはできま
せん。
KMS キーのタグを追加、編集、表示、削除するには、アクセス許可が必要です。詳細については、「タグ
へのアクセスを制御する (p. 73)」を参照してください。
トピック
• CreateKey: 新しい KMS キーにタグを追加する (p. 71)
• TagResource: KMS キーのタグを追加または変更する (p. 71)
• ListResourceTags: KMS キーのタグを取得する (p. 72)
• UntagResource: KMS キーからタグを削除する (p. 72)

CreateKey: 新しい KMS キーにタグを追加する
カスタマーマネージドキーの作成時にタグを追加できます。タグを指定するには、CreateKey オペレー
ションの Tags パラメータを使用します。
KMS キーの作成時にタグを追加するには、発信者が IAM ポリシーで kms:TagResource アクセス許可を
取得する必要があります。少なくとも、アクセス許可はアカウントとリージョン内のすべての KMS キー
を対象にする必要があります。詳細については、「タグへのアクセスを制御する (p. 73)」を参照してく
ださい。
Tags パラメータ値の CreateKey は、大文字と小文字を区別するタグキーとタグ値のペアのコレクショ
ンです。KMS キーのそれぞれのタグは、異なるタグ名を持つ必要があります。タグ値は、NULL または空
の文字列にすることができます。
例えば、以下の AWS CLI コマンドは、Project:Alpha タグを持つ対称暗号化 KMS キーを作成します。
複数のキーと値のペアを指定する場合は、スペースを使用して各ペアを区切ります。
$ aws kms create-key --tags TagKey=Project,TagValue=Alpha

このコマンドが成功すると、新しい KMS キーに関する情報を含む KeyMetadata オブジェ
クトが返されます。ただし、KeyMetadata にはタグは含まれません。タグを取得するに
は、ListResourceTags (p. 72) オペレーションを使用します。

TagResource: KMS キーのタグを追加または変更する
TagResource オペレーションは KMS キーに 1 つ以上のタグを追加します。このオペレーションを使用し
て、別の AWS アカウント のタグを追加または編集することはできません。
タグを追加するには、新しいタグキーとタグ値を指定します。タグを編集するには、既存のタグキーと新
しいタグ値を指定します。KMS キーのそれぞれのタグは、異なるタグキーを持つ必要があります。タグ値
は、NULL または空の文字列にすることができます。
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例えば、次のコマンドでは、サンプルの KMS キーに Purpose タグおよび Department タグを追加しま
す。
$ aws kms tag-resource \
--key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--tags TagKey=Purpose,TagValue=Pretest TagKey=Department,TagValue=Finance

このコマンドが成功した場合、出力を返しません。タグを KMS キーで表示するには、ListResourceTags
オペレーションを使用します。
TagResource を使用して、既存のタグのタグ値を変更することもできます。タグ値を置き換えるには、同
じタグキーを異なる値に指定します。
例えば、このコマンドは Purpose タグの値 Pretest をからに変更します Test。
$ aws kms tag-resource \
--key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--tags TagKey=Purpose,TagValue=Test

ListResourceTags: KMS キーのタグを取得する
ListResourceTags オペレーションでは、KMS キーのタグを取得します。KeyId パラメータは必須です。
このオペレーションを使用して、別の AWS アカウント の KMS キーのタグを表示することはできませ
ん。
例えば、次のコマンドでは、サンプルの KMS キーのタグを取得します。
$ aws kms list-resource-tags --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

}

"Truncated": false,
"Tags": [
{
"TagKey": "Project",
"TagValue": "Alpha"
},
{
"TagKey": "Purpose",
"TagValue": "Test"
},
{
"TagKey": "Department",
"TagValue": "Finance"
}
]

UntagResource: KMS キーからタグを削除する
UntagResource オペレーションでは、KMS キーからタグを削除します。削除するタグを識別するには、
タグキーを指定します。このオペレーションを使用して、別の AWS アカウント の KMS キーからタグを
削除することはできません。
成功すると、 UntagResource オペレーションは出力を返しません。また、指定したタグキーが KMS
キーで見つからない場合、例外をスローしたり、レスポンスを返したりすることもありません。オペレー
ションが正常に機能したことを確認するには、 ListResourceTags オペレーションを使用します。
例えば、このコマンドでは、指定した KMS キーから Purpose タグとその値を削除します。
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$ aws kms untag-resource --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab --tag-keys Purpose

タグへのアクセスを制御する
タグを追加、表示、削除するには、AWS KMS コンソールまたは API を使用して、プリ
ンシパルがアクセス許可にタグ付けする必要があります。これらのアクセス許可はキー
ポリシー (p. 163)で付与できます。または、IAM ポリシー (VPC エンドポイントポリ
シー (p. 210)を含む) で付与することもできますが、キーポリシーが許可する場合に限られま
す (p. 169)。AWSKeyManagementServicePowerUser (p. 190) マネージドポリシーは、プリンシパルが
アカウントからアクセスできるすべての KMS キーで、タグ付け、タグ解除、タグの一覧表示を行うこと
を許可します。
タグの AWS グローバル条件キーを使用して、これらのアクセス許可を制限することもできます。AWS
KMS ではこれらの条件により、TagResource および UntagResource のようなタグ付けオペレーションへ
のアクセスを制御できます。

Note
タグとエイリアスを管理する許可をプリンシパルに付与する場合は注意が必要です。タグまたは
エイリアスを変更すると、カスタマーマネージドキーに対するアクセス許可が許可または拒否さ
れる可能性があります。詳細については、「AWS KMS の ABAC (p. 261)」および「タグを使用
してKMS キーへのアクセスを制御する (p. 76)」を参照してください。
サンプルポリシーおよび詳細については、IAM ユーザーガイドのタグキーに基づいたアクセス制御を参照
してください。
タグを作成および管理するためのアクセス許可は、次のように機能します。
kms:TagResource
プリンシパルにタグの追加または編集を許可します。KMS キーの作成中にタグを追加するには、プリ
ンシパルが特定の KMS キーに制限されない IAM ポリシーでアクセス許可を持っている必要がありま
す。
kms:ListResourceTags
プリンシパルが KMS キーのタグを表示できるようにします。
kms:UntagResource
プリンシパルが KMS キーからタグを削除できるようにします。

ポリシーのタグ付け許可
キーポリシーまたは IAM ポリシーでタグ付け許可を付与できます。例えば、次のキーポリシーの例では、
選択したユーザーに KMS キーに対するタグ付け許可が付与されます。これにより、サンプルの管理者
ロールまたはデベロッパーロールを引き受けることができるすべてのユーザーにタグを表示する許可が付
与されます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "example-key-policy",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable IAM policies",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
},
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{

}

]

"Sid": "Allow all tagging permissions",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:user/LeadAdmin",
"arn:aws:iam::111122223333:user/SupportLead"
]},
"Action": [
"kms:TagResource",
"kms:ListResourceTags",
"kms:UntagResource"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Allow roles to view tags",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:role/Administrator",
"arn:aws:iam::111122223333:role/Developer"
]},
"Action": "kms:ListResourceTags",
"Resource": "*"
}

プリンシパルに複数の KMS キーに対するタグ付け許可を付与するには、IAM ポリシーを使用します。こ
のポリシーを有効にするには、各 KMS キーのキーポリシーで、アカウントが IAM ポリシーを使用して
KMS キーへのアクセスを制御することを許可する必要があります。
例えば、次の IAM ポリシーではプリンシパルが KMS キーを作成することを許可します。指定したアカウ
ントのすべての KMS キーでタグを作成および管理することもできます。この組み合わせにより、プリン
シパルは CreateKey オペレーションのタグパラメータを使用して、KMS キー作成時に KMS キーにタグを
追加できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "IAMPolicyCreateKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": "kms:CreateKey",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "IAMPolicyTags",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:TagResource",
"kms:UntagResource",
"kms:ListResourceTags"
],
"Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*"
}
]

タグ付け許可を制限する
ポリシー条件 (p. 216)を使用して、タグ付け許可を制限できます。次のポリシー条
件を kms:TagResource および kms:UntagResource 許可に適用できます。例え
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ば、aws:RequestTag/tag-key 条件を使用して、プリンシパルが特定のタグのみを追加できる
ようにするか、プリンシパルが特定のタグキーを持つタグを追加しないように許可できます。ま
たは、kms:KeyOrigin 条件を使用して、プリンシパルがインポートされたキーマテリアルを持
つ (p. 390) KMS キーにタグ付けまたはタグ解除を行わないようにすることができます。
• aws:RequestTag
• aws:ResourceTag/tag-key (IAM ポリシーのみ)
• aws:TagKeys
• kms:CallerAccount (p. 221)
• kms:KeySpec (p. 240)
• kms:KeyUsage (p. 242)
• kms:KeyOrigin (p. 239)
• kms:ViaService (p. 253)
ベストプラクティスとして、タグを使用して KMS キーへのアクセスを制御する場合
は、aws:RequestTag/tag-key または aws:TagKeys 条件キーを使用して、許可するタグ (またはタグ
キー) を決定します。
例えば、次の IAM ポリシーは前述のものと似ています。ただしこのポリシーでは、プリンシパルはタグ
(TagResource) の作成とタグ UntagResource の削除を、Project タグキーを持つタグに対してのみ実
行できます。
TagResource および UntagResource リクエストは複数のタグを含む可能性があるた
め、ForAllValues または ForAnyValue 集合演算子をaws:TagKeys 条件で指定する必要がありま
す。ForAnyValue 演算子では、リクエスト内のタグキー 1 つ以上が、ポリシーのタグキーの 1 つと一致
する必要があります。ForAllValues 演算子では、リクエスト内のタグキーすべてが、ポリシーのタグ
キーの 1 つと一致する必要があります。ForAllValues 演算子はリクエストにタグがない場合も true を
返しますが、TagResource と UntagResource は、タグが指定されていない場合、失敗します。集合演算
子の詳細については、IAM ユーザーガイドの複数のキーと値の使用を参照してください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "IAMPolicyCreateKey",
"Effect": "Allow",
"Action": "kms:CreateKey",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "IAMPolicyViewAllTags",
"Effect": "Allow",
"Action": "kms:ListResourceTags",
"Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*"
},
{
"Sid": "IAMPolicyManageTags",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:TagResource",
"kms:UntagResource"
],
"Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {"aws:TagKeys": "Project"}
}
}
]
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}

タグを使用してKMS キーへのアクセスを制御する
KMS キーのタグに基づいて、AWS KMS keys へのアクセスを制御できます。例えば、プリンシパルが特
定のタグを持つ KMS キーのみを有効または無効にすることを許可する IAM ポリシーを書き込むことがで
きます。または、IAM ポリシーを使用して、KMS キーに特定のタグがない限り、プリンシパルが暗号化オ
ペレーションで KMS キーを使用しないようにすることもできます。
この機能は、属性ベースのアクセスコントロール (p. 261) (ABAC) の AWS KMS サポートの一部で
す。AWS リソースへのアクセスを制御するタグの使用に関する情報は、IAM ユーザーガイドの What is
ABAC for AWS? および Controlling Access to AWS Resources Using Resource Tags を参照してくださ
い。ABAC に関連するアクセス問題の解決方法については、AWS KMS の ABAC トラブルシューティン
グ (p. 264) を参照してください。

Note
タグとエイリアスの変更が KMS キーの認可に影響を及ぼすまでに最長 5 分かかることがありま
す。最近の変更は、認可に影響を与える前に API オペレーションで表示される場合があります。
AWS KMS は aws:ResourceTag/tag-key グローバル条件コンテキストキーをサポートします。これ
は、KMS キーのタグに基づいて KMS キーへのアクセスを制御できるようにします。複数の KMS キーに
同じタグを付けることができるため、この機能を使用すると、KMS キーの選択したセットにアクセス許可
を適用できます。それらのタグを変更することで、セット内の KMS キーを簡単に変更することもできま
す。
AWS KMS では、aws:ResourceTag/tag-key 条件キーは IAM ポリシーでのみサポートされます。これ
は、1 つの KMS キーだけに適用されるキーポリシー、または特定の KMS キーを使用しないオペレーショ
ン (ListKeys または ListAliases オペレーションなど) ではサポートされません。
タグを使用してアクセスを制御すると、シンプルでスケーラブルかつ柔軟な方法でアクセス許可を管理で
きます。ただし、適切に設計および管理されていない場合、KMS キーへのアクセスを誤って許可または拒
否する可能性があります。タグを使用してアクセスを制御する場合は、次の方法を検討します。
• タグを使用して、最小特権アクセスのベストプラクティスを強化します。IAM プリンシパルで、使用
または管理する必要がある KMS キーのみに対して、必要なアクセス許可のみを付与します。例えば、
タグを使用して、プロジェクトに使用する KMS キーにラベルを付けます。次に、プロジェクトタグで
KMS キーのみを使用する許可をプロジェクトチームに付与します。
• プリンシパルにタグを追加、編集、削除できる kms:TagResource および kms:UntagResource 許可
を付与する際は注意してください。タグを使用して KMS キーへのアクセスを制御する場合、タグを変
更すると、使用許可のない KMS キーに対する使用許可をプリンシパルに付与してしまう可能性があり
ます。他のプリンシパルがジョブを実行するために必要な KMS キーへのアクセスを拒否することもで
きます。キーポリシーを変更したり、権限を作成したりする許可を持たないキー管理者も、タグを管理
する許可があれば、KMS キーへのアクセスを制御できます。
可能な限り、ポリシー条件 (aws:RequestTag/tag-key または aws:TagKeys ～プリンシパルのタグ
付け許可の制限 (p. 74)など) を、特定の KMS キーの特定のタグまたはタグパターンに適用します。
• 現在、タグ付けおよびタグ解除の許可を持つプリンシパルを AWS アカウント で確認し、必要に応
じて調整します。例えば、コンソールのキー管理者のデフォルトキーポリシー (p. 169)は、KMS
キーの kms:TagResource および kms:UntagResource アクセス許可を含んでいます。IAM ポリ
シーでは、すべての KMS キーに対してタグ付けおよびタグ解除を許可する場合があります。例え
ば、AWSKeyManagementServicePowerUser (p. 190) マネージドポリシーは、プリンシパルがすべて
の KMS キーで、タグ付け、タグ解除、タグの一覧表示を行うことを許可します。
• タグに依存するポリシーを設定する前に、AWS アカウント で KMS キーのタグを確認します。含めるタ
グにのみポリシーが適用されることを確認します。CloudTrail ログ (p. 88)および CloudWatch アラー
ム (p. 86)を使用して、KMS キーへのアクセスに影響する可能性のある変更をタグ付けするようにア
ラートします。
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• タグベースのポリシー条件では、パターンマッチングを使用します。タグの特定のインスタンスには関
連付けられません。タグベースの条件キーを使用するポリシーは、パターンに一致するすべての新規お
よび既存のタグに影響します。ポリシー条件に一致するタグを削除して再作成すると、古いタグの場合
と同様に、新しいタグに条件が適用されます。
例えば、次の IAM ポリシーの例を考えてみます。アカウントがアジアパシフィック (シンガポール) リー
ジョンで "Project"="Alpha" タグを持つ KMS キーのみで、GenerateDataKeyWithoutPlaintext およ
び Decrypt オペレーションを呼び出すことを、プリンシパルに許可します。このポリシーは、サンプルの
Alpha プロジェクトでロールにアタッチできます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "IAMPolicyWithResourceTag",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "arn:aws:kms:ap-southeast-1:111122223333:key/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Project": "Alpha"
}
}
}
]

次の IAM ポリシーの例では、プリンシパルが、特定の暗号化オペレーションのために、アカウントで任意
の KMS キーを使用することを許可します。ただし、プリンシパルが "Type"="Reserved" タグのある、
または "Type" タグのない KMS キーにこれらの暗号化オペレーションを使用することを禁止します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "IAMAllowCryptographicOperations",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*"
],
"Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*"
},
{
"Sid": "IAMDenyOnTag",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*"
],
"Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Type": "Reserved"
}
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]

}

}
},
{
"Sid": "IAMDenyNoTag",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*"
],
"Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*",
"Condition": {
"Null": {
"aws:ResourceTag/Type": "true"
}
}
}

キーの有効化と無効化
カスタマーマネージドキーの有効化と無効化を行うことができます。KMS キー を作成すると、そのキー
はデフォルトで有効になります。KMSキーを無効にすると、再度有効にするまで暗号化オペレーショ
ン (p. 14)で使用できなくなります。
一時的で簡単に元に戻せるため、KMS キーを無効にすることは、破壊的で元に戻せないアクションである
KMS キーを削除することの安全な代替手段です。KMS キーを削除することを検討している場合は、まず
それを無効にして、CloudWatch アラーム (p. 149)または、暗号化されたデータを復号するためにキーを
使用する必要がないことを確実にするための同様のメカニズムを設定します。
AWS マネージドキー (p. 5) または AWS 所有のキー (p. 6) を有効化および無効化することはできませ
ん。AWS マネージドキー は、AWS KMS を使用するサービス (p. 475)での使用が永続的に有効になって
います。AWS 所有のキー は、それらを所有するサービスによってのみ管理されます。

Note
AWS KMS は無効になっているカスタマーマネージドキーのキーマテリアルをローテーションし
ません。詳細については、「キーの自動ローテーションの仕組み (p. 81)」を参照してくださ
い。
トピック
• KMS キーの有効化と無効化 (コンソール) (p. 78)
• KMS キーの有効化と無効化 (AWS KMS API) (p. 79)

KMS キーの有効化と無効化 (コンソール)
AWS KMS コンソールを使用して、カスタマーマネージドキー (p. 5)の有効化と無効化を行うことができま
す。
1.
2.
3.
4.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。
AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
ナビゲーションペインで、[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。
有効または無効にする KMS キーのチェックボックスをオンにします。
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5.

KMS キーを有効にするには、[Key actions (キーアクション)]、[Enable (有効)] の順に選択しま
す。KMS キーを無効にするには、[Key actions (キーアクション)]、[Disable (無効)] の順に選択しま
す。

KMS キーの有効化と無効化 (AWS KMS API)
EnableKey オペレーションは、無効な AWS KMS key を有効にします。以下の例では AWS Command
Line Interface (AWS CLI) を使用しますが、サポートされている任意のプログラミング言語を使用すること
ができます。key-id パラメータは必須です。
このオペレーションはどのような出力も返しません。キーのステータスを確認するには、DescribeKey オ
ペレーションを使用します。
$ aws kms enable-key --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

DisableKey オペレーションは有効な KMS キーを無効にします。key-id パラメータは必須です。
$ aws kms disable-key --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

このオペレーションはどのような出力も返しません。キーのステータスを確認するには、DescribeKey オ
ペレーションを使用し、Enabled フィールドを参照してください。
$ aws kms describe-key --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
{
"KeyMetadata": {
"Origin": "AWS_KMS",
"KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"Description": "",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"MultiRegion": false,
"Enabled": false,
"KeyState": "Disabled",
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"CreationDate": 1502910355.475,
"Arn": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"AWSAccountId": "111122223333"
"KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"EncryptionAlgorithms": [
"SYMMETRIC_DEFAULT"
]
}
}

AWS KMS keys ローテーション
暗号化のベストプラクティスでは、暗号化キーの広範な再利用を推奨していません。カスタマーマネージ
ドキー (p. 5)の新しい暗号化マテリアルを作成するには、新しい KMS キーを作成し、アプリケーションま
たはエイリアスを変更して新しい KMS キーを使用します。または、既存の KMS キーの自動キーローテー
ションを有効にすることができます。
KMS キーの自動キーローテーションを有効にすると、AWS KMS は KMS キーの新しい暗号化マテリアル
を毎年生成します。AWS KMS に古い暗号化マテリアルはすべて永続的に保存されるため、KMS キーで暗
号化されたすべてのデータを復号することができます。AWS KMS は KMS キーが削除される (p. 143)ま

79

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
キーをローテーションします

で、ローテーションされたキーマテリアルを削除しません。KMS キーのキーマテリアルに関するローテー
ションの追跡 (p. 82)は、Amazon CloudWatch とAWS CloudTrail で実行することができます。
データの暗号化にローテーションされた KMS キーを使用する場合、AWS KMS は現在のキーマテリアル
を使用します。暗号文の復号にローテーションされた KMS キーを使用する場合、AWS KMS はそのテキ
ストの暗号化に使用されたキーマテリアルのバージョンを使用します。キーマテリアルの特定のバージョ
ンをリクエストすることはできません。AWS KMS は適切なキーマテリアルを使用して復号を透過的に
実行するため、ローテーションされた KMS キーは、コードを変更することなくアプリケーションおよび
AWS のサービス で安全に使用することができます。
ただし、自動キーローテーションは、KMS キーで保護されるデータには効果がありません。自動ローテー
ションは KMS キーが生成したデータキーのローテーションや KMS キーで保護されたデータの再暗号化を
実行せず、漏洩したデータキーの影響を軽減しません。
AWS KMS が自動キーローテーションをサポートするのは、AWS KMS が作成するキーマテリアルを持
つ対称暗号化 KMS キー (p. 6)のみです。カスタマーマネージド KMS キー (p. 81)については、自動ロー
テーションはオプションになります。AWS KMS は常に、AWS マネージド KMS キー (p. 81)のキーマ
テリアルのローテーションを毎年実行します。AWS 所有の KMS キー (p. 82)のローテーションはそれ
ぞれ異なります。

Note
AWS マネージドキー のローテーション間隔は 2022 年 5 月に変更されました。詳細について
は、「AWS マネージドキー (p. 81)」を参照してください。
キーローテーションは、暗号化操作で使用される暗号化シークレットであるキーマテリアルのみを変更し
ます。KMS キーは、そのキーマテリアルの変更の有無や回数に関わらず、同じ論理リソースのままです。
次のイメージに示されているように、KMS キーのプロパティは変更されまません。

自動キーローテーションには次の利点があります。
• キー ID (p. 16)、キー ARN (p. 16)、リージョン、ポリシー、アクセス許可などの KMS キーのプロパ
ティは、キーがローテーションされても変更されません。
• KMS キーのキー ID またはキー ARN を参照するアプリケーションまたはエイリアスを変更する必要は
ありません。
• キーマテリアルのローテーションは、どの AWS のサービスでの KMS キーの使用にも影響しません。
• キーローテーションを有効にすると、AWS KMS によって KMS キーが毎年自動的にローテーションさ
れます。更新を覚えている、またはスケジュールする必要はありません。
新しい KMS キーを作成し、元の KMS キーの代わりに使用することを決定することができます。これ
には、既存の KMS キーでキーマテリアルをローテーションするのと同じ効果があり、多くの場合、手
動キーローテーション (p. 84)を使用します。キーローテーションのスケジュールを制御する場合
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は、手動ローテーションすることをお勧めします。これは、非対称 KMS キー (p. 324)、HMAC KMS
キー (p. 342)、カスタムキーストア (p. 407)内の KMS キー、およびインポートされたキーマテリア
ル (p. 79)を持つ KMS キーなど、自動キーローテーションの対象にならない KMS キーをローテーショ
ンする手段も提供します。
キーローテーションと料金
AWS KMS では、KMS キー用に維持されるキーマテリアルの各バージョンに対して月額料金が発生しま
す。詳細については、「AWS Key Management Service の料金表」を参照してください。
キーローテーションとクォータ
各 KMS キーは、キーリソースのクォータを計算するときに、ローテーションされたキーマテリアルの
バージョン数に関係なく、1 つのキーとしてカウントされます。
キーマテリアルとローテーションの詳細については、AWS Key Management Service 暗号化の詳細を参照
してください。
トピック
• キーの自動ローテーションの仕組み (p. 81)
• キーの自動ローテーションを有効または無効にする方法 (p. 83)
• 手動でのキーローテーション (p. 84)

キーの自動ローテーションの仕組み
AWS KMS のキーローテーションは、透過的で使いやすいように設計された暗号化のベストプラクティス
です。AWS KMS は、カスタマーマネージドキー (p. 5)に対してのみ、オプションの自動キーローテーショ
ンをサポートします。
キーマテリアルの管理
AWS KMS は、キーローテーションが無効になっている場合でも、KMS キーのすべてのキーマテリア
ルを保持します。AWS KMS は KMS キーが削除されたときにのみ、キーマテリアルを削除します。
キーマテリアルの使用
データの暗号化にローテーションされた KMS キーを使用する場合、AWS KMS は現在のキーマテリ
アルを使用します。暗号文の復号にローテーションされた KMS キーを使用する場合、AWS KMS は
暗号化に使用したものと同じバージョンのキーマテリアルを使用します。キーマテリアルの特定の
バージョンをリクエストすることはできません。
キーマネージャーの相違点
自動キーローテーションオプションは、キーマネージャーに応じて異なります。
カスタマーマネージドキー
自動キーローテーションは、カスタマーマネージドキー (p. 5)に対してデフォルトで無効になっ
ていますが、認可されたユーザーが有効化または無効化することができます。自動キーローテー
ションを有効化 (または再有効化) すると、AWS KMS は、有効にした日から 1 年 (約 365 日) 後
に KMS キーを自動的にローテーションして、その後も毎年ローテーションを実行します。
AWS マネージドキー
AWS KMS は、AWS マネージドキーの自動ローテーションを毎年実行します (約 365 日間
隔)。AWS マネージドキー (p. 5)のキーローテーションを有効化または無効化することはできませ
ん。

Note
2022 年 5 月、AWS KMS は AWS マネージドキー のローテーションスケジュールを 3
年 (約 1,095 日間隔) ごとから毎年 (約 365 日間隔) に変更しました。
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新しい AWS マネージドキーは、作成日から 1 年後に自動的にローテーションされ、そ
れ以降はほぼ 1 年ごとにローテーションされます。
既存の AWS マネージドキーは、直近のローテーションから 1 年後にローテーションさ
れ、その後毎年ローテーションされます。
AWS 所有のキー
AWS 所有のキーのキーローテーションを有効化または無効化することはできません。AWS 所有
のキー のキーローテーション (p. 79)方式は、キーを作成および管理する AWS サービスによっ
て決定されます。詳細については、サービスのユーザーガイドまたはデベロッパーガイドの「保
管時の暗号化 」トピックを参照してください。
サポートされる KMS キータイプ
自動キーローテーションがサポートされるのは、AWS KMS が生成するキーマテリアルを持つ対称暗
号化 KMS キー (p. 6) (オリジン = AWS_KMS) のみです。
自動キーローテーションは、次のタイプの KMS キーではサポートされませんが、これらの KMS キー
は手動でローテーション (p. 84)できます。
• 非対称 KMS キー (p. 325)
• HMAC KMS キー (p. 342)
• カスタムキーストア (p. 407)の KMS キー
• インポートされたキーマテリアル (p. 390)を持つ KMS キー
マルチリージョンキー
自動キーローテーションをマルチリージョンキー (p. 349)で有効および無効にできます。プロパティ
はプライマリキーにのみ設定します。AWS KMS がキーを同期すると、プライマリキーからレプリカ
キーにプロパティ設定がコピーされます。プライマリキーのキーマテリアルをローテーションさせる
と、AWS KMS はそのキーマテリアルをすべてのレプリカキーに自動的にコピーします。詳細につい
ては、「マルチリージョンキーをローテーションする (p. 376)」を参照してください。
無効にされた KMS キー
KMS キーが無効になっている間、AWS KMS は KMS キーをローテーションしません。ただし、キー
ローテーションのステータスは変更されず、KMS キーが無効の間は変更することができません。KMS
キーが再有効化され、そのキーマテリアルが 1 年以上前のものである場合、AWS KMS はそれを直ち
にローテーションしてから、その後毎年ローテーションします。キーマテリアルが 1 年未満のもので
ある場合、AWS KMS は元のキーローテーションのスケジュールを再開します。
削除保留中の KMS キー
KMS キーが削除保留中の場合、AWS KMS はローテーションを実行しません。キーローテーションの
ステータスは false に設定されています。削除が保留中の場合は変更することができません。削除を
キャンセルすると、以前のキーローテーションのステータスが元に戻ります。キーマテリアルが 1 年
以上前のものである場合、AWS KMS はそれを直ちにローテーションしてから、その後毎年ローテー
ションします。キーマテリアルが 1 年未満のものである場合、AWS KMS は元のキーローテーション
のスケジュールを再開します。
AWS のサービス
AWS サービスのサーバー側の暗号化に使用するカスタマーマネージドキー (p. 5)で、自動キーロー
テーションを有効にできます。年間ローテーションは透過的で、AWS のサービスと互換性がありま
す。
キーローテーションのモニタリング
AWS KMS が AWS マネージドキー (p. 5) またはカスタマーマネージドキー (p. 5)のキーマテリアルを
自動的にローテーションすると、KMS CMK Rotation イベントが Amazon EventBridge に書き込ま
れ、RotateKey イベント (p. 121)が AWS CloudTrail ログに書き込まれます。これらのレコードを使
用して、KMS キーがローテーションされたことを確認できます。
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結果整合性
自動キーローテーションは、他の AWS KMS 管理オペレーションと同じ結果整合性の影響下にありま
す。新しいキーマテリアルが AWS KMS 全体で使用可能になるまで、若干の遅延が生じることがあり
ます。ただし、キーマテリアルのローテーションにより、暗号化オペレーションが中断または遅延す
ることはありません。新しいキーマテリアルが AWS KMS 全体で使用可能になるまで、現在のキーマ
テリアルが暗号化オペレーションで使用されます。マルチリージョンキーのキーマテリアルが自動的
にローテーションされると、関連するマルチリージョンキーを持つすべてのリージョンで新しいキー
マテリアルが使用可能になるまで、AWS KMS は現在のキーマテリアルを使用します。

キーの自動ローテーションを有効または無効にする方
法
認可されたユーザーが AWS KMS コンソールまたは AWS KMS API を使用して、自動キーローテーション
を有効化または無効化し、キーローテーションステータスを表示することができます。
自動キーローテーションを有効にすると、AWS KMS は、有効にした日から 1 年後に KMS キーのキーマ
テリアルをローテーションし、その後毎年ローテーションします。
トピック
• キーローテーションの有効化と無効化 (コンソール) (p. 83)
• キーローテーションを有効化および無効化する (AWS KMS API) (p. 84)

キーローテーションの有効化と無効化 (コンソール)
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。
(AWS マネージドキー のローテーションを有効化または無効化することはできません。これらのロー
テーションは毎年自動的に行われます。)

4.

KMS キーのエイリアスまたは キー ID を選択します。

5.

[キーローテーション] タブを選択します。
[Key rotation] (キーローテーション) タブは、マルチリージョン (p. 376)の対称暗号化 KMS キー
など、AWS KMS が生成したキーマテリアルを持つ対称暗号化 KMS キー ([Origin] (オリジン) が
[AWS_KMS]) の詳細ページにのみ表示されます。
非対称 KMS キー、HMAC KMS キー、インポートされたキーマテリアル (p. 390)を持つ KMS
キー、またはカスタムキーストア (p. 407)内の KMS キーを自動的にローテーションすることはでき
ません。ただし、手動でローテーション (p. 84)することはできます。

6.

[Automatically rotate this KMS key every year] (この KMS キーを毎年自動的にローテーションする)
チェックボックスをオンまたはオフにします。

Note
KMS キーが無効または削除保留中の場合は [Automatically rotate this KMS key every year]
(この KMS キーを毎年自動的にローテーションする) のチェックボックスはオフになっていま
す。これを変更することはできません。KMS キーを有効にするか削除をキャンセルすると、
キーローテーションのステータスが復元されます。詳細については、「キーの自動ローテー
ションの仕組み (p. 81)」および「AWS KMS キーのキーステータス (p. 153)」を参照し
てください。
7.

[Save] を選択します。
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キーローテーションを有効化および無効化する (AWS KMS API)
AWS Key Management Service (AWS KMS) API を使用して、自動キーローテーションを有効および無効
にし、すべてのカスタマーマネージドキーの現在のローテーションステータスを表示できます。以下の例
では AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用していますが、サポートされている任意のプログラ
ミング言語を使用できます。
EnableKeyRotation オペレーションでは、指定された KMS キーの自動キーローテーションが有効になりま
す。Dis ableKeyRotation オペレーションによって無効になります。これらのオペレーションで KMS キー
を識別するには、そのキー ID (p. 16) またはキー ARN (p. 16) を使用します。デフォルトでは、カスタマー
マネージドキーのキーローテーションは無効になっています。
以下の例は、指定された対称暗号化 KMS キーでキーローテーションを有効にし、GetKeyRotationStatus
オペレーションを使用して結果を表示します。それから、キーローテーションを無効にし、再
度、GetKeyRotationStatus を使用して変更を確認します。
$ aws kms enable-key-rotation --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
$ aws kms get-key-rotation-status --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
{
"KeyRotationEnabled": true
}
$ aws kms disable-key-rotation --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
$ aws kms get-key-rotation-status --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
{
"KeyRotationEnabled": false
}

手動でのキーローテーション
自動キーローテーションを有効にする代わりに、新しい KMS キーを作成して、現在の KMS キーの代わ
りに使用することができます。新しい KMS キーが現在の KMS キーと異なる暗号化マテリアルを持つ場
合、新しい KMS キーを使用すると、既存の KMS キーでキーマテリアルを変更するのと同じ効果がありま
す。1 つの KMS キーを別のものと置き換えるプロセスは、手動キーローテーションと呼ばれます。
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ローテーションの頻度をコントロールできるように、手動でキーをローテーションする方がよい場合があ
ります。これは、非対称 KMS キー、HMAC KMS キー、カスタムキーストア (p. 407)内の KMS キー、
およびインポートされたキーマテリアル (p. 390)を持つ KMS キーなど、自動キーローテーションの対象
ではない KMS キーに適したソリューションでもあります。

Note
新しい KMS キーの使用を開始する際は、AWS KMS が元の KMS キーによって暗号化されたデー
タを復号できるよう、必ず元の KMS キーを有効なままにしてください。
KMS キーを手動で更新すると、アプリケーションの KMS キー ID または キーの ARN へのリファレンス
も更新する必要があります。KMS キーにわかりやすい名前を関連付けられるエイリアス (p. 29)が、こ
のプロセスを容易にします。エイリアスを使用して、アプリケーションの KMS キーを参照します。続い
て、アプリケーションが使用する KMS キーを変更するには、アプリケーションのコードを編集する代わ
りに、エイリアスのターゲット KMS キーを変更します。詳細については、「アプリケーションでのエイ
リアスの使用 (p. 39)」を参照してください。

Note
手動で更新された KMS キーの最新バージョンを指すエイリアス
は、DescribeKey、Encrypt、GenerateDataKey、GenerateDataKeyPair、GenerateMac、および
Sign オペレーションに適しています。DisableKey または ScheduleKeyDeletion のような、KMS
キーを管理するオペレーションでは、エイリアスは許可されていません。
手動で更新された対称暗号化 KMS キーに対する Decrypt オペレーションを呼び出すときは、コ
マンドの KeyId パラメータを省略します。暗号文を暗号化した KMS キーを、AWS KMS が自動
的に使用します。
非対称 KMS キーで Decrypt または Verify を呼び出す場合や、HMAC KMS キーで VerifyMac を
呼び出す場合は、KeyId パラメータが必要です。キーが手動で更新された場合など、暗号化オペ
レーションを実行する KMS キーをもはや指していないエイリアスが、KeyId パラメータの値に
なっている場合には、これらのリクエストは失敗します。このエラーを回避するには、オペレー
ションごとに正しい KMS キーを追跡して、指定する必要があります。
エイリアスのターゲット KMS キーを変更するには、UpdateAlias オペレーションを AWS KMS API で使
用します。例えば、このコマンドでは、新しい KMS キーを指すように alias/TestKey エイリアスを更
新します。オペレーションは出力を返さないため、この例では ListAliases オペレーションを使用して、エ
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イリアスが異なる KMS キーと関連付けられ、LastUpdatedDate フィールドが更新されたことを示しま
す。ListAliases コマンドは、AWS CLI の query パラメータを使用して、alias/TestKey エイリアスの
みを取得します。
$ aws kms list-aliases --query 'Aliases[?AliasName==`alias/TestKey`]'
{
"Aliases": [
{
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/TestKey",
"AliasName": "alias/TestKey",
"TargetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1521097200.123,
"LastUpdatedDate": 1521097200.123
},
]
}
$ aws kms update-alias --alias-name alias/TestKey --target-key-id 0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321
$ aws kms list-aliases --query 'Aliases[?AliasName==`alias/TestKey`]'
{
"Aliases": [
{
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/TestKey",
"AliasName": "alias/TestKey",
"TargetKeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"CreationDate": 1521097200.123,
"LastUpdatedDate": 1604958290.722
},
]
}

AWS KMS keys のモニタリング
モニタリングは、AWS KMS の AWS KMS keys の可用性、ステータス、使用状況を理解し、AWS ソ
リューションの信頼性、可用性、パフォーマンスを維持するうえで重要な要素です。AWS ソリューション
のすべてのパートからモニタリングデータを収集すると、マルチポイント障害が発生した場合にそれをデ
バッグするのに役立ちます。ただし、KMS キーのモニタリングをスタートする前に、以下の質問に対する
回答を反映したモニタリング計画を作成する必要があります。
• どのような目的でモニタリングしますか?
• どのリソースをモニタリングしますか?
• どのくらいの頻度でこれらのリソースをモニタリングしますか?
• 使用するモニタリングツール (p. 87)は ?
• 誰がモニタリングタスクを実行しますか?
• 問題が発生したときに誰が通知を受け取りますか ?
次のステップでは、KMS キーを経時的にモニタリングして、環境内での通常の AWS KMS の使用および
想定のベースラインを確立します。KMS キーをモニタリングする際に、過去のモニタリングデータを保存
し、現在のデータと比較することで、通常パターンと異常パターンを識別して、問題に対処する方法を考
案できるようにします。
例えば、KMS キーに影響を与える AWS KMS API アクティビティとイベントをモニタリングできます。
データが、確立基準を上回ったり、下回ったりする場合、修正作業を調査、または実行する必要が生じる
場合があります。
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通常のパターンのベースラインを確立するには、次の項目をモニタリングします。

• データプレーンオペレーション用の AWS KMS API アクティビティ。これは、KMS キーを使用する暗号
化オペレーション (p. 14) (Decrypt、Encrypt、ReEncrypt、GenerateDataKey など) です。
• 重要なコントロールプレーンオペレーションのための AWS KMS API アクティビティ。こ
れらのオペレーションはKMS キーを管理し、KMS キーの可用性を変更するオペレーション
(ScheduleKeyDeletion、CancelKeyDeletion、DisableKey、EnableKey、ImportKeyMaterial、DeleteImportedKeyMater
など) をモニタリングします。または、KMS キーのアクセスコントロール (PutKeyPolicy および
RevokeGrant など) を変更します。
• 他の AWS KMS メトリクス (インポートされたキーマテリアル (p. 390)が有効期限切れになるまでの残
り時間など) およびイベント (インポートされたキーマテリアルの有効期限切れ、または KMS キーの削
除やキーのローテーションなど)。

モニタリングツール
AWS は、KMS キーのモニタリングに使用できる各種のツールを提供します。これらのツールの中には、
自動モニタリングを設定できるものもあれば、手オペレーションを必要とするものもあります。モニタリ
ングタスクをできるだけ自動化することをお勧めします。

自動モニタリングツール
次の自動化されたモニタリングツールを使用して KMS キーを監視し、変更が生じたときに報告させるこ
とができます。
• AWS CloudTrail ログモニタリング — アカウント間でログファイルを共有し、CloudTrail ログファイル
を CloudWatch Logs に送信してリアルタイムでモニタリングし、CloudTrail 処理ライブラリを使用して
ログ処理アプリケーションに書き込みをし、CloudTrail による配信後にログファイルが変更されていな
いことを検証します。詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドの「CloudTrail ログファイルの
オペレーション」を参照してください。
• Amazon CloudWatch アラーム - 指定した期間にわたって単一のメトリクスをモニタリングし、複数の
期間にわたる特定のしきい値に対するメトリクスの値に基づいて 1 つ以上のアクションを実行します。
アクションは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックまたは Amazon EC2 Auto
Scaling のポリシーに送信される通知です。CloudWatch アラームは、特定の状態にあるという理由だ
けでアクションを呼び出すことはありません。状態が変更され、指定された期間維持されている必要が
あります。詳細については、「Amazon CloudWatch によるモニタリング (p. 138)」を参照してくださ
い。
• Amazon EventBridge — イベントを照合し、1 つ以上のターゲット関数またはストリームにルーティ
ングして、状態情報をキャプチャし、必要に応じて変更または修正措置を講じます。詳細について
は、Amazon EventBridge を使用した のモニタリング (p. 140) および「Amazon EventBridge ユーザー
ガイド」を参照してください。
• Amazon CloudWatch Logs – AWS CloudTrail またはその他のソースのログファイルをモニタリングして
保存し、それらにアクセスします。詳細については、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」を
参照してください。

手動モニタリングツール
KMS キーのモニタリングにおいてもう 1 つの重要な部分は、CloudWatch アラームおよびイベント
でカバーされない項目を手動でモニタリングすることです。AWS KMS、CloudWatch、AWS Trusted
Advisor、AWS ダッシュボードには、AWS 環境の状態が一目でわかるビューが表示されます。
[AWS マネージドキー] および AWS KMS コンソールの [Customer managed keys] (カスタマーマネージド
キー) ページをカスタマイズ (p. 48)して、各 KMS キーに関する次の情報を表示できます。
• キー ID
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• ステータス
• 作成日
• 有効期限 (インポートされたキーマテリアル (p. 390)を持つ KMS キーの場合)
• [Origin] (元)
• カスタムキーストア ID (カスタムキーストア (p. 407)のKMS キーの場合)
CloudWatch コンソールのダッシュボード には、以下が表示されます。
• 現在のアラームとステータス
• アラームとリソースのグラフ
• サービスのヘルスステータス
また、CloudWatch を使用して以下のことを行えます。
• 重視するサービスをモニタリングするためのカスタマイズしたダッシュボードを作成します
• メトリクスデータをグラフ化して、問題のトラブルシューティングを行い、傾向を確認する
• AWS リソースのすべてのメトリクスを検索して、参照する
• 問題があることを通知するアラームを作成/編集する
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。
詳細については、「AWS Trusted Advisor」を参照してください。

AWS KMS による AWS CloudTrail API 呼び出しのロ
グ記録
AWS KMS は、ユーザー、ロール、その他の AWS のサービスが AWS KMS へのすべての呼び出しを記録
するサービスである AWS CloudTrail と統合されています。CloudTrail は、AWS KMS コンソールからの呼
び出し、AWS KMS API、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、AWS Tools for PowerShell を含むイ
ベントとして、AWS KMS へのすべての API コールをキャプチャします。
CloudTrail は、ListAliases や GetKeyRotationStatus などの読み取り専用オペレーション、CreateKey や
PutKeyPolicy などの KMS キーを管理するオペレーション、GenerateDataKey や Decrypt などの暗号化オ
ペレーション (p. 14)を含む、すべての AWS KMS オペレーションを記録します。
CloudTrail は成功したオペレーションと失敗した呼び出しの試行 (発信者がリソースへのアクセスを拒否さ
れた場合など) を記録します。他のアカウントの KMS キー (p. 267)に対するオペレーションは、発信者
のアカウントと KMS キー所有者のアカウントの両方にログ記録されます。ただし、アクセスが拒否され
たために拒否されたクロスアカウント AWS KMS リクエストは、呼び出し元のアカウントにのみ記録され
ます。
セキュリティ上の理由から、AWS KMS ログエントリ (Encrypt リクエストの Plaintext パラメー
タ、GetKeyPolicy への応答、すべての暗号化オペレーションなど) から省略されるフィールドもありま
す。
デフォルトでは、すべての AWS KMS アクションが CloudTrail イベントとして記録されます
が、CloudTrail 追跡から AWS KMS アクションを除外できます。詳細については、「」を参照してくださ
い証跡からの AWS KMS イベントの除外 (p. 89)
トピック
• CloudTrail でのログ記録イベント (p. 89)
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• 証跡からの AWS KMS イベントの除外 (p. 89)
• AWS KMS ログエントリの例 (p. 90)

CloudTrail でのログ記録イベント
CloudTrail は、アカウント作成時に AWS アカウント で有効になります。AWS KMS でアクティビティ
が発生すると、そのアクティビティは [Event history] (イベント履歴) の他の AWS のサービスのイベント
とともに CloudTrail イベントに記録されます。最近のイベントは、 で表示、検索、ダウンロードできま
すAWS アカウント 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 KMS のイベントなど、AWS アカウント のイベントの継続的な記録については、追跡を作成しま
す。追跡により、CloudTrail はログファイルを Amazon S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、
コンソールで追跡を作成するときに、追跡がすべてのリージョンに適用されます。証跡は AWS パーティ
ションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した Amazon S3 バケットにログファ
イルを配信します。さらに、CloudTrail ログで収集したイベントデータをより詳細に分析し、それに基づ
く対応するためにその他の AWS のサービスを設定できます。詳細については、次を参照してください。
• 証跡を作成するための概要
• CloudTrail のサポート対象サービスと統合
• Amazon SNS の CloudTrail の通知の設定
• 「複数のリージョンから CloudTrail ログファイルを受け取る」および「複数のアカウントから
CloudTrail ログファイルを受け取る」
CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。KMS キーの使用を
モニタリングするその他の方法については、AWS KMS keys のモニタリング (p. 86) を参照してくださ
い。
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。同一性情報は次の
判断に役立ちます。
• リクエストが、ルートまたは IAM ユーザー認証情報を使用して送信されたか。
• リクエストが、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの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行われたか。
詳細については、「CloudTrail userIdentity Element」(CloudTrail userIdentity 要素) を参照してください。

証跡からの AWS KMS イベントの除外
ほとんどの AWS KMS ユーザーは、AWS KMS リソースの使用と管理のレコードを提供するため
に、CloudTrail 追跡内のイベントに依存します。追跡は、AWS KMS keys の作成、無効化、削除、および
キーポリシーの変更、ユーザーに代わって AWS のサービスが行う KMS キーの使用など、重要なイベント
を監査するための貴重なデータソースになります。場合によっては、CloudTrail ログエントリのメタデー
タ (暗号化オペレーションの暗号化コンテキスト (p. 20)など) が、エラーを回避または解決するために役立
ちます。
ただし、AWS KMS では多数のイベントを生成できるため、AWS CloudTrail では証跡から AWS KMS イ
ベントを除外できます。この証跡単位の設定では、すべての AWS KMS イベントが除外されます。特定の
AWS KMS イベントを除外することはできません。

Warning
CloudTrail ログから AWS KMS イベントを除外すると、KMS キーを使用するアク
ションが隠されることがあります。このオペレーションを実行するために必要な
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cloudtrail:PutEventSelectors アクセス許可をプリンシパルに与えるときは注意してくだ
さい。
証跡から AWS KMS イベントを除外するには:
• CloudTrail コンソールでは、追跡の作成時または追跡の更新時に、[Log Key Management Service
events] (Key Management Service のイベントを記録) 設定を使用します。手順については、AWS
CloudTrail ユーザーガイドの Logging Management Events with the AWS Management Console を参照
してください。
• CloudTrail API では、PutEventSelectors オペレーションを実行しま
す。ExcludeManagementEventSources 属性を kms.amazonaws.com の値でイベントセレクタに追
加します。例については、AWS CloudTrail ユーザーガイドのExample: A trail that does not log AWS Key
Management Service events を参照してください。
この除外は、コンソール設定または証跡のイベントセレクタを変更することでいつでも無効にできます。
その後、証跡は AWS KMS イベントの記録を開始します。ただし、除外が有効である間に発生した AWS
KMS イベントはリカバリできません。
コンソールまたは API を使用して AWS KMS イベントを除外すると、それにより実行される CloudTrail
PutEventSelectors の API オペレーションも CloudTrail ログに記録されます。AWS KMS イ
ベントが CloudTrail ログに表示されない場合は、ExcludeManagementEventSources 属性が
kms.amazonaws.com に設定されている PutEventSelectors イベントを探します。

AWS KMS ログエントリの例
AWS KMS は、AWS KMS オペレーションを呼び出したとき、および AWS のサービスがユーザーに代
わってオペレーションを呼び出したときに、CloudTrail ログにエントリを書き込みます。AWS KMS は、
オペレーションを呼び出すときにもエントリを書き込みます。例えば、削除をスケジュールした KMS
キーを削除する (p. 101)と、エントリが書き込まれます。
次のトピックでは、AWS KMS オペレーションの CloudTrail ログエントリの例を示します。
トピック
• CancelKeyDeletion (p. 91)
• ConnectCustomKeyStore (p. 92)
• CreateAlias (p. 93)
• CreateCustomKeyStore (p. 93)
• CreateGrant (p. 94)
• CreateKey (p. 95)
• Decrypt (p. 97)
• Decrypt (エンクレーブから) (p. 99)
• DeleteAlias (p. 99)
• DeleteCustomKeyStore (p. 100)
• 期限切れのキーのマテリアルを削除 (p. 101)
• 削除キー (p. 101)
• DescribeCustomKeyStores (p. 103)
• DescribeKey (p. 103)
• DisableKey (p. 104)
• DisableKeyRotation (p. 105)
• DisconnectCustomKeyStore (p. 105)
• EnableKey (p. 106)
• EnableKeyRotation (p. 107)
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• 暗号化 (p. 107)
• GenerateDataKey (p. 108)
• GenerateDataKey (エンクレーブから) (p. 109)
• GenerateDataKeyPair (p. 109)
• GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext (p. 110)
• GenerateDataKeyWithoutPlaintext (p. 111)
• GenerateMac (p. 111)
• GenerateRandom (p. 112)
• GenerateRandom (エンクレーブから) (p. 113)
• GetKeyPolicy (p. 113)
• GetParametersForImport (p. 114)
• ImportKeyMaterial (p. 115)
• ListAliases (p. 115)
• ListGrants (p. 116)
• PutKeyPolicy (p. 117)
• ReEncrypt (p. 117)
• ReplicateKey (p. 118)
• RetireGrant (p. 120)
• RevokeGrant (p. 120)
• RotateKey (p. 121)
• ScheduleKeyDeletion (p. 122)
• Sign (p. 124)
• SynchronizeMultiRegionKey (p. 125)
• TagResource (p. 126)
• UntagResource (p. 126)
• UpdateAlias (p. 127)
• UpdateCustomKeyStore (p. 128)
• UpdateKeyDescription (p. 128)
• UpdatePrimaryRegion (p. 129)
• VerifyMac (p. 130)
• Verify (p. 131)
• Amazon EC2 の例1 (p. 132)
• Amazon EC2 の例 2 (p. 133)

CancelKeyDeletion
次の例は、CancelKeyDeletion オペレーションを呼び出して生成された AWS CloudTrail ログエントリを示
しています。AWS KMS keys の削除の詳細については、「AWS KMS keys を削除する (p. 143)」を参照
してください。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
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"eventTime": "2020-07-27T21:53:17Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "CancelKeyDeletion",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": {
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"requestID": "e3452e68-d4b0-4ec7-a768-7ae96c23764f",
"eventID": "d818bf03-6655-48e9-8b26-f279a07075fd",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

ConnectCustomKeyStore
次の例は、AWS CloudTrail オペレーションを呼び出して生成された ConnectCustomKeyStore ログエン
トリを示しています。カスタムキーストアの接続に関する詳細については、「カスタムキーストアの接続
および切断 (p. 422)」を参照してください。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2021-10-21T20:17:32Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "ConnectCustomKeyStore",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"customKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0"
},
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"customKeyStoreName": "ExampleKeyStore",
"clusterId": "cluster-1a23b4cdefg"
},
"requestID": "abcde9e1-f1a3-4460-a423-577fb6e695c9",
"eventID": "114b61b9-0ea6-47f5-a9d2-4f2bdd0017d5",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
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}

"recipientAccountId": "111122223333"

CreateAlias
次の例は、CreateAlias オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。resources 要
素には、エイリアスと KMS キーリソースのフィールドが含まれます。AWS KMS でのエイリアスの作成
については、エイリアスの作成 (p. 32) を参照してください。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2022-08-14T23:08:31Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "CreateAlias",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"aliasName": "alias/ExampleAlias",
"targetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"requestID": "caec1e0c-ce03-419e-bdab-6ab1f7c57c01",
"eventID": "2dd6e784-8286-46a6-befd-d64e5a02fb28",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/ExampleAlias"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

CreateCustomKeyStore
次の例は、CreateCustomKeyStore オペレーションを呼び出して生成された AWS CloudTrail ログエン
トリを示しています。カスタムキーストアの作成に関する詳細については、「カスタムキーストアの作
成 (p. 414)」を参照してください。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
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"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"

}

},
"eventTime": "2021-10-21T20:17:32Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "CreateCustomKeyStore",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"customKeyStoreName": "ExampleKeyStore",
"clusterId": "cluster-1a23b4cdefg"
},
"responseElements": {
"customKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0"
},
"requestID": "abcde9e1-f1a3-4460-a423-577fb6e695c9",
"eventID": "114b61b9-0ea6-47f5-a9d2-4f2bdd0017d5",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333"

CreateGrant
次の例は、CreateGrant オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。AWS KMS での
許可の作成の詳細については、「AWS KMS でのグラント (p. 195)」を参照してください。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-11-04T00:53:12Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "CreateGrant",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"constraints": {
"encryptionContextSubset": {
"ContextKey1": "Value1"
}
},
"operations": ["Encrypt",
"RetireGrant"],
"granteePrincipal": "EX_PRINCIPAL_ID"
},
"responseElements": {
"grantId": "f020fe75197b93991dc8491d6f19dd3cebb24ee62277a05914386724f3d48758"
},
"requestID": "f3c08808-63bc-11e4-bc2b-4198b6150d5c",
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}

"eventID": "5d529779-2d27-42b5-92da-91aaea1fc4b5",
"readOnly": false,
"resources": [{
"ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"

CreateKey
これらの例は、CreateKey オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。
CreateKey ログエントリは、ReplicateKey リクエストの CreateKey リクエストまたは CreateKey オ
ペレーションによって生成されます。
以下は、対称暗号化 KMS キー (p. 6)を作成する CreateKey オペレーションの CloudTrail ログエントリを
示す例です。KMS キー作成の詳細については、キーの作成 (p. 24) を参照してください。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2022-08-10T22:38:27Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "CreateKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"description": "",
"origin": "EXTERNAL",
"bypassPolicyLockoutSafetyCheck": false,
"customerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"keySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"keyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT"
},
"responseElements": {
"keyMetadata": {
"AWSAccountId": "111122223333",
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"arn": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"creationDate": "Aug 10, 2022, 10:38:27 PM",
"enabled": false,
"description": "",
"keyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"keyState": "PendingImport",
"origin": "EXTERNAL",
"keyManager": "CUSTOMER",
"customerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"keySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"encryptionAlgorithms": [
"SYMMETRIC_DEFAULT"
],
"multiRegion": false
}
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},
"requestID": "1aef6713-0223-4ff7-9a6d-781360521930",
"eventID": "36327b37-f4f6-40a9-92ab-48064ec905a2",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

次の例は、AWS CloudHSM カスタムキーストア (p. 407)で対称 KMS キーを作成する CreateKey オペ
レーションの CloudTrail ログを示しています。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2021-10-14T17:39:50Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "CreateKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"bypassPolicyLockoutSafetyCheck": false,
"origin": "AWS_CLOUDHSM",
"keySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"customerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"customKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
"description": ""
},
"responseElements": {
"keyMetadata": {
"aWSAccountId": "111122223333",
"keyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321",
"creationDate": "Oct 14, 2021, 5:39:50 PM",
"enabled": true,
"description": "",
"keyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"keyState": "Enabled",
"origin": "AWS_CLOUDHSM",
"customKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
"cloudHsmClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"keyManager": "CUSTOMER",
"customerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"keySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"encryptionAlgorithms": [
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"SYMMETRIC_DEFAULT"
],
"multiRegion": false

}
},
"additionalEventData": {
"backingKey": "{\"keyHandle\":\"19\",\"backingKeyId\":\"backing-key-id\"}"
},
"requestID": "4f0b185c-588c-4767-9e90-c618f7e13cad",
"eventID": "c73964b8-703d-49e4-bd9e-f773d0ee1e65",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

Decrypt
これらの例は、Decrypt オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。
Decrypt オペレーションの CloudTrail ログエントリには、リクエストで暗号化アルゴリズムが指定されて
いなくても、常に requestParameters に encryptionAlgorithm が含まれます。リクエスト内の暗
号化テキストとレスポンス内のプレーンテキストは省略されます。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2020-07-27T22:58:24Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"encryptionContext": {
"Department": "Engineering",
"Project": "Alpha"
}
},
"responseElements": null,
"requestID": "12345126-30d5-4b28-98b9-9153da559963",
"eventID": "abcde202-ba1a-467c-b4ba-f729d45ae521",
"readOnly": true,
"resources": [
{
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"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

次の例の CloudTrail ログエントリでは、AWS CloudHSM カスタムキーストア (p. 407)の KMS キーを使
用した Decrypt オペレーションが記録されています。カスタムキーストアの KMS キーを使用した暗号
化オペレーションのすべてのログエントリには、customKeyStoreId を持つ [additionalEventData]
フィールドが含まれます。この値はリクエストで指定されていません。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2021-10-26T23:41:27Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"requestParameters": {
"encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"encryptionContext": {
"Department": "Development",
"Purpose": "Test"
}
},
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"customKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0"
},
"requestID": "e1b881f8-2048-41f8-b6cc-382b7857ec61",
"eventID": "a79603d5-4cde-46fc-819c-a7cf547b9df4",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}
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Decrypt (エンクレーブから)
次の例は、Nitro Enclaves SDK の kms-decrypt オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示
しています。kms-decrypt API は、エンクレーブからの署名付き証明ドキュメントを含む AWS KMS
Decrypt オペレーションをパラメータで呼び出します。
AWS Nitro Enclaves は Amazon EC2 の機能で、エンクレーブと呼ばれる隔離されたコンピューティング
環境を作成して、機密性の高いデータを保護および処理することを可能にします。AWS Nitro Enclaves お
よび Nitro Enclaves と AWS KMS の統合についての詳細は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイドの Nitro Enclaves を参照してください。
エンクレーブで呼び出しが発生すると、CloudTrail ログは、エンクレーブの測定値を表示する受信者デー
タを含めます。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2020-07-27T22:58:24Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"recipient": {
"attestationDocumentModuleId": "i-123456789abcde123-enc123456789abcde12",
"attestationDocumentEnclaveImageDigest":
"ee0d451a2ff9aaaa9bccd07700b9cab123a0ac2386ef7e88ad5ea6c72ebabea840957328e2ec890b408c9b06cb8ebe6a",
}
},
"requestID": "b4a65126-30d5-4b28-98b9-9153da559963",
"eventID": "e5a2f202-ba1a-467c-b4ba-f729d45ae521",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

DeleteAlias
次の例は、DeleteAlias オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。エイリアスの削
除については、を参照してください エイリアスの削除 (p. 38)。
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{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2014-11-04T00:52:27Z"
}
}
},
"eventTime": "2014-11-04T00:52:27Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteAlias",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"aliasName": "alias/my_alias"
},
"responseElements": null,
"requestID": "d9542792-63bc-11e4-bc2b-4198b6150d5c",
"eventID": "12f48554-bb04-4991-9cfc-e7e85f68eda0",
"readOnly": false,
"resources": [{
"ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:alias/my_alias",
"accountId": "111122223333"
},
{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

DeleteCustomKeyStore
次の例は、DeleteCustomKeyStore オペレーションを呼び出して生成された AWS CloudTrail ログエン
トリを示しています。カスタムキーストアの作成に関する詳細については、「カスタムキーストアの削
除 (p. 426)」を参照してください。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2021-10-21T20:17:32Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteCustomKeyStore",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
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}

"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"customKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0"
},
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"customKeyStoreName": "ExampleKeyStore",
"clusterId": "cluster-1a23b4cdefg"
},
"requestID": "abcde9e1-f1a3-4460-a423-577fb6e695c9",
"eventID": "114b61b9-0ea6-47f5-a9d2-4f2bdd0017d5",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333"

期限切れのキーのマテリアルを削除
キーマテリアルを AWS KMS key (KMS キー) にインポートするときに、キーマテリアルの有効期限日時を
設定できます。(有効期限設定付きで) キーマテリアルをインポートするとき (p. 115)、および AWS KMS
が有効期限切れのキーマテリアルを削除するときに、AWS KMS は CloudTrail ログにエントリを記録しま
す。インポートされたキーマテリアルを使用する KMS キーの作成の詳細については、AWS KMS キーに
キーマテリアルをインポートする (p. 390) を参照してください。
次の例は、AWS CloudTrail が期限切れのキーマテリアルを削除するときに生成される AWS KMS ログエ
ントリを示しています。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"accountId": "111122223333",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2021-01-01T16:00:00Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteExpiredKeyMaterial",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"eventID": "cfa932fd-0d3a-4a76-a8b8-616863a2b547",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsServiceEvent",
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
}

削除キー
次の例は、KMS キーが削除されたときに生成される AWS CloudTrail ログエントリを示しています。KMS
キーを削除するには、ScheduleKeyDeletion オペレーションを使用します。指定された待機期間が経過す
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ると、AWS KMS はキーを削除します。AWS KMS はそのイベントを記録するために、CloudTrail ログに
次のようなエントリを記録します。
ScheduleKeyDeletion オペレーションの CloudTrail ログエントリの例については、
「ScheduleKeyDeletion (p. 122)」を参照してください。KMS キーの削除の詳細については、AWS KMS
keys を削除する (p. 143) を参照してください。
次の例の CloudTrail ログエントリでは、AWS KMS でキーマテリアルを持つ KMS キーの DeleteKey オ
ペレーションが記録されています。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"accountId": "111122223333",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2020-07-31T00:07:00Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteKey",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"eventID": "b25f9cda-74e1-4458-847b-4972a0bf9668",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsServiceEvent",
"recipientAccountId": "111122223333",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management"
}

次の CloudTrail ログエントリでは、AWS CloudHSM カスタムキーストア (p. 407) の KMS キーの
DeleteKey オペレーションが記録されています。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"accountId": "111122223333",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2021-10-26T23:41:27Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteKey",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"customKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
"clusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"backingKeys": "[{\"keyHandle\":\"01\",\"backingKeyId\":\"backing-key-id\"}]",
"backingKeysDeletionStatus": "[{\"keyHandle\":\"01\",\"backingKeyId\":\"backingkey-id\",\"deletionStatus\":\"SUCCESS\"}]"
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},
"eventID": "1234585c-4b0c-4340-ab11-662414b79239",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsServiceEvent",
"recipientAccountId": "111122223333",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management"
}

DescribeCustomKeyStores
次の例は、DescribeCustomKeyStores オペレーションを呼び出して生成された AWS CloudTrail ログ
エントリを示しています。カスタムキーストアの表示に関する詳細については、「カスタムキーストアの
表示 (p. 418)」を参照してください。
{

}

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2021-10-21T20:17:32Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeCustomKeyStores",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"customKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0"
},
"responseElements": null,
"requestID": "abcde9e1-f1a3-4460-a423-577fb6e695c9",
"eventID": "2ea1735f-628d-43e3-b2ee-486d02913a78",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333"

DescribeKey
次の例は、DescribeKey オペレーションを記録する AWS CloudTrail ログエントリを示していま
す。DescribeKey オペレーションの呼び出しや AWS KMS コンソールの KMS キーの表示 (p. 48)を実
行すると、AWS KMS は次のようなエントリを記録します。この呼び出しは、AWS KMS 管理コンソール
でキーを表示した結果です。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
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"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"

},
"eventTime": "2022-09-26T18:01:36Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"requestID": "12345126-30d5-4b28-98b9-9153da559963",
"eventID": "abcde202-ba1a-467c-b4ba-f729d45ae521",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

DisableKey
次の例は、DisableKey オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。AWS KMS での
AWS KMS keys の有効化と無効化の詳細については、「キーの有効化と無効化 (p. 78)」を参照してく
ださい。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-11-04T00:52:43Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DisableKey",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"requestID": "12345126-30d5-4b28-98b9-9153da559963",
"eventID": "abcde202-ba1a-467c-b4ba-f729d45ae521",
"readOnly": false,
"resources": [{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
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}

"accountId": "111122223333"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"

DisableKeyRotation
次の例は、DisableKeyRotation オペレーションを呼び出して生成された AWS CloudTrail ログエントリを
示しています。自動キーローテーションについては、「AWS KMS keys ローテーション (p. 79)」を参
照してください。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2022-09-01T19:31:39Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DisableKeyRotation",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"requestID": "d6a9351a-ed6e-4581-88d1-2a9a8a538497",
"eventID": "6313164c-83aa-4cc3-9e1a-b7c426f7a5b1",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

DisconnectCustomKeyStore
次の例は、DisconnectCustomKeyStore オペレーションを呼び出して生成された AWS CloudTrail ログ
エントリを示しています。カスタムキーストアの切断に関する詳細については、「カスタムキーストアの
接続および切断 (p. 422)」を参照してください。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
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"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"

}

},
"eventTime": "2021-10-21T20:17:32Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DisconnectCustomKeyStore",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"customKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0"
},
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"customKeyStoreName": "ExampleKeyStore",
"clusterId": "cluster-1a23b4cdefg"
},
"requestID": "abcde9e1-f1a3-4460-a423-577fb6e695c9",
"eventID": "114b61b9-0ea6-47f5-a9d2-4f2bdd0017d5",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333"

EnableKey
次の例は、EnableKey オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。AWS KMS での
AWS KMS keys の有効化と無効化の詳細については、キーの有効化と無効化 (p. 78) を参照してくださ
い。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-11-04T00:52:20Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "EnableKey",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"requestID": "d528a6fb-63bc-11e4-bc2b-4198b6150d5c",
"eventID": "be393928-3629-4370-9634-567f9274d52e",
"readOnly": false,
"resources": [{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
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EnableKeyRotation
次の例は、EnableKeyRotation オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示していま
す。キーがローテーションされたときに書き込まれる CloudTrail ログエントリの例については、
「RotateKey (p. 121)」を参照してください。AWS KMS keys のローテーションの詳細について
は、AWS KMS keys ローテーション (p. 79) を参照してください。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2020-07-25T23:41:56Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "EnableKeyRotation",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"requestID": "81f5b794-452b-4d6a-932b-68c188165273",
"eventID": "fefc43a7-8e06-419f-bcab-b3bf18d6a401",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

暗号化
次の例は、Encrypt オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2022-07-14T20:17:42Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Encrypt",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
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"requestParameters": {
"encryptionContext": {
"Department": "Engineering"
},
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
},
"responseElements": null,
"requestID": "f3423043-63bc-11e4-bc2b-4198b6150d5c",
"eventID": "91235988-eb87-476a-ac2c-0cdc244e6dca",
"readOnly": true,
"resources": [{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

GenerateDataKey
次の例は、GenerateDataKey オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-11-04T00:52:40Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKey",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"keySpec": "AES_256",
"encryptionContext": {
"Department": "Engineering",
"Project": "Alpha"
}
},
"responseElements": null,
"requestID": "e0eb83e3-63bc-11e4-bc2b-4198b6150d5c",
"eventID": "a9dea4f9-8395-46c0-942c-f509c02c2b71",
"readOnly": true,
"resources": [{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
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GenerateDataKey (エンクレーブから)
次の例は、Nitro Enclaves SDK の kms-generate-data-key オペレーションの AWS CloudTrail ログエ
ントリを示しています。kms-generate-data-key API は、エンクレーブからの署名付き証明ドキュメ
ントを含む AWS KMS GenerateDataKey オペレーションをパラメータで呼び出します。
AWS Nitro Enclaves は Amazon EC2 の機能で、エンクレーブと呼ばれる隔離されたコンピューティング
環境を作成して、機密性の高いデータを保護および処理することを可能にします。AWS Nitro Enclaves お
よび Nitro Enclaves と AWS KMS の統合についての詳細は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイドの Nitro Enclaves を参照してください。
エンクレーブで呼び出しが発生すると、CloudTrail ログは、エンクレーブの測定値を表示する受信者デー
タを含めます。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-11-04T00:52:40Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKey",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"numberOfBytes": 32
},
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"recipient": {
"attestationDocumentModuleId": "i-123456789abcde123-enc123456789abcde12",
"attestationDocumentEnclaveImageDigest":
"ee0d451a2ff9aaaa9bccd07700b9cab123a0ac2386ef7e88ad5ea6c72ebabea840957328e2ec890b408c9b06cb8ebe6a"

}
},
"requestID": "e0eb83e3-63bc-11e4-bc2b-4198b6150d5c",
"eventID": "a9dea4f9-8395-46c0-942c-f509c02c2b71",
"readOnly": true,
"resources": [{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

GenerateDataKeyPair
次の例は、GenerateDataKeyPair オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。この
例は、対称暗号化 AWS KMS keyで暗号化された RSA キーペアを生成するオペレーションを記録します。
{

"eventVersion": "1.05",
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"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2020-07-27T18:57:57Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKeyPair",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyPairSpec": "RSA_3072",
"encryptionContext": {
"Project": "Alpha"
},
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"requestID": "52fb127b-0fe5-42bb-8e5e-f560febde6b0",
"eventID": "9b6bd6d2-529d-4890-a949-593b13800ad7",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
次の例は、GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示し
ています。この例は、対称暗号化 AWS KMS keyで暗号化された RSA キーペアを生成するオペレーション
を記録します。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2020-07-27T18:57:57Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyPairSpec": "RSA_4096",
"encryptionContext": {
"Index": "5"
},
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"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"requestID": "52fb127b-0fe5-42bb-8e5e-f560febde6b0",
"eventID": "9b6bd6d2-529d-4890-a949-593b13800ad7",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

GenerateDataKeyWithoutPlaintext
次の例は、GenerateDataKeyWithoutPlaintext オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示してい
ます。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-11-04T00:52:23Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"errorCode": "InvalidKeyUsageException",
"requestParameters": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"keySpec": "AES_256",
"encryptionContext": {
"Project": "Alpha"
}
},
"responseElements": null,
"requestID": "d6b8e411-63bc-11e4-bc2b-4198b6150d5c",
"eventID": "f7734272-9ec5-4c80-9f36-528ebbe35e4a",
"readOnly": true,
"resources": [{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

GenerateMac
以下は、GenerateDataKeyPair オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリの例です。
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{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2022-12-23T19:26:54Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateMac",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"macAlgorithm": "HMAC_SHA_512",
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"requestID": "e0eb83e3-63bc-11e4-bc2b-4198b6150d5c",
"eventID": "a9dea4f9-8395-46c0-942c-f509c02c2b71",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

GenerateRandom
次の例は、GenerateRandom オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。このオペ
レーションでは AWS KMS key を使用しないため、[resources] フィールドは空です。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-11-04T00:52:37Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateRandom",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"requestID": "df1e3de6-63bc-11e4-bc2b-4198b6150d5c",
"eventID": "239cb9f7-ae05-4c94-9221-6ea30eef0442",
"readOnly": true,
"resources": [],
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}

"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"

GenerateRandom (エンクレーブから)
次の例は、Nitro Enclaves SDK の kms-generate-random オペレーションの AWS CloudTrail ログエン
トリを示しています。kms-generate-random API は、エンクレーブからの署名付き証明ドキュメントを
含む AWS KMS GenerateRandom オペレーションをパラメータで呼び出します。
AWS Nitro Enclaves は Amazon EC2 の機能で、エンクレーブと呼ばれる隔離されたコンピューティング
環境を作成して、機密性の高いデータを保護および処理することを可能にします。AWS Nitro Enclaves お
よび Nitro Enclaves と AWS KMS の統合についての詳細は、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイドの Nitro Enclaves を参照してください。
エンクレーブで呼び出しが発生すると、CloudTrail ログは、エンクレーブの測定値を表示する受信者デー
タを含めます。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-11-04T00:52:37Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateRandom",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"recipient": {
"attestationDocumentModuleId": "i-123456789abcde123-enc123456789abcde12",
"attestationDocumentEnclaveImageDigest":
"ee0d451a2ff9aaaa9bccd07700b9cab123a0ac2386ef7e88ad5ea6c72ebabea840957328e2ec890b408c9b06cb8ebe6a"
}
},
"requestID": "df1e3de6-63bc-11e4-bc2b-4198b6150d5c",
"eventID": "239cb9f7-ae05-4c94-9221-6ea30eef0442",
"readOnly": true,
"resources": [],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"

}

GetKeyPolicy
次の例は、GetKeyPolicy オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。KMS キーの
キーポリシーの表示についての詳細は、キーポリシーの表示 (p. 177) を参照してください。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
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"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"

},
"eventTime": "2014-11-04T00:50:30Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GetKeyPolicy",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"policyName": "default"
},
"responseElements": null,
"requestID": "93746dd6-63bc-11e4-bc2b-4198b6150d5c",
"eventID": "4aa7e4d5-d047-452a-a5a6-2cce282a7e82",
"readOnly": true,
"resources": [{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

GetParametersForImport
次の例は、 GetParametersForImport オペレーションを使用するときに生成される AWS CloudTrail ログ
エントリを示しています。このオペレーションは、KMS キーにキーマテリアルをインポートするときに
使用する公開キーとインポートトークンを返します。GetParametersForImport オペレーションを
使用するか、AWS KMS コンソールを使用して公開キーをダウンロードし、トークンをインポートする
と (p. 398)、同じ CloudTrail エントリが記録されます。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2020-07-25T23:58:23Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GetParametersForImport",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"wrappingAlgorithm": "RSAES_OAEP_SHA_256",
"wrappingKeySpec": "RSA_2048"
},
"responseElements": null,
"requestID": "b5786406-e3c7-43d6-8d3c-6d5ef96e2278",
"eventID": "4023e622-0c3e-4324-bdef-7f58193bba87",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
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"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

ImportKeyMaterial
次の例は、ImportKeyMaterial オペレーションを使用するときに生成される AWS CloudTrail ログエント
リを示しています。ImportKeyMaterial オペレーションを使用するか AWS KMS コンソールを使用し
てキーマテリアルを AWS KMS key にインポートすると (p. 403)、同じ CloudTrail エントリが記録され
ます。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2020-07-26T00:08:00Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "ImportKeyMaterial",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"validTo": "Jan 1, 2021 8:00:00 PM",
"expirationModel": "KEY_MATERIAL_EXPIRES"
},
"responseElements": null,
"requestID": "89e10ee7-a612-414d-95a2-a128346969fd",
"eventID": "c7abd205-a5a2-4430-bbfa-fc10f3e2d79f",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

ListAliases
次の例は、ListAliases オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。このオペレー
ションでは特定のエイリアスまたは AWS KMS key を使用しないため、resources フィールドは空で
す。AWS KMS でのエイリアスの表示については、エイリアスの表示 (p. 34) を参照してください。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
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"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"

},
"eventTime": "2014-11-04T00:51:45Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "ListAliases",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"limit": 5,
"marker":
"eyJiIjoiYWxpYXMvZTU0Y2MxOTMtYTMwNC00YzEwLTliZWItYTJjZjA3NjA2OTJhIiwiYSI6ImFsaWFzL2U1NGNjMTkzLWEzMDQtN
},
"responseElements": null,
"requestID": "bfe6c190-63bc-11e4-bc2b-4198b6150d5c",
"eventID": "a27dda7b-76f1-4ac3-8b40-42dfba77bcd6",
"readOnly": true,
"resources": [],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"

}

ListGrants
次の例は、ListGrant オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。AWS KMS の許可
の詳細については、「AWS KMS でのグラント (p. 195)」を参照してください。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-11-04T00:52:49Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "ListGrants",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"marker":
"eyJncmFudElkIjoiMWY4M2U2ZmM0YTY2NDgxYjQ2Yzc4MTdhM2Y4YmQwMDFkZDNiYmQ1MGVlYTMyY2RmOWFiNWY1Nzc1NDNjYmNmM
\u003d\u003d",
"limit": 10
},
"responseElements": null,
"requestID": "e5c23960-63bc-11e4-bc2b-4198b6150d5c",
"eventID": "d24380f5-1b20-4253-8e92-dd0492b3bd3d",
"readOnly": true,
"resources": [{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
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}

"recipientAccountId": "111122223333"

PutKeyPolicy
次の例は、PutKeyPolicy オペレーションを呼び出して生成された AWS CloudTrail ログエントリを示して
います。キーポリシー更新する方法の詳細については、「キーポリシーの変更 (p. 180)」を参照してくだ
さい。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2022-09-01T20:06:16Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "PutKeyPolicy",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"policyName": "default",
"policy": "{\n \"Version\" : \"2012-10-17\",\n \"Id\" : \"key-default-1\",\n
\"Statement\" : [ {\n
\"Sid\" : \"Enable IAM User Permissions\",\n
\"Effect\" :
\"Allow\",\n
\"Principal\" : {\n
\"AWS\" : \"arn:aws:iam::111122223333:root\"\n
},\n
\"Action\" : \"kms:*\",\n
\"Resource\" : \"*\"\n } ]\n}",
"bypassPolicyLockoutSafetyCheck": false
},
"responseElements": null,
"requestID": "7bb906fa-dc21-4350-b65c-808ff0f72f55",
"eventID": "c217db1f-903f-4a2f-8f88-9580182d6313",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

ReEncrypt
次の例は、ReEncrypt オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。このログエントリ
の resources フィールドでは、ソース KMS キーと送信先 KMS キーの 2 つの AWS KMS keys を、この
順序で指定します。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
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"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"

},
"eventTime": "2020-07-27T23:09:13Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "ReEncrypt",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"sourceEncryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"sourceEncryptionContext": {
"Project": "Alpha",
"Department": "Engineering"
},
"destinationKeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"destinationEncryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"destinationEncryptionContext": {
"Level": "3A"
}
},
"responseElements": null,
"requestID": "03769fd4-acf9-4b33-adf3-2ab8ca73aadf",
"eventID": "542d9e04-0e8d-4e05-bf4b-4bdeb032e6ec",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

ReplicateKey
次の例は、ReplicateKey オペレーションを呼び出して生成された AWS CloudTrail ログエントリを示して
います。ReplicateKey リクエストにより、ReplicateKey オペレーションおよび CreateKey オペレー
ションが実行されます。
マルチリージョンキーのレプリケーションについては、マルチリージョンのレプリカキーを作成す
る (p. 365) を参照してください。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
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},
"eventTime": "2020-11-18T01:29:18Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "ReplicateKey",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"replicaRegion": "us-west-2",
"bypassPolicyLockoutSafetyCheck": false,
"description": ""
},
"responseElements": {
"replicaKeyMetadata": {
"aWSAccountId": "111122223333",
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"arn": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"creationDate": "Nov 18, 2020, 1:29:18 AM",
"enabled": false,
"description": "",
"keyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"keyState": "Creating",
"origin": "AWS_KMS",
"keyManager": "CUSTOMER",
"keySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"customerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"encryptionAlgorithms": [
"SYMMETRIC_DEFAULT"
],
"multiRegion": true,
"multiRegionConfiguration": {
"multiRegionKeyType": "REPLICA",
"primaryKey": {
"arn": "arn:aws:kms:useast-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"region": "us-east-1"
},
"replicaKeys": [
{
"arn": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"region": "us-west-2"
}
]
}
},
"replicaPolicy": "{\n \"Version\":\"2012-10-17\",\n \"Statement\":[{\n
\"Effect\":\"Allow\",\n
\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::123456789012:user/Alice
\"},\n
\"Action\":\"kms:*\",\n
\"Resource\":\"*\"\n }, {\n
\"Effect\":\"Allow
\",\n
\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::012345678901:user/Bob\"},\n
\"Action
\":\"kms:CreateGrant\",\n
\"Resource\":\"*\"\n }, {\n
\"Effect\":\"Allow\",\n
\"Principal\":{\"AWS\":\"arn:aws:iam::012345678901:user/Charlie\"},\n
\"Action\":
\"kms:Encrypt\",\n
\"Resource\":\"*\"\n}]\n}",
},
"requestID": "abcdef68-63bc-11e4-bc2b-4198b6150d5c",
"eventID": "fedcba44-6773-4f96-8763-1993aec9ae6a",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:useast-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
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}

],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"

RetireGrant
次の例は、RetireGrant オペレーションを呼び出して生成された AWS CloudTrail ログエントリを示してい
ます。グラント廃止の詳細については、「グラントの使用停止と取り消し (p. 208)」を参照してくださ
い。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2022-09-01T19:39:33Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "RetireGrant",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"grantId": "abcde1237f76e4ba7987489ac329fbfba6ad343d6f7075dbd1ef191f0120514a"
},
"requestID": "1d274d57-5697-462c-a004-f25fcc29fa26",
"eventID": "0771bcfb-3e24-4332-9ac8-e1c06563eecf",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

RevokeGrant
次の例は、RevokeGrant オペレーションを呼び出して生成された AWS CloudTrail ログエントリを示して
います。グラント取り消しの詳細については、「グラントの使用停止と取り消し (p. 208)」を参照してく
ださい。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
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"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"

},
"eventTime": "2022-09-01T19:35:17Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "RevokeGrant",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"grantId": "abcde1237f76e4ba7987489ac329fbfba6ad343d6f7075dbd1ef191f0120514a"
},
"responseElements": null,
"requestID": "59d94c03-c5b7-428d-ae6e-f2c4b47d2917",
"eventID": "07a23a39-6526-4ae2-b31e-d35fbe9e24ee",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

RotateKey
次の例は、AWS KMS key をローテーションするオペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示して
います。AWS KMS は、自動キーローテーションが有効化された KMS キーがローテーションされるタイ
ミングでこのオペレーションを呼び出します。自動キーローテーション (EnableKeyRotation) を有効化す
ると、AWS KMS は 365 日後、およびその後 365 日ごとに KMS キーをローテーションします。
EnableKeyRotation オペレーションを記録する CloudTrail ログエントリの例について
は、EnableKeyRotation (p. 107) を参照してください。KMS キーのローテーションの詳細について
は、AWS KMS keys ローテーション (p. 79) を参照してください。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"accountId": "111122223333",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2021-01-14T01:41:59Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "RotateKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"eventID": "a24b3967-ddad-417f-9b22-2332b918db06",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
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"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsServiceEvent",
"recipientAccountId": "111122223333",
"serviceEventDetails": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
}

ScheduleKeyDeletion
これらの例は、ScheduleKeyDeletion オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。
キーの削除時に書き込まれる CloudTrail ログエントリの例については、「削除キー (p. 101)」を参照し
てください。AWS KMS keys の削除の詳細については、「AWS KMS keys を削除する (p. 143)」を参照
してください。
次の例では、単一リージョン KMS キーに対する ScheduleKeyDeletion リクエストが記録されていま
す。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2021-03-23T18:58:30Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "ScheduleKeyDeletion",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"pendingWindowInDays": 20,
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": {
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"keyState": "PendingDeletion",
"deletionDate": "Apr 12, 2021 18:58:30 PM"
},
"requestID": "ee408f36-ea01-422b-ac14-b0f147c68334",
"eventID": "3c4226b0-1e81-48a8-a333-7fa5f3cbd118",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
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次の例では、レプリカキーを持つマルチリージョン KMS キーに対する ScheduleKeyDeletion リクエ
ストが記録されています。
AWS KMS では、すべてのレプリカキーが削除されるまでマルチリージョンキーは削除されない
ため、responseElements フィールドでは、keyState が PendingReplicaDeletion にな
り、deletionDate フィールドは省略されます。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2021-10-28T17:59:05Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "ScheduleKeyDeletion",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"pendingWindowInDays": 30,
"keyId": "mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab"
},
"responseElements": {
"keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"keyState": "PendingReplicaDeletion",
"pendingWindowInDays": 30
},
"requestID": "12341411-d846-42a6-a476-b1cbe3011f89",
"eventID": "abcda5f-396d-494c-9380-0c47860df5f1",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

次の例では、AWS CloudHSM カスタムキーストア (p. 407)の KMS キーに対する
ScheduleKeyDeletion リクエストが記録されています。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2021-10-26T23:25:25Z",
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"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "ScheduleKeyDeletion",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321",
"pendingWindowInDays": 30
},
"responseElements": {
"keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321",
"deletionDate": "Nov 2, 2021, 11:25:25 PM",
"keyState": "PendingDeletion",
"pendingWindowInDays": 30
},
"additionalEventData": {
"customKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
"clusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"backingKeys": "[{\"keyHandle\":\"01\",\"backingKeyId\":\"backing-key-id\"}]"
},
"requestID": "abcd9f60-2c9c-4a0b-a456-d5d998f7f321",
"eventID": "ca01996a-01b0-4edd-bbbb-25d7b6d1a6fa",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

Sign
これらの例は、Sign オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。
次の例は、非対称の RSA KMS キーを使用してファイルのデジタル署名を生成する Sign オペレーションの
CloudTrail ログエントリを示しています。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2022-03-07T22:36:44Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Sign",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"messageType": "RAW",
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"keyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"signingAlgorithm": "RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256"

},
"responseElements": null,
"requestID": "8d0b35e0-46cf-48b9-be99-bf2ebc9ab9fb",
"eventID": "107b3cac-b125-4556-9702-12a2b9afcff7",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

SynchronizeMultiRegionKey
次の例は、AWS KMS がマルチリージョンキー (p. 349)を同期するときに生成される AWS CloudTrail
ログエントリを示しています。同期化には、マルチリージョンのプライマリキーの共有プロパ
ティ (p. 356)を、そのレプリカキーにコピーするための、クロスリージョンの呼び出しが含まれま
す。AWS KMS はマルチリージョンキーを定期的に同期し、関連するすべてのマルチリージョンキーが同
じキーマテリアルを持つようにします。
CloudTrail ログエントリの resources 要素には、AWS リージョン を含む、マルチリージョンプライマ
リキーのキー ARN が含まれます。関連するマルチリージョンレプリカキーとそのリージョンは、このロ
グエントリには一覧表示されません。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"accountId": "111122223333",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2020-11-18T02:04:37Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "SynchronizeMultiRegionKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"requestID": "12345681-de97-42e9-bed0-b02ae1abd8dc",
"eventID": "abcdec99-2b5c-4670-9521-ddb8f031e146",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}
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TagResource
次の例は、Department のタグキー、IT のタグ値を追加するための、TagResource オペレーションへの
呼び出しの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。
キーがローテーションされたときに書き込まれる UntagResource CloudTrail ログエントリの例につい
ては、「UntagResource (p. 126)」を参照してください。AWS KMS keys のタグ付けの詳細について
は、キーのタグ付け (p. 68) を参照してください。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2020-07-01T21:19:25Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "TagResource",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"tags": [
{
"tagKey": "Department",
"tagValue": "IT"
}
]
},
"responseElements": null,
"requestID": "b942584a-f77d-4787-9feb-b9c5be6e746d",
"eventID": "0a091b9b-0df5-4cf9-b667-6f2879532b8f",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

UntagResource
次の例は、Dept のタグキーを持つタグを削除する UntagResource オペレーションへの呼び出しの AWS
CloudTrail ログエントリを示しています。
TagResource CloudTrail ログエントリの例については、「TagResource (p. 126)」を参照してくださ
い。AWS KMS keys のタグ付けの詳細については、キーのタグ付け (p. 68) を参照してください。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
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"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"

},
"eventTime": "2020-07-01T21:19:19Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "UntagResource",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"tagKeys": [
"Dept"
]
},
"responseElements": null,
"requestID": "cb1d507b-6015-47f4-812b-179713af8068",
"eventID": "0b00f4b0-036e-411d-aa75-87eb4a35a4b3",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

UpdateAlias
次の例は、UpdateAlias オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。resources 要
素には、エイリアスと KMS キーリソースのフィールドが含まれます。AWS KMS でのエイリアスの作成
については、エイリアスの作成 (p. 32) を参照してください。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2020-11-13T23:18:15Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateAlias",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"aliasName": "alias/my_alias",
"targetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"requestID": "d9472f40-63bc-11e4-bc2b-4198b6150d5c",
"eventID": "f72d3993-864f-48d6-8f16-e26e1ae8dff0",
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"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/my_alias"
},
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

UpdateCustomKeyStore
次の例は、カスタムキーストアのクラスター ID を更新する UpdateCustomKeyStore オペレーションの
呼び出しによって生成された AWS CloudTrail ログエントリ示しています。カスタムキーストアの編集に
関する詳細については、「カスタムキーストア設定の編集 (p. 420)」を参照してください。
{

}

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2021-10-21T20:17:32Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateCustomKeyStore",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"customKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
"clusterId": "cluster-1a23b4cdefg"
},
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"customKeyStoreName": "ExampleKeyStore",
"clusterId": "cluster-1a23b4cdefg"
},
"requestID": "abcde9e1-f1a3-4460-a423-577fb6e695c9",
"eventID": "114b61b9-0ea6-47f5-a9d2-4f2bdd0017d5",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333"

UpdateKeyDescription
次の例は、UpdateKeyDescription オペレーションを呼び出して生成された AWS CloudTrail ログエントリ
を示しています。
{
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"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2022-09-01T19:22:40Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateKeyDescription",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"description": "New key description"
},
"responseElements": null,
"requestID": "8c3c1f8b-336d-4896-b034-4eb9916bc9b3",
"eventID": "f5f3d548-2e9e-4658-8427-9dcb5b1ea791",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

UpdatePrimaryRegion
次の例は、マルチリージョンキー (p. 349)で UpdatePrimaryRegion オペレーションを呼び出すことに
よって生成される AWS CloudTrail ログエントリを示しています。
UpdatePrimaryRegion オペレーションでは、2 つの CloudTrail ログエントリが書き込まれます。1 つは
レプリカキーに変換されるマルチリージョンのプライマリキーを持つリージョンにあり、もう 1 つはプラ
イマリキーに変換されるマルチリージョンのレプリカキーを持つリージョンにあります。
次の例は、マルチリージョンキーがプライマリキーからレプリカキー (us-west-2) に変更されたリージョ
ンの UpdatePrimaryRegion のCloudTrail ログエントリを示しています。primaryRegion フィールド
は、プライマリキー (ap-northeast-1) をホストするリージョンを表示します。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2021-03-10T20:23:37Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "UpdatePrimaryRegion",
"awsRegion": "us-west-2",
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"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"primaryRegion": "ap-northeast-1"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ee408f36-ea01-422b-ac14-b0f147c68334",
"eventID": "3c4226b0-1e81-48a8-a333-7fa5f3cbd118",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

次の例は、マルチリージョンキーがプライマリキーからレプリカキー (ap-northeast-1) に変更されたリー
ジョンの UpdatePrimaryRegion の CloudTrail ログエントリを示しています。このログエントリは、以
前のプライマリリージョンを識別しません。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice",
"invokedBy": "kms.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2021-03-10T20:23:37Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "UpdatePrimaryRegion",
"awsRegion": "ap-northeast-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"keyId": "arn:aws:kms:ap-northeast-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"primaryRegion": "ap-northeast-1"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ee408f36-ea01-422b-ac14-b0f147c68334",
"eventID": "091e6be5-737f-43c6-8431-e3679d6d0619",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

VerifyMac
以下は、EnableKey オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリの例です。
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{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2022-03-31T19:25:54Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "VerifyMac",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"macAlgorithm": "HMAC_SHA_384",
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"requestID": "f35da560-edff-4d6e-9b40-fb306fa9ef1e",
"eventID": "6b464487-6dea-44cd-84ad-225d7450c975",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

Verify
これらの例は、Verify オペレーションの AWS CloudTrail ログエントリを示しています。
次の例は、非対称の RSA KMS キーを使用してファイルのデジタル署名を検証する Verify オペレーション
の CloudTrail ログエントリを示しています。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2022-03-07T22:50:41Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Verify",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"signingAlgorithm": "RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256",
"keyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
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"messageType": "RAW"
},
"responseElements": null,
"requestID": "c73ab82a-af82-4750-ae2c-b6bb790e9c28",
"eventID": "3b4331cd-5b7b-4de5-bf5f-82ec22f0dac0",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}

Amazon EC2 の例1
以下の例は、Amazon EC2 マネジメントコンソールでデフォルトのボリュームキーを使用して暗号化され
たボリュームを作成する IAM ユーザーを示しています。
次の例は、ユーザー Alice が Amazon EC2 マネジメントコンソールのデフォルトのボリュームキーを使
用して作成した、暗号化されたボリュームの CloudTrail ログエントリを示しています。EC2 ログファイ
ルレコードには、値が "vol-13439757" の volumeId フィールドが含まれます。AWS KMS レコード
には、値が "aws:ebs:id": "vol-13439757" の encryptionContext フィールドが含まれます。
同様に、2 つのレコード間の principalId と accountId が一致します。レコードは、暗号化されたボ
リュームを作成するとボリュームコンテンツの暗号化に使用されるデータキーが生成されるという事実を
示しています。
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-11-05T20:50:18Z",
"eventSource": "ec2.amazonaws.com",
"eventName": "CreateVolume",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"size": "10",
"zone": "us-east-1a",
"volumeType": "gp2",
"encrypted": true
},
"responseElements": {
"volumeId": "vol-13439757",
"size": "10",
"zone": "us-east-1a",
"status": "creating",
"createTime": 1415220618876,
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"volumeType": "gp2",
"iops": 30,
"encrypted": true

},
"requestID": "1565210e-73d0-4912-854c-b15ed349e526",
"eventID": "a3447186-135f-4b00-8424-bc41f1a93b4f",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "123456789012"
},
{
"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-11-05T20:50:19Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "&AWS; Internal",
"requestParameters": {
"encryptionContext": {
"aws:ebs:id": "vol-13439757"
},
"numberOfBytes": 64,
"keyId": "alias/aws/ebs"
},
"responseElements": null,
"requestID": "create-123456789012-758241111-1415220618",
"eventID": "4bd2a696-d833-48cc-b72c-05e61b608399",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}
]
}

Amazon EC2 の例 2
次の例では、Amazon EC2 インスタンスを実行している IAM ユーザーが、KMS キーで暗号化されたデー
タボリュームを作成してマウントします。このアクションは、複数の CloudTrail ログレコードを生成しま
す。
ボリュームが作成されると、お客様の代わりに動作する Amazon EC2 は、AWS KMS
(GenerateDataKeyWithoutPlaintext) から暗号化されたデータキーを取得します。次に、データキー
の復号を可能にする許可 (CreateGrant) を作成します。ボリュームがマウントされると、Amazon EC2
は AWS KMS を呼び出してデータキー (Decrypt) を復号します。
Amazon EC2 インスタンスの instanceId である "i-81e2f56c" が RunInstances イベン
トに表示されます。同じインスタンス ID が、作成された許可 ("111122223333:aws:ec2infrastructure:i-81e2f56c") の granteePrincipal と、Decrypt 呼び出し
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("arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/aws:ec2-infrastructure/i-81e2f56c") のプ
リンシパルである引き受けたロールを修飾します。
データボリュームを保護する KMS キーの キー ARN (p. 16)、arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab は、3 つの AWS KMS す
べてに表示され、(CreateGrant、GenerateDataKeyWithoutPlaintext、Decrypt) を呼び出しま
す。
{

"Records": [
{
"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-11-05T21:35:27Z",
"eventSource": "ec2.amazonaws.com",
"eventName": "RunInstances",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"instancesSet": {
"items": [
{
"imageId": "ami-b66ed3de",
"minCount": 1,
"maxCount": 1
}
]
},
"groupSet": {
"items": [
{
"groupId": "sg-98b6e0f2"
}
]
},
"instanceType": "m3.medium",
"blockDeviceMapping": {
"items": [
{
"deviceName": "/dev/xvda",
"ebs": {
"volumeSize": 8,
"deleteOnTermination": true,
"volumeType": "gp2"
}
},
{
"deviceName": "/dev/sdb",
"ebs": {
"volumeSize": 8,
"deleteOnTermination": false,
"volumeType": "gp2",
"encrypted": true
}
}
]
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},
"monitoring": {
"enabled": false
},
"disableApiTermination": false,
"instanceInitiatedShutdownBehavior": "stop",
"clientToken": "XdKUT141516171819",
"ebsOptimized": false

},
"responseElements": {
"reservationId": "r-5ebc9f74",
"ownerId": "111122223333",
"groupSet": {
"items": [
{
"groupId": "sg-98b6e0f2",
"groupName": "launch-wizard-2"
}
]
},
"instancesSet": {
"items": [
{
"instanceId": "i-81e2f56c",
"imageId": "ami-b66ed3de",
"instanceState": {
"code": 0,
"name": "pending"
},
"amiLaunchIndex": 0,
"productCodes": {

},
"instanceType": "m3.medium",
"launchTime": 1415223328000,
"placement": {
"availabilityZone": "us-east-1a",
"tenancy": "default"
},
"monitoring": {
"state": "disabled"
},
"stateReason": {
"code": "pending",
"message": "pending"
},
"architecture": "x86_64",
"rootDeviceType": "ebs",
"rootDeviceName": "/dev/xvda",
"blockDeviceMapping": {
},
"virtualizationType": "hvm",
"hypervisor": "xen",
"clientToken": "XdKUT1415223327917",
"groupSet": {
"items": [
{
"groupId": "sg-98b6e0f2",
"groupName": "launch-wizard-2"
}
]
},
"networkInterfaceSet": {
},
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}

]

}

"ebsOptimized": false

},
"requestID": "41c4b4f7-8bce-4773-bf0e-5ae3bb5cbce2",
"eventID": "cd75a605-2fee-4fda-b847-9c3d330ebaae",
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
},
{
"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-11-05T21:35:35Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "CreateGrant",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"constraints": {
"encryptionContextSubset": {
"aws:ebs:id": "vol-f67bafb2"
}
},
"granteePrincipal": "111122223333:aws:ec2-infrastructure:i-81e2f56c",
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": {
"grantId": "abcde1237f76e4ba7987489ac329fbfba6ad343d6f7075dbd1ef191f0120514a"
},
"requestID": "41c4b4f7-8bce-4773-bf0e-5ae3bb5cbce2",
"eventID": "c1ad79e3-0d3f-402a-b119-d5c31d7c6a6c",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
},
{
"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"userName": "Alice"
},
"eventTime": "2014-11-05T21:35:32Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
"awsRegion": "us-east-1",
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"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
"encryptionContext": {
"aws:ebs:id": "vol-f67bafb2"
},
"numberOfBytes": 64,
"keyId": "alias/aws/ebs"
},
"responseElements": null,
"requestID": "create-111122223333-758247346-1415223332",
"eventID": "ac3cab10-ce93-4953-9d62-0b6e5cba651d",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
},
{
"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "111122223333:aws:ec2-infrastructure:i-81e2f56c",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/aws:ec2-infrastructure/i-81e2f56c",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2014-11-05T21:35:38Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "111122223333:aws:ec2-infrastructure",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws:ec2-infrastructure",
"accountId": "111122223333",
"userName": "aws:ec2-infrastructure"
}
}
},
"eventTime": "2014-11-05T21:35:47Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"requestParameters": {
"encryptionContext": {
"aws:ebs:id": "vol-f67bafb2"
}
},
"responseElements": null,
"requestID": "b4b27883-6533-11e4-b4d9-751f1761e9e5",
"eventID": "edb65380-0a3e-4123-bbc8-3d1b7cff49b0",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}
],
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}

]

}

"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"

Amazon CloudWatch によるモニタリング
Amazon CloudWatch を使用して AWS KMS keys をモニタリングできます。これは、AWS KMS から raw
データを収集し、リアルタイムに近い読み取り可能なメトリクスに加工する AWS サービスです。これら
のデータは、履歴情報にアクセスして、時間の経過に伴う KMS キーの使用や変更に関する理解を深めら
れるように 2 週間記録されます。
Amazon CloudWatch を使用すると、次に示すような重要なイベントのアラートを受け取ることができま
す。
• KMS キーにインポートされたキーマテリアルの有効期限が近づいています。
• 削除保留中の KMS キーがまだ使用されています。
• KMS キーのキーマテリアルが自動的にローテーションされました。
• KMS キーが削除されました。
リクエストレートがクォータ値の一定の割合に達したときに警告する Amazon CloudWatch アラームを作
成することもできます。詳細については、AWS Security Blog の「Manage your AWS KMS API request
rates using Service Quotas and Amazon CloudWatch」を参照してください。
トピック
• AWS KMS のメトリクスとディメンション (p. 138)
• KMS キーをモニタリングする CloudWatch アラームの作成 (p. 139)

AWS KMS のメトリクスとディメンション
キーマテリアルを KMS キーにインポートして (p. 390)、有効期限が切れるように設定すると、AWS
KMS はメトリクスとディメンションを CloudWatch に送信します。AWS Management Console と
Amazon CloudWatch API を使用して、AWS KMS メトリクスを表示できます。

AWS KMS メトリクス
AWS/KMS 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。
SecondsUntilKeyMaterialExpiration
このメトリクスは KMS でインポートしたキーマテリアルの有効期限までの残りの秒数を追跡しま
す。このメトリクスは、発行元が EXTERNAL であり、有効期限がある KMS キーにのみ有効です。
このメトリクスを使用して、インポートしたキーマテリアルの有効期限までの残り時間を追跡しま
す。その時間が定義したしきい値を下回った場合は、新しい有効期限を使用してキーマテリアルを再
インポートするなどのアクションを実行できます。CloudWatch アラームを作成 (p. 140)して、有効
期限が近づいたら通知を受け取ることができます。
この SecondsUntilKeyMaterialExpiration メトリクスは KMS キーに固有です。このメトリク
スを使用して、複数の KMS キーや将来作成する可能性のある KMS キーを監視することはできませ
ん。
このメトリクスで最も有用な統計は Minimum で、指定された統計期間のすべてのデータポイントの
最小残り時間を示します。このメトリクスの唯一の有効な単位は Seconds です。
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AWS KMS メトリクスのディメンション
AWS KMS メトリクスでは AWS/KMS の名前空間を使用し、有効なディメンション: KeyId は 1 つだけで
す。このディメンションを使用して、特定の KMS キーまたは KMS キーセットのメトリクスデータを表示
できます。

AWS KMS メトリクスの表示方法
AWS Management Console と Amazon CloudWatch API を使用して、AWS KMS メトリクスを表示できま
す。

CloudWatch コンソールを使用してメトリクスを表示するには
1.

CloudWatch コンソール (https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/) を開きます。

2.

必要に応じてリージョンを変更します。ナビゲーションバーから、AWS リソースがあるリージョンを
選択します。

3.

ナビゲーションペインで、[Metrics]、[All metrics] を選択します。

4.

[ブラウズ] タブで「KMS」を検索し、[KMS] を選択します。

5.

[キーごとのメトリクス] を選択すると、影響を受ける各 KMS キーのメトリクスとディメンションが表
示されます。
該当する KMS キーのみが画面に表示されます。例えば、この
SecondsUntilKeyMaterialExpiration メトリクススの場合、リストには、インポートされた
キーマテリアルの有効期限が切れた KMS キーのみが含まれます。

6.

メトリクス値のグラフを作成するには、メトリクス名を選択し、Add to graph を選択します。折れ
線グラフを値に変換するには、[ライン] を選択し、次に [数値] を選択します。

Amazon CloudWatch API を使用してメトリックスを表示するには
CloudWatch API を使用して AWS KMS メトリクスを表示するには、AWS/KMS にセットされた
Namespace を持つ ListMetrics リクエストを送信します。次の例では、AWS Command Line Interface
(AWS CLI) を使用してこのオペレーションを行う方法を示します。
$
{

}

aws cloudwatch list-metrics --namespace AWS/KMS
"Metrics": [
{
"Namespace": "AWS/KMS",
"MetricName": "SecondsUntilKeyMaterialExpiration",
"Dimensions": [
{
"Name": "KeyId",
"Value": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
]
}
]

KMS キーをモニタリングする CloudWatch アラームの作成
AWS KMS メトリクススに基づいて Amazon CloudWatch アラームを作成できます。メトリクス値がア
ラーム設定で指定されたしきい値を超えると、アラームは E メールメッセージを送信します。アラー
ムは、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピックまたは Amazon EC2 Auto Scaling
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のポリシーに E メールメッセージを送信できます。CloudWatch アラームの詳細については、Amazon
CloudWatch ユーザーガイドの「Amazon CloudWatch アラームの使用」を参照してください。

インポートされたキーマテリアルの期限切れに関するアラームの作成
SecondsUntilKeyMaterialExpiration (p. 138) メトリクススを使用して、KMS キーにインポート
されたキーマテリアルの有効期限が近づいたときに通知する CloudWatch アラームを作成できます。
キーマテリアルを KMS キーにインポート (p. 390)すると、キーマテリアルの有効期限の日時を任意で
指定することができます。キーマテリアルが有効期限切れになると、AWS KMS はキーマテリアルを削
除し、KMS キーは使用不可能になります。KMS キーを再度使用するには、キーマテリアルを再インポー
ト (p. 394)する必要があります。
手順については、インポートされたキーマテリアルの有効期限を確認する CloudWatch アラームを作成す
る (p. 404) を参照してください。

削除保留中の KMS キーの使用状況に関するアラームを作成する
KMS キーのキー削除をスケジュールする (p. 143)と、AWS KMS は KMS キーを削除する前に待機時間
を強制します。待機期間を設定することで、KMS キーが不要であり、今後も使用しないことを確認できま
す。また、待機期間中に暗号化操作 (p. 14)でユーザーまたはアプリケーションが KMS キーの使用を試み
た場合に警告するよう、CloudWatch アラームを設定することもできます。このようなアラームから通知
を受け取った場合は、KMS キーの削除をキャンセルする必要がある可能性があります。
手順については、削除保留中の KMS キーの使用を検出するアラームの作成 (p. 149) を参照してくださ
い。

Amazon EventBridge を使用した のモニタリング
Amazon EventBridge (以前の Amazon CloudWatch Events) を使用して、KMS キーのライフサイクルにお
ける次の重要なイベントについて警告を受け取ることができます。
• KMS キーのキーマテリアルが自動的にローテーションされました。
• KMS キーにインポートされたキーマテリアルの有効期限が切れました。
• 削除が予定されていた KMS キーが削除されました。
AWS KMS は Amazon EventBridge と統合されており、KMS キーに影響する重要なイベントを通知し
ます。各イベントは、JSON (JavaScript Object Notation) で表され、イベント名、イベント日時、その
影響などが含まれています。これらのイベントを収集し、AWS Lambda 関数、Amazon SNS トピッ
ク、Amazon SQS キュー、Amazon Kinesis Data Streams のストリーム、組み込みターゲットなどの 1 つ
以上のターゲットにイベント送信のルールを確立できます。
読み取り/書き込み API リクエストを記録するときに AWS CloudTrail によって発行されるイベントなど、
他の種類のイベントで EventBridge を使用する方法については、「Amazon EventBridge ユーザーガイ
ド」を参照してください。
以下のトピックでは、AWS KMS が生成する EventBridge イベントを説明します。

KMS CMK ローテーション
AWS KMS は、対称暗号化 KMS キーのキーマテリアルの自動ローテーション (p. 79)をサポートしま
す。カスタマーマネージドキー (p. 5)については、キーマテリアルの年次ローテーションはオプションで
す。AWS マネージドキー (p. 5) のキーマテリアルは毎年自動的にローテーションされます。
AWS KMS がキーマテリアルをローテーションするたびに、KMS CMK Rotation イベントが EventBridge
に送信されます。AWS KMS は、ベストエフォートベースでこのイベントを生成します。
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このイベントの例を以下に示します。
{

}

"version": "0",
"id": "6a7e8feb-b491-4cf7-a9f1-bf3703467718",
"detail-type": "KMS CMK Rotation",
"source": "aws.kms",
"account": "111122223333",
"time": "2022-08-10T16:37:50Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
],
"detail": {
"key-id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}

KMS でインポートされたキーマテリアルの有効期限
キーマテリアルを KMS キーにインポートする (p. 390)と、キーマテリアルの有効期限を任意で指定する
ことができます。キーマテリアルの有効期限が切れると、AWS KMS はキーマテリアルを削除し、対応す
る KMS Imported Key Material Expiration イベントを EventBridge に送信します。AWS KMS は
ベストエフォートベースでこのイベントを生成します。
このイベントの例を以下に示します。
{

}

"version": "0",
"id": "9da9af57-9253-4406-87cb-7cc400e43465",
"detail-type": "KMS Imported Key Material Expiration",
"source": "aws.kms",
"account": "111122223333",
"time": "2022-08-10T16:37:50Z",
"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
],
"detail": {
"key-id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}

KMS CMK 削除
KMS キーのキー削除をスケジュールする (p. 143)と、AWS KMS は KMS キーを削除する前に待機
時間を強制します。待機期間の終了後、AWS KMS は KMS キーを削除し、EventBridge へ KMS CMK
Deletion イベントを送信します。AWS KMS はこの EventBridge を保証します。再試行により、同じ
KMS キーを削除する複数のイベントが数秒以内に生成される場合があります。
このイベントの例を以下に示します。
{

"version": "0",
"id": "e9ce3425-7d22-412a-a699-e7a5fc3fbc9a",
"detail-type": "KMS CMK Deletion",
"source": "aws.kms",
"account": "111122223333",
"time": "2022-08-10T16:37:50Z",
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}

"region": "us-west-2",
"resources": [
"arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
],
"detail": {
"key-id": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}

AWS CloudFormation での AWS KMS リソースの
作成
AWS Key Management Service は、リソースとインフラストラクチャの作成と管理の所要時間を短縮でき
るように AWS リソースをモデル化して設定するためのサービスである AWS CloudFormation と統合され
ています。KMS キーとエイリアスを記述したテンプレートを作成すれば、AWS CloudFormation がこれら
のリソースのプロビジョニングや設定を処理します。CloudFormation の AWS KMS サポートの詳細につ
いては、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「KMS リソースタイプリファレンス」を参照してく
ださい。
AWS CloudFormation を使用すると、テンプレートを再利用して AWS KMS リソースを同じように繰り返
してセットアップできます。リソースを一度記述するだけで、同じリソースを複数の AWS アカウント と
リージョンで何度でもプロビジョニングできます。
AWS KMS および他の AWS サービスのリソースをプロビジョニングして設定するには、AWS
CloudFormation テンプレートについて理解しておく必要があります。テンプレートは、JSONまたは
YAMLでフォーマットされたテキストファイルです。これらのテンプレートには、AWS CloudFormation
スタックにプロビジョニングしたいリソースを記述します。JSONやYAMLに不慣れな方は、AWS
CloudFormation Designerを使えば、 AWS CloudFormation テンプレートを使いこなすことができます。詳
細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「AWS CloudFormation Designer とは」を参
照してください。
リージョン
AWS KMS CloudFormation リソースは、AWS CloudFormation がサポートされるすべてのリージョンでサ
ポートされます。

AWS CloudFormation テンプレートの AWS KMS リ
ソース
AWS KMS では、以下の AWS CloudFormation リソースがサポートされています。
• AWS::KMS::Key が、対称または非対称 KMS キー (p. 3)を作成します。このリソースを使用して、対
称または非対称のマルチリージョンのプライマリ KMS キーを作成できます。マルチリージョンのレプ
リカキーを作成するには、AWS::KMS::ReplicaKey リソースを使用します。このリソースを使用し
て、インポートしたキーマテリアル (p. 390)の KMS キー、またはカスタムキーストア (p. 407)の
KMS キーを作成することはできません。
• AWS::KMS::Alias がエイリアス (p. 29)を作成し、それを KMS キーに関連付けます。KMS キー
は、テンプレートで定義することも、別のメカニズムで作成することもできます。
• AWS::KMS::ReplicaKey が、マルチリージョンレプリカキー (p. 356)を作成します。マルチリー
ジョンのプライマリキーを作成するには、AWS::KMS::Key リソースを使用します。このリソースを使
用して、インポートしたキーマテリアル (p. 377)でマルチリージョンキーをレプリケートすることはで
きません。マルチリージョンキーの詳細については、「AWS KMS のマルチリージョンキー (p. 349)」
を参照してください。
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Important
既存の KMS キーの KeyUsage、KeySpec、MultiRegion プロパティを変更すると、既存の
KMS キーの削除がスケジュールされ、指定された値で新しい KMS キーが作成されます。
削除がスケジュールされている間、既存の KMS キーは使用できなくなります。AWS
CloudFormation の外部で既存の KMS キーのスケジュールされた削除をキャンセルしない場合、
既存の KMS キーで暗号化されたすべてのデータは、KMS キーが削除されると回復不能になりま
す。
テンプレートによって作成される KMS キーは、AWS アカウント の実際のリソースです。認可されたプリ
ンシパルは、テンプレート、AWS KMS コンソール、AWS KMS APIのいずれかを使用して、テンプレート
で作成された KMS キーを使用および管理できます。テンプレートから KMS キーを削除すると、事前に指
定した待機期間を使用して、KMS キーの削除がスケジュールされます。
例えば、AWS CloudFormation テンプレートを使用して、キーポリシー、キー仕様、キー使用法、エイリ
アス、タグを持つテスト KMS キーを作成できます。テストスイートで実行し、結果を確認してから、テ
ンプレートを使用してテストキーの削除をスケジュールできます。その後、テンプレートを再度実行し
て、同じプロパティを持つテストキーを作成できます。
または、AWS CloudFormation テンプレートを使用して、ビジネスルールとセキュリティスタンダードを
満たす特定の KMS キー設定を定義できます。その後、KMS キーを作成する必要があるときは、いつで
もそのテンプレートを使用できます。設定ミスしたキーについて心配する必要もありません。希望する設
定が変更された場合は、テンプレートを使用して KMS キーを更新できます。例えば、テンプレートを使
用すると、テンプレートで定義されているすべての KMS キーの自動キーローテーションをプログラムに
よって簡単に有効化できます。
AWS KMS リソースの例を含む詳細については、「AWS CloudFormation ユーザーガイド」の「KMS リ
ソースタイプリファレンス」を参照してください。

AWS CloudFormation の詳細情報
AWS CloudFormation の詳細については、以下のリソースを参照してください。
• AWS CloudFormation
• AWS CloudFormation ユーザーガイド
• AWS CloudFormation API リファレンス
• AWS CloudFormation コマンドラインインターフェイスユーザーガイド

AWS KMS keys を削除する
AWS KMS key を削除することは破壊的であり、リスクが伴います。これは、キーマテリアルと KMS キー
に関連付けられているすべてのメタデータを削除し、元に戻すことはできません。KMS キーを削除する
と、その KMS キーで暗号化されたデータを復号できなくなります。これは、そのデータが回復不能にな
ることを意味します。KMS キーの削除は、そのキーをもう使用しないことが確実である場合にのみ行って
ください。不明な場合は、削除するのではなく、KMS キーを無効化する (p. 78)ことを検討します。無
効化した KMS キーは、後で使用する必要が生じた場合に再度有効化できますが、削除した KMS キーは復
元できません。
スケジュールできるのは、カスタマーマネージドキーの削除のみです。AWS マネージドキー または AWS
所有のキー を削除することはできません。
KMS キーを削除する前に、その KMS キーで暗号化された暗号文の数の確認が必要な場合がありま
す。AWS KMS は、この情報や暗号文を保存しません。この情報を取得するには、KMS キーの過去の使用
状況を特定する必要があります。ヘルプについては、KMS キーの過去の使用状況を確認する (p. 151) を
参照してください。
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明示的に削除をスケジュールし、必須の待機期間が終了しない限り、AWS KMS は KMS キーを削除しま
せん。
KMS キーを削除する理由には次の 1 つ以上のものが考えられます。
• 不要になった KMS キーのキーライフサイクルを完了する
• 使用しない KMS キーの維持に伴う管理オーバーヘッドとコストを回避する
• KMS キーリソースクォータ (p. 464)に対してカウントされる KMS キーの数を減らすには

Note
AWS アカウント を終了または削除すると、KMS キーにアクセスできなくなり、それらに対して
課金されることはなくなります。アカウントの終了と関連のない KMS キーの削除をスケジュー
ルする必要はありません。
AWS KMS は、KMS キーの削除をスケジュールする (p. 122)とき、および KMS キーが実際に削除され
た (p. 101)ときに、AWS CloudTrail ログにエントリを記録します。
マルチリージョンのプライマリキーおよびレプリカキーの削除の詳細については、マルチリージョンキー
を削除する (p. 380) を参照してください。
トピック
• 待機期間について (p. 144)
• 非対称 KMS キーの削除 (p. 145)
• マルチリージョンキーを削除する (p. 145)
• キーの削除のスケジュールとキャンセル (p. 145)
• キーの削除をスケジュールおよびキャンセルするためのアクセス許可を追加する (p. 147)
• 削除保留中の KMS キーの使用を検出するアラームの作成 (p. 149)
• KMS キーの過去の使用状況を確認する (p. 151)

待機期間について
KMS キーを削除することは、破壊的でリスクを伴うため、AWS KMS で待機期間を 7 ～ 30 日に設定する
必要があります。デフォルトの待機時間は、30 日です。
ただし、実際の待機期間は、スケジュールした待機期間よりも最大 24 時間長くなる場合がありま
す。KMS キーが削除される実際の日付と時刻を取得するには、DescribeKey オペレーションを使用しま
す。または、AWS KMS コンソール、KMS キーの詳細ページ (p. 49)、[General configuration] (一般的
な設定) セクションで、スケジュールされた削除の日付を参照してください。必ずタイムゾーンをメモし
ておきます。
削除の待機期間中は、KMS キーステータスおよびキーの状態が削除保留中になります。
• 削除保留中の KMS キーを暗号化オペレーション (p. 14)で使用することはできません。
• AWS KMS は削除保留中の KMS キーのキーマテリアルをローテーション (p. 81)しません。
待機期間終了後、AWS KMS は KMS キー、そのエイリアス、関連するすべての AWS KMS メタデータを
削除します。
待機期間を設定することにより、KMS キーが不要であり、今後も使用することがないことを確認できま
す。待機期間中にユーザーまたはアプリケーションが KMS キーの使用を試みた場合に警告するように
Amazon CloudWatch アラームを設定 (p. 149)できます。KMS キーを復元するには、待機期間の終了前
にキーの削除をキャンセルします。待機期間の終了後は、キーの削除はキャンセルできず、AWS KMS は
KMS キーを削除します。
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非対称 KMS キーの削除
認可されたユーザー (p. 147)は、対称または非対称 KMS キーを削除できます。これらの KMS キーの削
除をスケジュールする手順は、どちらの種類のキーも同じです。ただし、非対称 KMS キーのパブリック
キーは AWS KMS の外部でダウンロードして使用できるため (p. 329)、特に暗号化に使用される非対称
KMS キー (キーの使用法が ENCRYPT_DECRYPT) では、オペレーションに重大な追加リスクが生じます。
• KMS キーの削除をスケジュールすると、KMS キーのキーステータスが削除保留中に変わり、KMS キー
を暗号化オペレーション (p. 14)で使用できなくなります。ただし、削除をスケジュールしても、AWS
KMS の外部にあるパブリックキーには影響しません。パブリックキーを持つユーザーは、引き続きその
パブリックキーを使ってメッセージを暗号化できます。キーの状態が変更されたという通知は受信しま
せん。削除がキャンセルされない限り、パブリックキーで作成された暗号文は復号できません。
• 削除保留中の KMS キーを使用する試みを検出するアラーム、ログ、その他の戦略では、AWS KMS の
外部でのパブリックキーの使用は検出できません。
• KMS キーが削除されると、その KMS キーに関連するすべての AWS KMS アクションは失敗します。た
だし、パブリックキーを持つユーザーは、引き続きそのパブリックキーを使ってメッセージを暗号化で
きます。これらの暗号文は復号できません。
キーの使用方法が ENCRYPT_DECRYPT である非対称 KMS キーを削除する必要がある場合は、CloudTrail
ログエントリを使用して、パブリックキーがダウンロードおよび共有されているかどうかを確認します。
完了している場合は、パブリックキーが AWS KMS の外部で使用されていないことを確認します。次に、
削除するのではなく、KMS キーを無効にする (p. 78)ことを検討します。

マルチリージョンキーを削除する
許可されているユーザー (p. 147)は、マルチリージョンのプライマリキーとレプリカキーの削除をスケ
ジュールできます。ただし、AWS KMS では、レプリカキーを持つマルチリージョンのプライマリキーは
削除されません。また、プライマリキーが存在する限り、削除されたマルチリージョンのレプリカキーを
再作成することもできます。詳細については、「マルチリージョンキーを削除する (p. 380)」を参照して
ください。

キーの削除のスケジュールとキャンセル
次の手順は、AWS Management Console、AWS CLI、AWS SDK for Java を使用して、AWS KMS で 単一
リージョン AWS KMS keys のキーの削除をスケジュールおよびキャンセルする方法を説明しています。
マルチリージョンキーの削除のスケジューリングについては、マルチリージョンキーを削除する (p. 380)
を参照してください。

Warning
KMS キーを削除することは破壊的であり、リスクを伴います。KMS キーが不要であり、今後も
使用しないことが確実である場合にのみ実行してください。不明な場合は、削除するのではなく
KMS キーを無効化する (p. 78)べきです。
KMS キーを削除する前に、削除するための許可を取得する必要があります。キーポリシーのみで AWS
KMS のアクセス許可を指定している場合は、KMS キーを削除するためにアクセス許可を追加する必要が
ある場合があります。これらのアクセス許可の追加については、「キーの削除をスケジュールおよびキャ
ンセルするためのアクセス許可を追加する (p. 147)」を参照してください。
AWS KMS は、KMS キーの削除をスケジュールする (p. 122)とき、および KMS キーが実際に削除され
た (p. 101)ときに、AWS CloudTrail ログにエントリを記録します。
キーの削除をスケジュールおよびキャンセルする方法
• キー削除のスケジュールとキャンセル (コンソール) (p. 146)
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• キーの削除のスケジュールとキャンセル (AWS CLI) (p. 146)
• キーの削除のスケジュールとキャンセル (AWS SDK for Java) (p. 147)

キー削除のスケジュールとキャンセル (コンソール)
AWS Management Console では、複数の KMS キーの削除を一度にスケジューリングおよびキャンセルで
きます。

キーの削除をスケジュールするには
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。
AWS マネージドキー (p. 5) または AWS 所有のキー (p. 6) の削除をスケジュールすることはできませ
ん。

4.

削除する KMS キーの横にあるチェックボックスをオンにします。

5.

[Key actions] (キーのアクション)、[Schedule key deletion] (キーの削除をスケジュール) の順に選択し
ます。

6.

待機中に、警告、および削除のキャンセルに関する情報を読み、検討してください。削除をキャンセ
ルする場合はページ下部の [Cancel (キャンセル)] を選択します。

7.

[Waiting period (in days)] (待機期間 (日数)) に、日数として 7～30 の値を入力します。

8.

削除する KMS キーを確認します。

9.

[<##>日後に、このキーの削除をスケジュールすることを確認する。] の横にあるチェックボックスを
オンにします。

10. [Schedule deletion] (削除をスケジュールする) を選択します。
KMS キーのステータスが [Pending deletion] (削除保留中) に変わります。

キーの削除をキャンセルするには
1.

AWS KMS コンソール (https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。

4.

復元する KMS キーの横にあるチェックボックスをオンにします。

5.

[Key actions] (キーのアクション)、[Cancel key deletion] (キーの削除をキャンセル) の順に選択しま
す。

KMS キーのステータスが [Pending deletion] (削除保留中) から [Disabled] (無効) に変わります。KMS キー
を使用するには、有効化する (p. 78)必要があります。

キーの削除のスケジュールとキャンセル (AWS CLI)
次の例のように、aws kms schedule-key-deletion コマンドを使用して、カスタマーマネージド
キー (p. 5)からキーの削除をスケジュールします。
AWS マネージドキー または AWS 所有のキー の削除をスケジュールすることはできません。
$ aws kms schedule-key-deletion --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab --pendingwindow-in-days 10
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正しく使用すると、AWS CLI は以下の例に示すような出力を返します。
{

}

"KeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"DeletionDate": 1598304792.0,
"KeyState": "PendingDeletion",
"PendingWindowInDays": 10

次の例のように、aws kms cancel-key-deletion コマンドを使用して AWS CLI からキーの削除を
キャンセルします。
$ aws kms cancel-key-deletion --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

正しく使用すると、AWS CLI は以下の例に示すような出力を返します。
{
}

"KeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"

KMS キーのステータスが [Pending Deletion] (削除保留中) から [Disabled] (無効) に変わります。KMS キー
を使用するには、有効化する (p. 78)必要があります。

キーの削除のスケジュールとキャンセル (AWS SDK for Java)
次の例では、AWS SDK for Java で KMS キーの削除をスケジュールする方法を示します。この例では、事
前に AWSKMSClient を kms としてインスタンス化している必要があります。
String KeyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
int PendingWindowInDays = 10;
ScheduleKeyDeletionRequest scheduleKeyDeletionRequest =
new
ScheduleKeyDeletionRequest().withKeyId(KeyId).withPendingWindowInDays(PendingWindowInDays);
kms.scheduleKeyDeletion(scheduleKeyDeletionRequest);

次の例では、AWS SDK for Java でキーの削除をキャンセルする方法を示します。この例では、事前に
AWSKMSClient を kms としてインスタンス化している必要があります。
String KeyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
CancelKeyDeletionRequest cancelKeyDeletionRequest =
new CancelKeyDeletionRequest().withKeyId(KeyId);
kms.cancelKeyDeletion(cancelKeyDeletionRequest);

KMS キーのステータスが [Pending Deletion] (削除保留中) から [Disabled] (無効) に変わります。KMS キー
を使用するには、有効化する (p. 78)必要があります。

キーの削除をスケジュールおよびキャンセルするため
のアクセス許可を追加する
IAM ポリシーを使用して AWS KMS のアクセス許可を許可している場合、AWS 管理者アクセス
("Action": "*") または AWS KMS フルアクセス ("Action": "kms:*") を持つすべての IAM ユー
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ザーとロールは、KMS キーの削除をスケジュールおよびキャンセルすることをすでに許可されていま
す。キーポリシーのみで AWS KMS にアクセス許可を付与している場合は、IAM ユーザーとロールに
KMS キーの削除を許可するために、許可を追加する必要がある場合があります。これらのアクセス許可
は、AWS KMS コンソールで、または AWS KMS APIを使用して追加できます。

キーの削除をスケジュールおよびキャンセルするアクセス許可の
追加 (コンソール)
AWS Management Console を使用すると、キーの削除をスケジュールおよびキャンセルするアクセス許可
を追加できます。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。

4.

アクセス許可を変更する KMS キーのエイリアスまたはキー ID を選択します。

5.

[Key policy] (キーポリシー) タブを選択します。[Key deletion] (キーの削除) で、[Allow key
administrators to delete this key] (キー管理者にこのキーの削除を許可する) を選択し、[Save changes]
(変更の保存) を選択します。

Note
[Allow key administrators to delete this key] (キーの管理者にこのキーを削除を許可する) オプ
ションが表示されない場合は、通常、AWS KMS API を使用してこのキーポリシーを変更し
たことを意味します。この場合は、キーポリシードキュメントを手動で更新する必要があり
ます。kms:ScheduleKeyDeletion アクセス許可および kms:CancelKeyDeletion アク
セス許可をキーポリシーのキー管理者ステートメント ("Sid": "Allow access for Key
Administrators") に追加した後、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

キーの削除をスケジュールおよびキャンセルするためのアクセス
許可を追加する (AWS CLI)
AWS Command Line Interface を使用すると、キーの削除をスケジュールおよびキャンセルするアクセス
許可を追加できます。

キーの削除をスケジュールおよびキャンセルするアクセス許可を追加するには
1.

aws kms get-key-policy コマンドを使用して、既存のキーポリシーを取得し、ポリシードキュメ
ントをファイルに保存します。

2.

任意のテキストエディタでポリシードキュメントを開き、キー管理者にアクセス許可を追加
するポリシーステートメント ("Sid": "Allow access for Key Administrators" を
使用するポリシーステートメントなど) に kms:ScheduleKeyDeletion アクセス許可および
kms:CancelKeyDeletion アクセス許可を追加します。その後、ファイルを保存します。次の例
は、これらの 2 つのアクセス許可を持つポリシーステートメントを示しています。
{

"Sid": "Allow access for Key Administrators",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/KMSKeyAdmin"},
"Action": [
"kms:Create*",
"kms:Describe*",
"kms:Enable*",
"kms:List*",
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}

3.

"kms:Put*",
"kms:Update*",
"kms:Revoke*",
"kms:Disable*",
"kms:Get*",
"kms:Delete*",
"kms:ScheduleKeyDeletion",
"kms:CancelKeyDeletion"
],
"Resource": "*"

aws kms put-key-policy コマンドを使用して、キーポリシーを KMS キーに適用します。

削除保留中の KMS キーの使用を検出するアラームの
作成
AWS CloudTrail、Amazon CloudWatch Logs、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) の
機能を組み合わせて、アカウントのユーザーが削除保留中の KMS キーの使用を試みたときに通知する
Amazon CloudWatch アラームを作成することができます。この通知を受け取った場合は、KMS キーの削
除をキャンセルして、削除する決定を検討し直す必要があります。
以下の手順では、「Key ARN is pending deletion」エラーメッセージが CloudTrail ロ
グファイルに書き込まれるたびに通知を受信するアラームの作成方法について説明します。こ
のエラーメッセージは、暗号化オペレーション (p. 14)で、ユーザーまたはアプリケーションが
KMS キーの使用を試みたことを示します。この通知はエラーメッセージにリンクされているた
め、ListKeys、CancelKeyDeletion、PutKeyPolicy などの削除保留中の KMS キーで許可される
API オペレーションを使用するときにはトリガーされません。このエラーメッセージを返す AWS KMS
API オペレーションのリストを表示するには、「AWS KMS キーのキーステータス (p. 153)」を参照して
ください。
受信した E メール通知には、KMS キーや暗号化オペレーションは表示されません。この情報
は、CloudTrail ログ (p. 88)で見つけることができます。その代わりに、アラームの状態が [OK] から [ア
ラーム] に変わったことが E メールで報告されます。CloudWatch アラームと、状態の変更の詳細について
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。

Warning
この Amazon CloudWatch アラームは、AWS KMS の外部にある非対称 KMS キーの公開キー
の使用は検出できません。公開キーの暗号化に使用される非対称 KMS キーを削除する際の特
別なリスク (復号できない暗号テキストの作成など) の詳細については、非対称 KMS キーの削
除 (p. 145) を参照してください。
トピック
• CloudWatch アラームの要件 (p. 149)
• CloudWatch アラームを作成する (p. 150)

CloudWatch アラームの要件
CloudWatch アラームを作成する前に、AWS CloudTrail の追跡を作成し、CloudTrail ログファイルを
Amazon CloudWatch Logs に配信するように CloudTrail を設定する必要があります。アラームの通知用の
Amazon SNS トピックも必要です。
• CloudTrail トレイルを作成します。
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CloudTrail はアカウントの作成時に、AWS アカウント で自動的に有効になります。ただし、AWS KMS
のイベントなど、アカウントのイベントの継続的な記録を取得するには、証跡を作成します。
• CloudWatch Logs のログファイルを配信するように CloudTrailを設定します。
CloudTrail ログファイルの CloudWatch Logs への配信を設定します。これにより、CloudWatch Logs
は、削除保留中の KMS キーの使用を試みる AWS KMS API リクエストのログをモニタリングできま
す。
• Amazon SNS トピックを作成します。
アラームがトリガーされると、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックの E メール
アドレスに E メールメッセージを送信して通知します。

CloudWatch アラームを作成する
この手順では、削除保留中のインスタンスを検索する CloudWatch ロググループのメトリクススフィルタ
を作成します。次に、ロググループのメトリクスに基づいて CloudWatch アラームを作成します。詳細に
ついては、「Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイド」の「フィルターを使用したログイベントからの
メトリクスの作成」を参照してください。
1.

CloudTrail ログを解析する CloudWatch メトリクススフィルターを作成します。
以下の必須値を使用して、「ロググループのメトリクススフィルターを作成する」の手順に従ってく
ださい。他のフィールドについては、デフォルト値を受け入れ、必要に応じて名前を指定します。

2.

フィールド

値

フィルターパ
ターン

{ $.eventSource = kms* && $.errorMessage = "* is pending
deletion."}

メトリクス値

1

ステップ 1 で作成したメトリクスフィルターに基づいて CloudWatch アラームを作成します。
以下の必須値を使用して、「ロググループのメトリクススフィルターを作成する」の手順に従ってく
ださい。他のフィールドについては、デフォルト値を受け入れ、必要に応じて名前を指定します。
フィールド

値

メトリクスフィ
ルター

ステップ 1 で作成したメトリクスフィルターの名前。

しきい値タイプ

[Static] (静的)

条件

######が 1 より大きい場合は必ず

アラームへの
データポイント

1 のうち 1

欠損データ処理

欠損データを良好 (しきい値に違反していない) として扱う

この手順を完了すると、新しい CloudWatch アラームが ALARM 状態に入るたびに通知が届きます。このア
ラームの通知を受信した場合は、データの暗号化または復号化に削除が予定されている KMS キーがまだ
必要であることを意味します。その場合は、KMS キーの削除をキャンセルし (p. 145)、削除する決定を
検討し直す必要があります。
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KMS キーの過去の使用状況を確認する
KMS キーを削除する前に、そのキーで暗号化された暗号化テキストの数を確認する必要がある場合があり
ます。AWS KMS は、この情報や暗号化テキストを保存しません。KMS キーの過去の使用状況を把握する
ことで、後で必要になるかどうかを判断できる場合があります。このトピックでは、KMS キーの過去の使
用状況の確認に役立つ複数の戦略を示します。

Warning
過去と実際の使用方法を決定するためのこれらの戦略は、AWS ユーザーと AWS KMS オペレー
ションに対してのみ有効です。AWS KMS の外部で非対称 KMS キーの公開キーの使用を検出
することはできません。公開キーの暗号化に使用される非対称 KMS キーを削除する際の特別
なリスク (復号できない暗号テキストの作成など) の詳細については、非対称 KMS キーの削
除 (p. 145) を参照してください。
トピック
• KMS キーのアクセス許可を確認し、潜在的な使用の範囲を判断する (p. 151)
• AWS CloudTrail ログを確認して実際の使用状況を判断する (p. 151)

KMS キーのアクセス許可を確認し、潜在的な使用の範囲を判断
する
現在、KMS キーにアクセスできるユーザーやアプリケーションを明らかにすることで、KMS キーが使
用されている範囲や、今後必要かどうかを判断できる場合があります。現在、KMS キーにアクセスでき
るユーザーやアプリケーションを明らかにする方法については、AWS KMS keys へのアクセスを特定す
る (p. 279) を参照してください。

AWS CloudTrail ログを確認して実際の使用状況を判断する
KMS キーの使用履歴を使用して、特定の KMS キーで暗号化された暗号化テキストがあるかどうかを判断
できます。
すべての AWS KMS API アクティビティは AWS CloudTrail ログファイルに記録されます。KMS キーのあ
るリージョンに CloudTrail 追跡を作成すると、CloudTrail ログファイルを調べて、特定の KMS キーに対
するすべての AWS KMS API アクティビティの履歴を表示できます。トレイルを持っていない場合でも、
CloudTrail イベント履歴で最近のイベントを表示できます。AWS KMS による CloudTrail の使用方法の詳
細については、AWS KMS による AWS CloudTrail API 呼び出しのログ記録 (p. 88) を参照してくださ
い。
次の例は、KMS キーを使用して、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に保存されているオブ
ジェクトを保護するときに生成される CloudTrail ログエントリを示しています。この例では、KMS キー
(SSE-KMS) を使用したサーバー側の暗号化を使用してデータを保護し、オブジェクトを Amazon S3 に
アップロードします。SSE-KMS を使用して Amazon S3 にオブジェクトをアップロードする場合は、オ
ブジェクトの保護に使用する KMS キーを指定します。Amazon S3 では AWS KMS GenerateDataKey オ
ペレーションを使用してオブジェクトの一意のデータキーをリクエストします。このリクエストイベント
は、CloudTrail に次のようなエントリで記録されます。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROACKCEVSQ6C2EXAMPLE:example-user",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admins/example-user",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
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"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2015-09-10T23:12:48Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admins",
"accountId": "111122223333",
"userName": "Admins"
}
},
"invokedBy": "internal.amazonaws.com"

}

},
"eventTime": "2015-09-10T23:58:18Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "internal.amazonaws.com",
"userAgent": "internal.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"encryptionContext": {"aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::example_bucket/example_object"},
"keySpec": "AES_256",
"keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"requestID": "cea04450-5817-11e5-85aa-97ce46071236",
"eventID": "80721262-21a5-49b9-8b63-28740e7ce9c9",
"readOnly": true,
"resources": [{
"ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"

後で Amazon S3 からこのオブジェクトをダウンロードすると、Amazon S3 は AWS KMS に Decrypt リ
クエストを送信し、指定された KMS キーを使用してオブジェクトのデータキーを復号します。これを行
うと、CloudTrail ログファイルに次のようなエントリが含まれます。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROACKCEVSQ6C2EXAMPLE:example-user",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admins/example-user",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2015-09-10T23:12:48Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admins",
"accountId": "111122223333",
"userName": "Admins"
}
},
"invokedBy": "internal.amazonaws.com"
},
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}

"eventTime": "2015-09-10T23:58:39Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "internal.amazonaws.com",
"userAgent": "internal.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"encryptionContext": {"aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::example_bucket/example_object"}},
"responseElements": null,
"requestID": "db750745-5817-11e5-93a6-5b87e27d91a0",
"eventID": "ae551b19-8a09-4cfc-a249-205ddba330e3",
"readOnly": true,
"resources": [{
"ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"

AWS KMS API アクティビティはすべて CloudTrail によって記録されます。これらのログエントリを評価
すると、特定の KMS キーの過去の使用状況を明らかにし、その KMS キーを削除する必要があるかどうか
を判断できる場合があります。
AWS KMS API アクティビティが CloudTrail ログファイルにどのように表示されるかの例につい
ては、AWS KMS による AWS CloudTrail API 呼び出しのログ記録 (p. 88) を参照してくださ
い。CloudTrail の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドを参照してください。

AWS KMS キーのキーステータス
AWS KMS key は必ずキーステータスを持っています。KMS キーとその環境に対するオペレーションは、
一時的に、または別のオペレーションによって変更されるまで、そのキーステータスを変更できます。
このセクションの表は、キーステータスが AWS KMS API オペレーションへの呼び出しにどのように影
響するかを示しています。キーステータスの結果として、KMS キーでのオペレーションは成功 (#)、失
敗 (X)、または特定の条件でのみ成功する (?) と予想されます。多くの場合、この結果は KMS キーのイン
ポートされたキーマテリアルによって異なります。
この表には、既存の KMS キーを使用する API オペレーションのみが含まれています。その他のオペレー
ション (CreateKey および ListKeys など) は省略されています。
トピック
• キーステータスと KMS キーの種類 (p. 153)
• キーステータスの表 (p. 154)

キーステータスと KMS キーの種類
KMS キーの種類によって、それが持つキーステータスが決まります。
• すべての KMS キーは、Enabled、Disabled、および PendingDeletion 状態になり得ます。
• ほとんどの KMS キーは Enabled ステータスで作成されます。インポートされたキーマテリアルを持つ
キーは PendingImport ステータスで作成されます。
• PendingImport ステータスは、インポートされたキーマテリアル (p. 390)を持つ KMS キーにのみ適
用されます。
• Unavailable ステータスは、カスタムキーストア (p. 407)内の KMS キーにのみ適用されます。カス
タムキーストアがその AWS CloudHSM クラスターから意図的に切断された場合、カスタムキーストア
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の KMS キーは Unavailable です。使用できない KMS キーを表示および管理することはできますが、
暗号化オペレーションで使用することはできません。
• Creating、Updating、PendingReplicaDeletion のキーステータスは、マルチリージョン
キー (p. 349)にのみ適用されます。
• マルチリージョンのレプリカキーは、作成中の一時的な Creating キーステータスで
す。ReplicateKey オペレーションの完了時、このプロセスはまだ進行中の可能性があります。レプリ
ケートプロセスが完了すると、レプリカキーは Enabled または PendingImport ステータスになり
ます。
• プライマリリージョンの更新中、マルチリージョンキーは一時的に Updating キーステータスになり
ます。UpdatePrimaryRegion オペレーションの完了時、このプロセスはまだ進行中の可能性がありま
す。更新プロセスが完了すると、プライマリキーとレプリカキーは、Enabled キーステータスを再開
します。
• レプリカキーを持つマルチリージョンのプライマリキーの削除をスケジュールすると、プライマリ
キーはそのレプリカキーがすべて削除されるまで、PendingReplicaDeletion ステータスを保持し
ます。その後、キーステータスが PendingDeletion に変わります。詳細については、「マルチリー
ジョンキーを削除する (p. 380)」を参照してください。

キーステータスの表
次の表に、KMS キーのキーステータスが、AWS KMS オペレーションにどのような影響を与えるかを示し
ます。
番号付きの脚注の説明 ([n]) は、このトピックの最後にあります。

Note
この表のすべてのデータを表示するには、水平または垂直にスクロールする必要があります。
API

有効

無効

削除保留中 インポート 使用不可
の保留中
レプリカの
削除保留中

[Creating]
(作成中)

更新中

[4]

[4]

CancelKeyDeletion

[4]

[4]

[4]

[4], [13]

CreateAlias

[3]
CreateGrant

[1]

[2] または
[3]

[5]

[1]

[2] または
[3]

[5]

[14]

Decrypt
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API

有効

無効

削除保留中 インポート 使用不可
の保留中
レプリカの
削除保留中

[Creating]
(作成中)

更新中

[14]

[15]

DeleteAlias
DeleteImportedKeyMaterial
[9]

[9]

該当なし
[9]

(影響なし)

[3]

[5]

[12]

[14]

[15]

[3] または
[7]

[6]

[7]

[14]

[7]

[3]

[5]

[12]

[14]

[15]

[1] または
[7]

[3] または
[7]

[6]

[7]

[14]

[7]

[1]

[2] または
[3]

[5]

[11]

[14]

[1]

[2] または
[3]

[5]

[11]

[14]

[1]

[2] または
[3]

[5]

[11]

[14]

DescribeKey
DisableKey

DisableKeyRotation

[7]

[1] または
[7]

EnableKey

EnableKeyRotation

[7]
暗号化

GenerateDataKey

GenerateDataKeyPair
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API

有効

無効

削除保留中 インポート 使用不可
の保留中
レプリカの
削除保留中

[Creating]
(作成中)

[2] または
[3]

[5]

[11]

[14]

[2] または
[3]

[5]

[11]

[14]

該当なし

該当なし

更新中

GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext

[1]
GenerateDataKeyWithoutPlaintext

[1]
GenerateMac

[1]

[2] または
[3]

[7]

[7]

[9]

[8] または
[9]

[14]

GetKeyPolicy
GetKeyRotationStatus

[7]

[6]

[7]

[7]

[7]

[9]

[14]

[15]

GetParametersForImport

[9]
GetPublicKey

該当なし

[1]

[2] または
[3]

[9]

[8] または
[9]

該当なし

[14]

ImportKeyMaterial

[9]
ListAliases
ListGrants
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API

有効

無効

削除保留中 インポート 使用不可
の保留中
レプリカの
削除保留中

[Creating]
(作成中)

[1]

[2] または
[3]

[14]

更新中

ListKeyPolicies
ListResourceTags
PutKeyPolicy
ReEncrypt

[5]

ReplicateKey

[11]
該当なし

[1]

[2] または
[3]

[5]

[14]

[15]

RetireGrant
RevokeGrant
ScheduleKeyDeletion

[3]

[15]

Sign

該当なし

[1]

[2] または
[3]

TagResource

[3]
UntagResource

[3]

157

該当なし

[14]

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
キーステータスの表

API

有効

無効

削除保留中 インポート 使用不可
の保留中
レプリカの
削除保留中

[Creating]
(作成中)

更新中

UpdateAlias

[10]
UpdateKeyDescription

[3]
UpdatePrimaryRegion

該当なし

[1]

[2] または
[3]

Verify

[5]
該当なし

[1]

該当なし

[2] または
[3]

VerifyMac

[14]
該当なし

[1]

[14]

該当なし

[2] または
[3]

[14]

テーブルの詳細
• [1] DisabledException: <key ARN> is disabled.
• [2] DisabledException: <key ARN> is pending deletion (or pending replica
deletion).
• [3] KMSInvalidStateException: <key ARN> is pending deletion (or pending replica
deletion).
• [4] KMSInvalidStateException: <key ARN> is not pending deletion (or pending
replica deletion).
• [5] KMSInvalidStateException: <key ARN> is pending import.
• [6] UnsupportedOperationException: <key ARN> origin is EXTERNAL which is not
valid for this operation.
• [7] KMS キーがインポートされたキーマテリアルを持つ場合、または KMS キーがカスタムキーストアに
ある場合: UnsupportedOperationException。
• [8] KMS キーがインポートされたキーマテリアルを持つ場合: KMSInvalidStateException
• [9] KMS キーがインポートされたキーマテリアルを持たない場合、または持てない場合:
UnsupportedOperationException。
• [10] ソース KMS キーが削除保留中の場合、コマンドは成功します。送信先の KMS キーが削除保留
中の場合、コマンドは次のエラーで失敗します: KMSInvalidStateException : <key ARN> is
pending deletion.
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• [11] KMSInvalidStateException: <key ARN> is unavailable. 使用不可能な KMS キーでこの
オペレーションを実行することはできません。
• [12] オペレーションは成功しますが、KMS キーのキーステータスは、使用可能になるまで変更されませ
ん。
• [13] カスタムキーストアの KMS キーが削除保留中の場合、KMS キーが使用不可能になっても、その
キーステータスは PendingDeletion のままになります。これにより、待機期間中はいつでも KMS
キーの削除をキャンセルできます。
• [14] KMSInvalidStateException: <key ARN> is creating. AWS KMS は、マルチリージョン
キー (ReplicateKey) のレプリケーション中にこの例外をスローします。
• [15] KMSInvalidStateException: <key ARN> is updating. AWS KMS は、マルチリージョン
キー (UpdatePrimaryRegion) のプライマリリージョンの更新中にこの例外をスローします。
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AWS KMS の認証とアクセスコント
ロール
AWS KMS を使用する場合は、AWS によってリクエストの認証に使用される認証情報が必要です。認証
情報には、AWS リソースへのアクセス、AWS KMS keys (p. 3) およびエイリアス (p. 29)を含める必要が
あります。AWS プリンシパルは、そのアクセス許可が明示的に提供され、拒否されていない限り、KMS
キーに対して何もアクセス許可はありません。KMS キーを使用または管理するための暗黙的または自動的
な権限はありません。
AWS KMS リソースへのアクセスを管理する主な手段は、ポリシーです。ポリシーは、どのプリンシパル
がどのリソースにアクセスできるかを記述するドキュメントです。IAM アイデンティティにアタッチされ
たポリシーはアイデンティティベースのポリシー (または IAM ポリシー) と呼ばれ、他の種類のリソース
にアタッチされたポリシーはリソースポリシーと呼ばれます。KMS キーの AWS KMS リソースポリシー
はキーポリシーと呼ばれます。すべての KMS キーにはキーポリシーがあります。
AWS KMS エイリアスへのアクセスを管理するには、IAM ポリシーを使用します。プリンシパルにエイリ
アスの作成を許可するには、IAM ポリシーのエイリアスに対する許可と、キーポリシーのキーに対する許
可を提供する必要があります。詳細については、「エイリアスへのアクセスの制御 (p. 40)」を参照してく
ださい。
KMS キーへのアクセスを制御するには、次のポリシーメカニズムを使用できます。
• キーポリシー — すべての KMS キーにはキーポリシーがあります。これは、KMS キーへのアクセスを
制御するための主要メカニズムです。キーポリシーを単独で使用してアクセスを制御できます。この場
合、KMS キーへのアクセスの完全な範囲が 1 つのドキュメント (キーポリシー) で定義されます。キー
ポリシーの使用の詳細については、「キーポリシー (p. 163)」を参照してください。
• IAM ポリシー — IAM ポリシーをキーポリシーと組み合わせて使用し、KMS キーへのアクセスを制御
できるように許可を付与します。この方法でアクセスを制御すると、IAM の IAM ID に対するすべて
のアクセス許可を管理できます。IAM ポリシーを使用して KMS キーへのアクセスを許可するには、
キーポリシーで明示的に許可する必要があります。IAM ポリシーの使用の詳細については、「IAM ポリ
シー (p. 184)」を参照してください。
• グラント — グラントをキーポリシーおよび IAM ポリシーと組み合わせて使用し、KMS キーへのアク
セスを許可します。この方法でアクセスを制御すると、キーポリシーで KMS キーへのアクセスを許可
し、ユーザーが他のユーザーにアクセスを委任できるようになります。グラントの使用の詳細について
は、「AWS KMS でのグラント (p. 195)」を参照してください。
KMS キーは、作成された AWS アカウントに属します。ただし、アクセスグラントがキーポリシー、IAM
ポリシー、またはグラントで明示的に提供されていない限り、アイデンティティやプリンシパルは、AWS
アカウントのルートユーザーも含め、KMS キーを使用または管理するアクセス許可はありません。KMS
キーを作成する IAM ユーザーはキー所有者とはみなされないため、作成した KMS キーを使用または管
理するためのアクセス許可が自動的に付与されません。他のプリンシパルと同様に、キー作成者は、キー
ポリシー、IAM ポリシー、またはグラントを使用してアクセス許可を取得する必要があります。ただ
し、kms:CreateKey アクセス許可を持つプリンシパルは、初期キーポリシーを設定し、キーを使用また
は管理するためのアクセス許可を自分自身に付与できます。
次のトピックでは、AWS Identity and Access Management (IAM) と AWS KMS アクセス許可を使用して、
リソースにアクセスできるユーザーを制御することでリソースをセキュア化する方法の詳細について説明
します。
トピック
• AWS KMS アクセスコントロールの概念 (p. 161)
• AWS KMS のキーポリシー (p. 163)
• AWS KMS で IAM ポリシーを使用する (p. 184)
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• AWS KMS でのグラント (p. 195)
•
•
•
•
•

VPC エンドポイントを介した AWS KMS への接続 (p. 209)
AWS KMS の条件キー (p. 216)
AWS KMS の ABAC (p. 261)
他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する (p. 267)
AWS KMS のサービスにリンクされたロールの使用 (p. 274)

• AWS KMS でハイブリッドポスト量子 TLS を使用する (p. 275)
• AWS KMS keys へのアクセスを特定する (p. 279)
• AWS KMS アクセス権限 (p. 291)

AWS KMS アクセスコントロールの概念
AWS KMS でのアクセスコントロールに関する説明で使用した概念について説明します。
トピック
• 認証 (p. 161)
• 認証 (p. 162)
• AWS KMS リソース (p. 162)

認証
AWS には、次のいずれかのタイプのアイデンティティでアクセスできます。
• AWS アカウント ルートユーザー – AWS にサインアップするときは、AWS アカウント の E メールアド
レスとパスワードを指定します。これらはルート認証情報であり、これらの情報を使用すると、すべて
の AWS リソースへの完全なアクセスが可能になります。

Important
セキュリティ上の理由から、ルート認証情報は、管理者ユーザー (AWS アカウント への完全な
アクセス許可を持つ IAM ユーザー) を作成するためにのみ使用することをお勧めします。その
後、この管理者ユーザーを使用して、制限されたアクセス許可を持つ他の IAM ユーザーとロー
ルを作成できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「個別の IAM ユーザーの作
成 (IAM ベストプラクティス)」および「管理者ユーザーとグループの作成」を参照してくださ
い。

Note
キーポリシー、IAM ポリシー、またはグラントで明示的に許可され、拒否されない限り、ルー
トユーザーやキー作成者を含むすべての AWS プリンシパルは、KMS キーに対するアクセス許
可を持ちません。
• IAM ユーザー — IAM ユーザーは、特定のアクセス許可 (KMS キーの使用など) を持つ AWS アカウント
のアイデンティティです。IAM のユーザー名とパスワードは、AWS Management Console、AWS ディ
スカッションフォーラム、または AWS Support センターなどのセキュアな AWS ウェブページへのサイ
ンインに使用できます。
ユーザー名とパスワードに加えて、アクセスキーを各ユーザーに作成し、ユーザーが AWS SDK、AWS
Command Line Interface、AWS Tools for PowerShell によって、AWS サービスにプログラムでアクセ
スできるようにします。SDK やコマンドラインツールは、アクセスキーを使って API リクエストに暗
号により署名します。AWS ツールを使用しない場合は、API リクエストを自分で署名する必要がありま
す。AWS KMS では、署名バージョン 4 がサポートされています。これは API リクエストを認証するた
めの AWS プロトコルです。API リクエストの認証の詳細については、AWS の全般リファレンスの署名
バージョン 4: 署名プロセスを参照してください。
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• IAM ロール – IAM ロールは、特定のアクセス権限を持ち、アカウントで作成できるもう 1 つの IAM ID
です。これは IAM ユーザーに似ていますが、特定のユーザーに関連付けられていません。IAM ロールで
は、AWS サービスおよびリソースにプログラムでアクセスする、一時的なアクセスキーを取得すること
ができます。IAM ロールは、次のような場合に役立ちます。
• フェデレーティッドユーザーアクセス – IAM ユーザーを作成する代わりに、AWS Directory Service、
エンタープライズユーザーディレクトリ、またはウェブアイデンティティプロバイダーからの既存の
ユーザーアイデンティティを使用できます。このようなユーザーはフェデレーションユーザーと呼ば
れます。フェデレーションユーザーは、ID プロバイダーを通じて IAM ロールを使用します。フェデ
レーションユーザーの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「フェデレーションユーザーと
ロール」を参照してください。
• クロスアカウントアクセス – AWS アカウント で IAM ロールを使って、お客様のアカウントのリソー
スへのアクセス権を別の AWS アカウント に許可できます。この例については、「IAM ユーザーガイ
ド」の「チュートリアル: AWS アカウント間の IAM ロールを使用したアクセスの委任」を参照してく
ださい。
• AWS サービスアクセス — アカウントの IAM ロールを使用して、アカウントのリソースへアクセスす
るための AWS サービス許可を付与します。例えば、Amazon Redshift がお客様に代わって S3 バケッ
トにアクセスし、S3 バケットに保存されたデータを Amazon Redshift クラスターにロードすること
を許可するロールを作成できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービスへ
の許可を委任するロールの作成」を参照してください。
• EC2 インスタンスで実行されるアプリケーション — インスタンスで実行され、AWS API リクエス
トを作成するアプリケーションで使用されるアクセスキーを EC2 インスタンスに保存する代わり
に、IAM ロールを使用してこれらのアプリケーションの一時的なアクセスキーを提供します。EC2 イ
ンスタンスに IAM ロールを割り当てるには、 インスタンスプロファイル を作成し、インスタンスの
起動時にアタッチします。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
行されるアプリケーションは一時アクセスキー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 上のアプリケーションに対するロールの使用」を参照してくださ
い。

認証
リクエストを認証する有効な認証情報を持つことができますが、AWS KMS リソースを作成、管理、また
は使用する AWS KMS API リクエストを作成するアクセス権限も必要です。例えば、暗号化オペレーショ
ン (p. 14)で KMS キーの作成、管理、使用を行うためのアクセス許可が必要です。
キーポリシー、IAM ポリシー、およびグラントを使用して、AWS KMS リソースへのアクセスを制御しま
す。リクエストまたはリソースが指定した条件を満たす場合にのみ、ポリシー条件キーを使用してアクセ
スを許可できます。他の AWS アカウントで、信頼するプリンシパルへのアクセスを許可できます。

AWS KMS リソース
AWS KMS では、プライマリリソースは AWS KMS keys (p. 3) です。AWS KMS は、KMS キーのわかり
やすい名前を提供する独立したリソースであるエイリアス (p. 29)もサポートします。一部の AWS KMS オ
ペレーションでは、エイリアスを使用して KMS 許可キーを識別できます。
KMS キーまたはエイリアスの各インスタンスには、標準形式の一意の Amazon リソースネーム (ARN) が
あります。AWS KMS リソースの場合、AWS のサービス名は kms です。
• AWS KMS key
ARN 形式:
arn:AWS partition name:AWS service name:AWS #####:AWS ##### ID:key/key ID
ARN の例:
arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
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• エイリアス
ARN 形式:
arn:AWS partition name:AWS service name:AWS #####:AWS ##### ID:alias/alias
name
ARN の例:
arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/example-alias
AWS KMS には、AWS KMS リソースをオペレーションするための一連の API オペレーションが用意され
ています。AWS Management Console および AWS KMS API オペレーションでの KMS キーの識別の詳細
については、キー識別子 (KeyId) (p. 15) を参照してください。AWS KMS オペレーションのリストについ
ては、「AWS Key Management Service API リファレンス」を参照してください。

AWS KMS のキーポリシー
キーポリシーは、AWS KMS keyのためのリソースポリシーです。キーポリシーは、KMS キーへのアクセ
スを制御するための主要な方法です。すべての KMS キーには、厳密に 1 つのキーポリシーが必要です。
キーポリシーのステートメントでは、KMS キーの使用が許可されるユーザーとその使用方法を決定しま
す。IAM ポリシー (p. 184)とグラント (p. 195)を使用して KMS キーへのアクセスを制御することもで
きますが、すべての KMS キーにはキーポリシーが必要です。
キーポリシー、IAM ポリシー、またはグラントで明示的に許可され、拒否されない限り、ルートユーザー
やキー作成者を含むすべての AWS プリンシパルは、KMS キーに対するアクセス許可を持ちません。
キーポリシーで明示的に許可されていない限り、IAM ポリシーを使用して KMS キーへのアクセスを許
可することはできません。キーポリシーからの許可がない場合、許可を許可する IAM ポリシーは効力を
持ちません。(IAM ポリシーを使用して、キーポリシーからの許可を得ることなく KMS キーに対する許可
を拒否することができます。) デフォルトのキーポリシーでは IAM ポリシーが有効になっています。キー
ポリシーで IAM ポリシーを有効にするには、AWS アカウント へのアクセスを許可し、IAM ポリシーを有
効にする (p. 168) で説明されているポリシーステートメントを追加します。
グローバルな IAM ポリシーとは異なり、キーポリシーはリージョナルです。キーポリシーは、同じリー
ジョン内の KMS キーへのアクセスのみを制御します。他のリージョンの KMS キーには影響しません。
トピック
• キーポリシーを作成する (p. 163)
• デフォルトのキーポリシー (p. 168)
• キーポリシーの表示 (p. 177)
• キーポリシーの変更 (p. 180)
• キーポリシーにおける AWS サービスのアクセス許可 (p. 182)

キーポリシーを作成する
キーポリシーは、AWS KMS コンソール、AWS KMS API オペレーション (CreateKey、ReplicateKey、お
よび PutKeyPolicy など)、または AWS CloudFormation テンプレート (p. 142)を使用して作成し、管理す
ることができます。
AWS KMS コンソールで KMS キーを作成すると、コンソールのデフォルトのキーポリシー (p. 168)に
基づいてキーポリシーを作成するためのステップがコンソールに表示されます。CreateKey または
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ReplicateKey API を使用するときにキーポリシーを指定しない場合、これらの API はプログラム的に
作成されたキーのデフォルトキーポリシー (p. 168)を適用します。PutKeyPolicy を使用する、または
AWS CloudFormation テンプレートを使用して KMS キーを作成する場合は、キーポリシーを指定するこ
とが必要になります。
各ポリシードキュメントには、1 つ以上のポリシーステートメントを指定できます。以下は、1 つのポリ
シーステートメントがある有効なキーポリシードキュメントの例です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Describe the policy statement",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice"
},
"Action": "kms:DescribeKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT"
}
}
}
]

トピック
• キーポリシー形式 (p. 164)
• キーポリシー内の要素 (p. 164)
• キーポリシーの例 (p. 166)

キーポリシー形式
キーポリシードキュメントは、以下のルールに従う必要があります。
• 最大 32 キロバイト (32,768 バイト)
• キーポリシーステートメントの Sid 要素には、スペースを含めることができます。(IAM ポリシード
キュメントの Sid 要素では、スペースが禁止されています｡)
キーポリシードキュメントには、以下の文字のみを含めることができます。
• 印字可能な ASCII 文字
• 基本ラテンおよびラテン 1 補助文字セットの印字可能な文字
• タブ (\u0009)、ラインフィード (\u000A)、およびキャリッジリターン (\u000D) の特殊文字

キーポリシー内の要素
キーポリシードキュメントには、次の要素が必要です。
Version
キーポリシードキュメントのバージョンを指定します。バージョンを 2012-10-17 (最新バージョン)
に設定します。
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Statement
ポリシーステートメントを囲みます。キーポリシードキュメントには、少なくとも 1 つのステートメ
ントが必要です。
各キーポリシーステートメントは、最大 6 個の要素で構成されま
す。Effect、Principal、Action、Resource の要素は必須です。
Sid
(オプション) ステートメント識別子 (Sid)。ステートメントを記述するために使用できる任意の文
字列です。キーポリシーの Sid には、スペースを含めることができます。(IAM ポリシーの Sid
要素にスペースを含めることはできません。)
Effect
(必須) ポリシーステートメント内の許可を許容するか拒否するかを決定します。有効な値は
Allow または Deny です。KMS キーへのアクセスを明示的に許可しない場合、アクセスは暗黙的
に拒否されます。KMS キーへのアクセスを明示的に拒否することもできます。これは、別のポリ
シーがアクセスを許可している場合でも、ユーザーがアクセスできないようにするために行いま
す。
Principal
(必須) プリンシパルは、ポリシーステートメントで指定されている許可を取得するアイデンティ
ティです。キーポリシーのプリンシパルとして、AWS アカウント、IAM ユーザー、IAM ロール、
および一部の AWS サービスを指定できます。IAM ユーザーグループは、どのポリシータイプに
おいても有効なプリンシパルではありません。
キーポリシーステートメントのプリンシパルが arn:aws:iam::111122223333:root" 形式の
AWS アカウント プリンシパルである場合、ポリシーステートメントはいかなる IAM プリンシ
パルにも許可を付与しません。代わりに AWS アカウント 許可を付与し、IAM ポリシーを使用し
て、キーポリシーで指定された許可を委任します。(arn:aws:iam::111122223333:root" 形
式のプリンシパルは、アカウント識別子に「root」が使用されていても AWS アカウントのルート
ユーザーを示すものではありません。ただし、アカウントプリンシパルは、アカウントのルート
ユーザーを含むアカウントとその管理者を表します。)
プリンシパルが別の AWS アカウント またはそのプリンシパルの場合、KMS キーとキーポリシー
でリージョンのアカウントが有効になっている場合にのみ、アクセス許可が有効になります。デ
フォルトで有効になっていないリージョン (「オプトインリージョン」) については、「AWS 全
般のリファレンス」の「AWS リージョン の管理」を参照してください。

Note
条件を使用してキーポリシーを制限しない限り、アクセス許可を付与するキーポリシー
ステートメントで、プリンシパルをアスタリスク (*) に設定しないでください。アスタリ
スクは、別のポリシーステートメントが明示的に拒否しない限り、すべての AWS アカ
ウント のすべてのアイデンティティに、KMS キーを使用するアクセス許可を付与しま
す。他の AWS アカウント のユーザーは、KMS キーを使用するために、各自のアカウン
トで対応する IAM アクセス許可が必要です。
別の AWS アカウント またはそのプリンシパルに KMS キーの使用を許可するには、キーポリ
シーと他のアカウントの IAM ポリシーで許可を提供する必要があります。詳細については、「他
のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する (p. 267)」を参照してください。
Action
(必須) 許可または拒否する API オペレーションを指定します。例えば、kms:Encrypt アクショ
ンは AWS KMS の暗号化 オペレーションに対応します。ポリシーステートメントに複数のアク
ションを一覧表示できます。詳細については、「アクセス許可に関するリファレンス (p. 291)」
を参照してください。
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Resource
(必須) キーポリシーでは、Resource 要素の値が "*" になります。これは「この KMS キー」を意
味します。アスタリスク ("*") は、キーポリシーがアタッチされた KMS キーを識別します。

Note
必要な Resource 要素がキーポリシーステートメントにない場合、ポリシーステートメ
ントによる影響はありません。Resource 要素のないキーポリシーステートメントは、
どの KMS キーにも適用されません。
キーポリシーステートメントの Resource 要素が欠落している場合、AWS KMS コ
ンソールはエラーを正しく報告しますが、ポリシーステートメントが無効であって
も、CreateKey と PutKeyPolicy API は成功します。
Condition
(オプション) 条件は、キーポリシーを有効にするために満たす必要がある要件を指定します。条
件により、AWS は、API リクエストのコンテキストを評価し、ポリシーステートメントが適用さ
れるかどうかを判断できます。
条件を指定するには、事前定義された条件キーを使用します。AWS KMS は AWS グローバル
条件キー (p. 216)と AWS KMS 条件キー (p. 218)をサポートします。属性ベースのアクセ
スコントロール (ABAC) をサポートするために、AWS KMS は、タグとエイリアスに基づいて
KMS キーへのアクセスを制御する条件キーを提供します。詳細については、「AWS KMS の
ABAC (p. 261)」を参照してください。
条件の形式は次のとおりです。
"Condition": {"condition operator": {"condition key": "condition value"}}

例：
"Condition": {"StringEquals": {"kms:CallerAccount": "111122223333"}}

AWS ポリシー構文の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「 AWS IAM ポリシーリファレンス」を
参照してください。

キーポリシーの例
以下は、対称暗号化 KMS キーの完全なキーポリシーの例です。この章の主なポリシー概念について読む
と、参考に使うことができます。このキーポリシーでは、先ほどの「デフォルトキーポリシー (p. 168)」
のセクションからのポリシーステートメント例と、以下を実行するための 1 つのキーポリシーを組み合わ
せています。
• 例 AWS アカウント、111122223333 に、KMS キーへのフルアクセスを許可します。これにより、アカ
ウントとその管理者 (アカウントのルートユーザーを含む) は、アカウントの IAM ポリシーを使用して
KMS キーへのアクセスを許可できます。
• IAM ユーザーの KMSAdminUser、および IAM ロールの KMSAdminRole が KMS キーを管理できるよう
にします。
• IAM ユーザー ExampleUser、IAM ロール ExampleRole、および AWS アカウント 444455556666 が
KMS キーを使用できるようにします。

{

"Version": "2012-10-17",
"Id": "key-consolepolicy-2",
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"Statement": [
{
"Sid": "Enable IAM policies",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Allow access for Key Administrators",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:user/KMSAdminUser",
"arn:aws:iam::111122223333:role/KMSAdminRole"
]},
"Action": [
"kms:Create*",
"kms:Describe*",
"kms:Enable*",
"kms:List*",
"kms:Put*",
"kms:Update*",
"kms:Revoke*",
"kms:Disable*",
"kms:Get*",
"kms:Delete*",
"kms:TagResource",
"kms:UntagResource",
"kms:ScheduleKeyDeletion",
"kms:CancelKeyDeletion"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser",
"arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Allow attachment of persistent resources",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser",
"arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": [
"kms:CreateGrant",
"kms:ListGrants",
"kms:RevokeGrant"
],
"Resource": "*",
"Condition": {"Bool": {"kms:GrantIsForAWSResource": "true"}}
}
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}

]

デフォルトのキーポリシー
KMS キーを作成するときに、新しい KMS キーのキーポリシーを指定できます。指定しない場合、このポ
リシーは AWS KMS によって作成されます。AWS KMS が使用するデフォルトのキーポリシーは、キーが
AWS KMS コンソールで作成されたかどうか、または AWS KMS API を使用したかどうかによって異なり
ます。
KMS キーをプログラムにより作成したときのデフォルトキーポリシー
AWS KMS API を使用して KMS キーをプログラムで作成し (AWS SDK、AWS Command Line Interface、
または AWS Tools for PowerShell の使用を含む)、キーポリシーを指定しなかった場合、AWS KMS は非
常に単純なデフォルトキーポリシーを適用します。このデフォルトのキーポリシーには、KMS キー許可を
有する AWS アカウント に対して、IAM ポリシーを使用して KMS キー上のすべての AWS KMS オペレー
ションに対するアクセスを許可する権限を付与するポリシーステートメントが 1 つ含まれます。このポリ
シーステートメントの詳細については、「AWS アカウント へのアクセスを許可し、IAM ポリシーを有効
にする (p. 168)」を参照してください。
AWS Management Console を使用して KMS キーを作成した場合のデフォルトのキーポリシー
AWS Management Console を使用して KMS キーを作成した (p. 24)場合、キーポリシーは、AWS アカ
ウント へのアクセスを許可し、IAM ポリシーを有効にする (p. 168)ポリシーステートメントで始まりま
す。次に、コンソールはキー管理者ステートメント (p. 169)、キーユーザーステートメント (p. 173)、
および (ほとんどのキータイプで) プリンシパルに他の AWS サービス (p. 176)で KMS キーを使用する許
可を与えるステートメントを追加します。AWS KMS コンソールの機能を使用して IAM ユーザーとロール
を指定し、キー管理者である AWS アカウント とキーユーザーとなるユーザー (またはその両方) を指定で
きます。
アクセス許可
• AWS アカウント へのアクセスを許可し、IAM ポリシーを有効にする (p. 168)
• KMS キーの管理をキー管理者に許可する (p. 169)
• KMS キーの使用をキーユーザーに許可する (p. 173)
• 暗号化オペレーションで KMS キーを使用することをキーユーザーに許可する (p. 174)
• AWS サービスで KMS キーを使用することをキーユーザーに許可する (p. 176)

AWS アカウント へのアクセスを許可し、IAM ポリシーを有効に
する
次のデフォルトのキーポリシーステートメントは重要です。
• このステートメントは、KMS キーを所有する AWS アカウント に KMS キーへのフルアクセスを付与し
ています。
他と AWS リソースポリシーとは異なり、AWS KMS キーポリシーは、アカウントまたはそのユーザー
に対して許可を自動的に付与しません。アカウント管理者に許可を付与するには、キーポリシーに、こ
のような許可を提供する明示的なステートメントを含める必要があります。
• これにより、アカウントは IAM ポリシーを使用して、キーポリシーに加えて KMS キーへのアクセスを
許可できるようになります。
この許可がないと、キーへのアクセスを許可する IAM ポリシーは無効になりますが、キーへのアクセス
を拒否する IAM ポリシーは依然として有効です。
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• 削除できないアカウントのルートユーザーを含むアカウント管理者にアクセスコントロールの許可を付
与することで、キーが管理不能になるリスクが軽減されます。
次のキーポリシーステートメントは、プログラムで作成された KMS キーのデフォルトキーポリシーの全
文です。これは、AWS KMS コンソールで作成された KMS キーのデフォルトキーポリシーの最初のポリ
シーステートメントです。
{

}

"Sid": "Enable IAM policies",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"

IAM ポリシーが KMS キーへのアクセスを許可できるようにします。
上記のキーポリシーステートメントは、キーの許可を有する AWS アカウント に IAM ポリシーとキー
ポリシーを使用して、KMS キーに対するすべてのアクション (kms:*) を許可する権限を付与してい
ます。
このキーポリシーステートメントのプリンシパルはアカウントプリンシパルであり、これはこの形
式にある ARN で表されています: arn:aws:iam::account-id:root。アカウントプリンシパル
は、AWS アカウントとその管理者を表します。
キーポリシーステートメントのプリンシパルがアカウントプリンシパルである場合、ポリシーステー
トメントはどの IAM ユーザーまたはロールに対しても KMS キーを使用する許可を付与しません。
代わりにアカウントに IAM ポリシーを使用して、ポリシーステートメントで指定された許可を委譲
することができます。このデフォルトのキーポリシーステートメントにより、アカウントは IAM ポ
リシーを使用して、KMS キーに対するすべてのアクション (kms:*) の許可を委譲することができま
す。
KMS キーが管理不能になるリスクを減らします。
他と AWS リソースポリシーとは異なり、AWS KMS キーポリシーは、アカウントまたはそのユー
ザーに対して許可を自動的に付与しません。プリンシパルに許可を与えるには (アカウントプリンシパ
ルを含む)、許可を明示的に提供するキーポリシーステートメントを使用する必要があります。アカウ
ントプリンシパルまたはプリンシパルに、KMS キーへのアクセス権を付与する必要はありません。た
だし、アカウントプリンシパルにアクセス権を付与することは、キーが管理不能になるのを防ぐため
に役立ちます。
たとえば、KMS キーへのアクセスを 1 人のユーザーだけに付与するキーポリシーを作成したとしま
す。その後、そのユーザーを削除すると、キーは管理不能になり、KMS キーへのアクセスを取り戻す
ためにAWS サポートに連絡しなければなりません。
上記のキーポリシーステートメントは、キーを制御する許可をアカウントプリンシパルに付与しま
す。アカウントプリンシパルは、アカウントのルートユーザーを含む AWS アカウント およびその管
理者を表します。アカウントのルートユーザーは、AWS アカウント を削除しない限り削除できない
唯一のプリンシパルです。IAM のベストプラクティスでは、緊急時を除き、アカウントのルートユー
ザーの代わりとして行動することを推奨していません。ただし、KMS キーへのアクセス権を持つ他の
すべてのユーザーおよびロールを削除した場合には、アカウントのルートユーザーとして行動する必
要が生じる場合があります。

KMS キーの管理をキー管理者に許可する
コンソールによって作成されるデフォルトのキーポリシーでは、アカウントで IAM ユーザーとロールを選
択し、それらをキー管理者にすることができます。このステートメントは、キー管理者ステートメントと
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呼ばれます。キー管理者には、KMS キーを管理するためのアクセス許可はありますが、暗号化オペレー
ション (p. 14)で KMS キーを使用するためのアクセス許可はありません。デフォルトビューやポリシー
ビューで KMS キーを作成するときに、IAM ユーザーとロールをキー管理者のリストに追加できます。

Warning
キー管理者は、キーポリシーを変更してグラントを作成するグラントを持っているため、このポ
リシーで指定されていない AWS KMS 許可を自分自身や他者に付与することができます。
タグとエイリアスを管理するアクセス権限を持つプリンシパルも、KMS キーへのアクセスを制御
することができます。詳細については、「AWS KMS の ABAC (p. 261)」を参照してください。
次の例は、AWS KMS コンソールのデフォルトビューでのキー管理者ステートメントを示しています。

AWS KMS コンソールのポリシービューでのキー管理者ステートメントの例を次に示します。このキー管
理者ステートメントは、単一リージョンの対称暗号化 KMS キー向けのものです。
{

"Sid": "Allow access for Key Administrators",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:user/KMSAdminUser",
"arn:aws:iam::111122223333:role/KMSAdminRole"
]},
"Action": [
"kms:Create*",
"kms:Describe*",
"kms:Enable*",
"kms:List*",
"kms:Put*",
"kms:Update*",
"kms:Revoke*",
"kms:Disable*",
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"kms:Get*",
"kms:Delete*",
"kms:TagResource",
"kms:UntagResource",
"kms:ScheduleKeyDeletion",
"kms:CancelKeyDeletion"

}

],
"Resource": "*"

最も一般的な KMS キーである単一リージョンの対称暗号化 KMS キーのデフォルトキー管理者ステー
トメントは、以下の許可を付与します。各アクセス許可の詳細については、「AWS KMS アクセス権
限 (p. 291)」を参照してください。
AWS KMS コンソールを使用して KMS キーを作成する場合、コンソールでは、指定したユーザーとロー
ルをキー管理者ステートメントの Principal 要素に追加します。
これらのアクセス許可の多くには、指定した動詞で始まるアクセス許可すべてを許可するワイルドカード
文字 (*) が含まれています。その結果、AWS KMS で新しい API オペレーションが追加されると、キー管
理者が自動的にそれらを使用できるようになります。新しいオペレーションを含めるために、キーポリ
シーを更新する必要はありません。キー管理者を固定された一連の API オペレーションに限定する場合
は、キーポリシーを変更 (p. 180)することができます。
kms:Create*
kms:CreateAlias (p. 29) および kms:CreateGrant (p. 195) を許可します。(kms:CreateKey
のアクセス許可は IAM ポリシーでのみ有効です)
kms:Describe*
kms:DescribeKey (p. 48) を許可します。– AWS Management Console で KMS キーのキーの詳細
ページを表示するには、kms:DescribeKey のアクセス許可が必要です。
kms:Enable*
kms:EnableKey (p. 78) を許可します。対称暗号化 KMS キーについて
は、kms:EnableKeyRotation (p. 79) も許可します。
kms:List*
kms:ListGrants (p. 195)、kms:ListKeyPolicies、および kms:ListResourceTags (p. 68)
を許可します。(KMS キーを AWS Management Console で表示するのに必要な kms:ListAliases
および kms:ListKeys のアクセス許可は、IAM ポリシーでのみ有効です)
kms:Put*
kms:PutKeyPolicy を許可します。このアクセス許可により、キー管理者が、この KMS キーのキー
ポリシーを変更できるようになります。
kms:Update*
kms:UpdateAlias (p. 37) および kms:UpdateKeyDescription (p. 68) を許可します。マルチリー
ジョンキーの場合、この KMS キーで kms:UpdatePrimaryRegion (p. 375) が許可されます。
kms:Revoke*
kms:RevokeGrant (p. 208) を許可します。これにより、キー管理者は自分がグラントの無効なプ
リンシパル (p. 198)でなくてもグラントを削除 (p. 208)できるようになります。
kms:Disable*
kms:DisableKey (p. 78) を許可します。対称暗号化 KMS キーについて
は、kms:DisableKeyRotation (p. 79) も許可します。
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kms:Get*
kms:GetKeyPolicy (p. 177) および kms:GetKeyRotationStatus (p. 79) を許可します。イン
ポートしたキーマテリアルを含む KMS キーの場合、kms:GetParametersForImport を許可しま
す。非対称 KMS キーの場合、kms:GetPublicKey を許可します。AWS Management Console で
KMS キーのキーポリシーを表示するには、kms:GetKeyPolicy のアクセス許可が必要です。
kms:Delete*
kms:DeleteAlias (p. 29) を許可します。インポートしたキーマテリアルを含むキーの場
合、kms:DeleteImportedKeyMaterial (p. 390) を許可します。kms:Delete* のアクセス許可
では、キー管理者が KMS キー (ScheduleKeyDeletion) を削除できません。
kms:TagResource
kms:TagResource (p. 68) を許可します。これにより、キー管理者は KMS キーにタグを追加でき
るようになります。タグは KMS キーへのアクセス制御にも使用できるため、このアクセス許可に
より、管理者が KMS キーへのアクセスを許可または拒否できるようになります。詳細については、
「AWS KMS の ABAC (p. 261)」を参照してください。
kms:UntagResource
kms:UntagResource (p. 68) を許可します。これにより、キー管理者は KMS キーからタグを削除
できるようになります。タグはキーへのアクセス制御に使用できるため、このアクセス許可により、
管理者は KMS キーへのアクセスを許可または拒否できるようになります。詳細については、「AWS
KMS の ABAC (p. 261)」を参照してください。
kms:ScheduleKeyDeletion
kms:ScheduleKeyDeletion を許可します。これにより、キー管理者はこの KMS キーを削
除 (p. 143)できるようになります。このアクセス許可を削除するには、[Allow key administrators to
delete this key] (キーの管理者がこのキーを削除できるようにします) オプションをオフにします。
kms:CancelKeyDeletion
kms:CancelKeyDeletion を許可します。これにより、キー管理者はこの KMS キーの削除をキャン
セル (p. 143)できるようになります。このアクセス許可を削除するには、[Allow key administrators to
delete this key] (キーの管理者がこのキーを削除できるようにします) オプションをオフにします。

特定用途のキー (p. 320)を作成するときに、AWS KMS がデフォルトのキー管理者ステートメントに次の
アクセス許可を追加します。
kms:ImportKeyMaterial
kms:ImportKeyMaterial のアクセス許可により、キー管理者が KMS キーにキーマテリアルをイ
ンポートできるようになります。このアクセス許可は、キーマテリアルのない KMS キーを作成す
る (p. 396)場合にのみキーポリシーに含まれます。
kms:ReplicateKey
kms:ReplicateKey のアクセス許可により、キー管理者が、異なる AWS リージョンでマルチリー
ジョンプライマリキーのレプリカを作成 (p. 365)できるようになります。このアクセス許可は、マル
チリージョンプライマリキーまたはマルチリージョンレプリカキーを作成する場合にのみ、キーポリ
シーに含まれます。
kms:UpdatePrimaryRegion
kms:UpdatePrimaryRegion のアクセス許可により、キー管理者が、マルチリージョンレプリカ
キーをマルチリージョンプライマリキーに変更 (p. 373)できるようになります。このアクセス許可
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は、マルチリージョンプライマリキーまたはマルチリージョンレプリカキーを作成する場合にのみ、
キーポリシーに含まれます。

KMS キーの使用をキーユーザーに許可する
コンソールが KMS キー用に作成するデフォルトキーポリシーでは、アカウント内の IAM ユーザーとロー
ル、および外部 AWS アカウントを選択し、それらをキーユーザーにすることができます。
コンソールは、キーユーザーのキーポリシーに 2 つのポリシーステートメントを追加します。
• KMS キーの直接使用 (p. 174) — 最初のキーポリシーステートメントは、そのタイプの KMS キーでサ
ポートされるすべての暗号化オペレーション (p. 14)に対して KMS キーを直接使用するアクセス許可を
キーユーザーに付与します。
• AWS サービスで KMS キーを使用する (p. 176) — 2 番目のポリシーステートメントでは、キー
ユーザーにアクセス許可を付与し、AWS KMS と統合された AWS サービスが KMS キーを使用し
て、Amazon Simple Storage Service バケット (p. 508)や Amazon DynamoDB テーブル (p. 480)など
のリソースを保護できるようにします。
KMS キーの作成時に、IAM ユーザー、IAM ロール、その他の AWS アカウント をキーユーザーのリスト
に追加できます。次の図に示すように、キーポリシーのコンソールのデフォルトビューを使用してリスト
を編集することもできます。キーポリシー用デフォルトビューは、キーの詳細ページにあります。他の
AWS アカウント のユーザーに KMS キーの使用を許可する方法の詳細については、他のアカウントのユー
ザーに KMS キーの使用を許可する (p. 267) を参照してください 。

デフォルトの単一リージョンの対称用キーユーザーステートメントにより、次のアクセス許可が付与され
ます。各アクセス許可の詳細については、AWS KMS アクセス権限 (p. 291) を参照してください。
AWS KMS コンソールを使用して KMS キーを作成する場合、コンソールでは、指定したユーザーとロー
ルを各キーユーザーステートメントの Principal 要素に追加します。
{

"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser",
"arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole",
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"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"

},
{

}

"Sid": "Allow attachment of persistent resources",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": [
"arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser",
"arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole",
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]},
"Action": [
"kms:CreateGrant",
"kms:ListGrants",
"kms:RevokeGrant"
],
"Resource": "*",
"Condition": {"Bool": {"kms:GrantIsForAWSResource": true}}

暗号化オペレーションで KMS キーを使用することをキーユー
ザーに許可する
キーユーザーには、KMS キーでサポートされるすべての暗号化オペレーション (p. 14)で KMS キー を直接
使用するためのアクセス許可が付与されています。また、DescribeKey オペレーションを使用して、AWS
KMS コンソールで、または AWS KMS API オペレーションを使用して、KMS キーに関する詳細情報を取
得することもできます。
デフォルトでは、AWS KMS コンソールはデフォルトのキーポリシーに次の例のようなキーユーザーのス
テートメントを追加します。これらは異なる API オペレーションをサポートするため、対称暗号化 KMS
キー、HMAC KMS キー、パブリックキー暗号化用の非対称 KMS キー、および署名と検証用の非対称
KMS キー向けのポリシーステートメント内のアクションは、それぞれわずかに異なります。
対称暗号化 KMS キー
コンソールは、対称暗号化 KMS キーのキーポリシーに以下のステートメントを追加します。
{

}

"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"},
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:DescribeKey",
"kms:Encrypt",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:ReEncrypt*"
],
"Resource": "*"

HMAC KMS キー
コンソールは、HMAC KMS キーのキーポリシーに以下のステートメントを追加します。
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{

}

"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"},
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:GenerateMac",
"kms:VerifyMac"
],
"Resource": "*"

非対称 KMS キーのパブリックキー暗号化
コンソールでは、暗号化と復号のキーを使用して、非対称 KMS キーのキーポリシーに次のステート
メントを追加します。
{

}

"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:DescribeKey",
"kms:GetPublicKey"
],
"Resource": "*"

非対称 KMS キーの署名および検証
コンソールは、署名と検証のキーを使用して、非対称 KMS キーのキーポリシーに次のステートメン
トを追加します。
{

}

"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"},
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:GetPublicKey",
"kms:Sign",
"kms:Verify"
],
"Resource": "*"

これらのステートメントのアクションは、キーユーザーに次のアクセス許可を付与します。
kms:Encrypt
キーユーザーがこの KMS キーでデータを暗号化できるようにします。
kms:Decrypt
キーユーザーがこの KMS キーでデータを復号できるようにします。
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kms:DescribeKey
この KMS キーに関する詳細情報 (その識別子、作成日、キーステータスなど) を、キーユーザーが取
得できるようにします。キーユーザーは KMS キーの詳細を AWS KMS コンソールに表示することも
できます。
kms:GenerateDataKey*

クライアント側の暗号化オペレーションのために、対称データキーまたは非対
称データキーペアをキーユーザーがリクエストできるようにします。コンソール
は * ワイルドカード文字を使用して、次の API オペレーションの権限を表します:
GenerateDataKey、GenerateDataKeyWithoutPlaintext、GenerateDataKeyPair、GenerateDataKeyPairWithoutPlaint
これらのアクセス許可は、データキーを暗号化する対称 KMS キーでのみ有効です。
kms:GenerateMac
キーユーザーが HMAC KMS キーを使用して HMAC タグを生成できるようにします。
kms:GetPublicKey
非対称 KMS キーのパブリックキーをキーユーザーがダウンロードできるようにします。このパブ
リックキーを共有する当事者は、AWS KMS の外部のデータを暗号化できます。ただし、これらの暗
号テキストは、AWS KMS で Decrypt オペレーションを呼び出すことによってのみ復号できます。
kms:ReEncrypt*
この KMS キーで最初に暗号化されたデータの再暗号化、またはこの KMS キーを使用して以前に暗号
化されたデータの再暗号化をキーユーザーが行えるようにします。ReEncrypt オペレーションでは、
ソースおよび送信先 KMS キーの両方にアクセスする必要があります。これを行うには、ソース KMS
キーの kms:ReEncryptFrom アクセス許可と宛先 KMS キーの kms:ReEncryptTo アクセス許可を
許可します。ただし、わかりやすいようにコンソールでは、両方の KMS キーで kms:ReEncrypt*
を (* をワイルドカード文字で) 許可します。
kms:Sign
この KMS キーでメッセージにキーユーザーが署名できるようにします。
kms:Verify
この KMS キーで署名をキーユーザーが検証できるようにします。
kms:VerifyMac
キーユーザーが HMAC KMS キーを使用して HMAC タグを検証できるようにします。

AWS サービスで KMS キーを使用することをキーユーザーに許
可する
コンソールのデフォルトキーポリシーでは、グラントを使用する AWS サービス内のデータを保護するた
めに必要となるグラント許可もキーユーザーに付与されます。AWS サービスでは、KMS キーを使用する
ための特定の限定された許可を取得するために、しばしばグラントを使用します。
このキーポリシーステートメントでは、キーユーザーは KMS キーでグラントを作成、表示、取り消すこ
とを許可しますが、グラントオペレーションのリクエストが AWS KMS と統合された AWS サービスから
のものである場合に限ります。kms:GrantIsForAWSResource (p. 236) ポリシー条件では、ユーザーがこ
れらの許可オペレーションを直接呼び出すことはできません。キーユーザーが許可した場合、AWS サービ
スはユーザーに代わってグラントを作成し、サービスが KMS キーを使用してユーザーのデータを保護で
きるようにします。
キーユーザーが統合サービスで KMS キーを使用するには、これらのグラント許可が必要になりますが、
これらの許可だけでは不十分です。キーユーザーには、統合されたサービスを使用するアクセス許可も必
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要です。AWS KMS と統合される AWS サービスへのアクセスをユーザーに許可する方法の詳細について
は、統合されるサービスのドキュメントを参照してください。
{

}

"Sid": "Allow attachment of persistent resources",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"},
"Action": [
"kms:CreateGrant",
"kms:ListGrants",
"kms:RevokeGrant"
],
"Resource": "*",
"Condition": {"Bool": {"kms:GrantIsForAWSResource": true}}

例えば、キーユーザーは以下の方法により、KMS キーでこれらのアクセス許可を使用できます。
• この KMS キーを Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) および Amazon Elastic Compute Cloud
(Amazon EC2) とともに使用して、暗号化された EBS ボリュームを EC2 インスタンスにアタッチしま
す。キーユーザーは、KMS キーを使用して暗号化されたボリュームをインスタンスにアタッチするア
クセス許可を、Amazon EC2 に暗黙的に付与します。詳細については、「Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) が AWS KMS を使用する方法 (p. 490)」を参照してください。
• この KMS キーを Amazon Redshift とともに使用して、暗号化されたクラスターを起動します。キー
ユーザーは、KMS キーを使用して暗号化されたクラスターを起動し、暗号化されたスナップショット
を作成するアクセス許可を、Amazon Redshift に暗黙的に付与します。詳細については、「Amazon
Redshift が AWS KMS を使用する方法 (p. 503)」を参照してください。
• この KMS キーを、AWS KMS と統合された他の AWS サービス (p. 475)で使用します。これらのサー
ビスは、暗号化されたリソースを作成、管理したり、これらのサービスで使用する際にグラントを使用
します。
デフォルトキーポリシーにより、キーユーザーは、自身のグラント許可をグラントを使用するすべての統
合サービスに付与することができます。ただし、特定の AWS サービスへの許可を制限するカスタムキー
ポリシーを作成することができます。詳細については、「kms:ViaService (p. 253)」の条件キーを参照し
てください。

キーポリシーの表示
または AWS KMS API の AWS Management Console または GetKeyPolicy オペレーションを使用して、ア
カウントの AWS KMS カスタマーマネージドキー (p. 5)または AWS マネージドキー (p. 5) のキーポリシー
を表示できます。これらの手法を使用して別の AWS アカウント にある KMS キーのキーポリシーを表示
することはできません。
AWS KMS キーポリシーの詳細については、「AWS KMS のキーポリシー (p. 163)」を参照してくださ
い。KMS キーにアクセスできるユーザーとロールを特定する方法については、the section called “アクセ
スの確認” (p. 279) を参照してください。
トピック
• キーポリシーの表示 (コンソール) (p. 177)
• キーポリシーの表示 (AWS KMS API) (p. 179)

キーポリシーの表示 (コンソール)
認可されたユーザーは、AWS Management Console の [Key policy] (キーポリシー) タブで、AWS マネー
ジドキー (p. 5) またはカスタマーマネージドキー (p. 5)のキーポリシーを表示できます。
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AWS Management Console で KMS キーのキーポリシーを表示するに
は、kms:ListAliases、kms:DescribeKey、および kms:GetKeyPolicy 許可が必要です。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

AWS によって作成および管理されるアカウントのキーを表示するには、ナビゲーションペインで
[AWS マネージドキー] を選択します。ユーザーが作成および管理するアカウント内のキーを表示する
には、ナビゲーションペインで [Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。

4.

KMS キーのリストで、確認する KMS キーのエイリアスまたはキー ID を選択します。

5.

[キーポリシー] タブを選択します。
[キーポリシー] タブに、キーポリシードキュメントが表示されることがあります。これはポリシー
ビューです。キーポリシーステートメントでは、キーポリシーによって KMS キーへのアクセス許可
を付与されたプリンシパルを表示して、それらが実行できるアクションを確認できます。
次の例は、デフォルトのキーポリシー (p. 168)のポリシービューを示しています。

または、AWS Management Console で KMS キーを作成した場合、[Key administrators] (キー管理
者)、[Key deletion] (キーの削除)、[Key Users] (キーユーザー) のセクションで、デフォルトビューを
表示します。キーポリシードキュメントを表示するには、[ポリシービューに切り替える] を選択しま
す。
次の例は、デフォルトのキーポリシー (p. 168)のデフォルトのビューを示しています。
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キーポリシーの表示 (AWS KMS API)
AWS アカウント で KMS キーのキーポリシーを取得するには、AWS KMS API で GetKeyPolicy オペレー
ションを使用します。このオペレーションを使用して、別のアカウントのキーポリシーを表示することは
できません。
次の例では、AWS Command Line Interface (AWS CLI) で、get-key-policy コマンドを使用していますが、
任意の AWS SDK を使用してこのリクエストを実行できます。
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PolicyName が唯一の有効な値であっても、default パラメータ は必須であることに注意してくださ
い。また、このコマンドは、表示を容易にするために、JSON ではなくテキストでの出力を要求します。
このコマンドを実行する前に、サンプルキー ID をアカウントの有効なキー ID に置き換えます。
$ aws kms get-key-policy --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab --policy-name
default --output text

レスポンスは、デフォルトのキーポリシー (p. 168)を返す、次のようなものである必要があります。
{

}

"Version" : "2012-10-17",
"Id" : "key-consolepolicy-3",
"Statement" : [ {
"Sid" : "Enable IAM policies",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action" : "kms:*",
"Resource" : "*"
} ]

キーポリシーの変更
AWS アカウント の KMS キーのキーポリシーは、AWS Management Console または PutKeyPolicy オペ
レーションを使用して変更できます。これらの手法を使用して別の AWS アカウント にある KMS キーの
キーポリシーを変更することはできません。
キーポリシーを変更する場合は、以下のルールに注意してください。
• AWS マネージドキー (p. 5) または カスタマーマネージドキー (p. 5)のキーポリシーを表示できますが、
変更できるのは、カスタマーマネージドキーのキーポリシーのみです。AWS マネージドキー のポリ
シーは、アカウントで KMS キーを作成した AWS のサービスによって作成および管理されます。のキー
ポリシーは表示または変更できません。。AWS 所有のキー (p. 6)
• キーポリシーで IAM ユーザー、IAM ロール、AWS アカウント を追加または削除し、これらのプリンシ
パルに対して許可または拒否されるアクションを変更できます。キーポリシーでプリンシパルとアクセ
ス権限を指定する方法については、「キーポリシー (p. 163)」を参照してください。
• IAM グループをキーポリシーに追加することはできませんが、複数の IAM ユーザーを追加できます。詳
細については、「複数の IAM ユーザーが KMS キーにアクセスできるようにする (p. 182)」を参照して
ください。
• 外部 AWS アカウント をキーポリシーに追加する場合は、外部アカウントの IAM ポリシーを使用して、
それらのアカウントの IAM ユーザー、グループ、ロールにアクセス許可を付与する必要があります。詳
細については、「他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する (p. 267)」を参照してくだ
さい。
• 結果として得られるキーポリシードキュメントは 32 KB (32,768 バイト) を超えることはできません。
トピック
• キーポリシーを変更する方法 (p. 180)
• 複数の IAM ユーザーが KMS キーにアクセスできるようにする (p. 182)

キーポリシーを変更する方法
キーポリシーは、以下のセクションで説明している 3 つの異なる方法で変更できます。
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トピック
• AWS Management Console のデフォルトビューの使用 (p. 181)
• AWS Management Console のポリシービューの使用 (p. 181)
• AWS KMS API の使用 (p. 181)

AWS Management Console のデフォルトビューの使用
コンソールを使用して、デフォルトビューと呼ばれるグラフィカルインターフェイスで、キーポリシーを
変更できます。
以下のステップがコンソールの表示と一致しない場合、このキーポリシーはコンソールで作成されなかっ
た可能性があります。または、コンソールのデフォルトビューがサポートしていない方法でキーポリシー
が変更されている可能性があります。その場合は、「AWS Management Console のポリシービューの使
用 (p. 181)」または「AWS KMS API の使用 (p. 181)」の手順に従ってください。
1.

キーポリシーの表示 (コンソール) (p. 177) の説明に従って、カスタマーマネージドキーのキーポリ
シーを表示します。(AWS マネージドキー のキーポリシーの変更はできません)。

2.

変更する対象を決定します。
• キー管理者 (p. 169)を追加または削除し、キー管理者による KMS キーの削除 (p. 143)を許可また
は拒否するには、ページの [Key administrators] (キー管理者)セクションのコントロールを使用しま
す。キー管理者は、KMS キーの有効化と無効化、キーポリシーの設定、キーローテーションの有効
化 (p. 79)などを含む KMS キーの管理を行います。
• キーユーザー (p. 173)を追加または削除し、外部 AWS アカウント による KMS キーの使用を許
可または拒否するには、本ページの [Key users] (キーユーザー) セクションのコントロールを使用
します。キーユーザーは、データキーの暗号化、復号、再暗号化、生成などの暗号化オペレーショ
ン (p. 14)で KMS キーを使用できます。

AWS Management Console のポリシービューの使用
コンソールのポリシービューで、キーポリシードキュメントを変更できます。
1.

キーポリシーの表示 (コンソール) (p. 177) の説明に従って、カスタマーマネージドキーのキーポリ
シーを表示します。(AWS マネージドキー のキーポリシーの変更はできません)。

2.

[Key Policy (キーポリシー)] セクションで、[Switch to policy view (ポリシービューへの切り替え)] を選
択します。

3.

キーポリシードキュメントを編集し、[変更の保存] を選択します。

AWS KMS API の使用
PutKeyPolicy オペレーションを使用して、AWS アカウント の KMS キーのキーポリシーを変更できま
す。この API を別の AWS アカウント の KMS キーで使用することはできません。
1.

GetKeyPolicy オペレーションを使用して、既存のキーポリシードキュメントを取得し、そのキーポ
リシードキュメントをファイルに保存します。複数のプログラミング言語のサンプルコードについて
は、「キーポリシーの取得 (p. 562)」を参照してください。

2.

任意のテキストエディタでキーポリシードキュメントを開き、キーポリシードキュメントを編集して
ファイルを保存します。

3.

PutKeyPolicy オペレーションを使用して、更新されたキーポリシードキュメントを KMS キーに適用
します。複数のプログラミング言語のサンプルコードについては、「キーポリシーの設定 (p. 564)」
を参照してください。
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ある KMS キーから別の KMS キーにキーポリシーをコピーする例については、AWS CLI コマンドリファ
レンスの GetKeyPolicy の例を参照してください。

複数の IAM ユーザーが KMS キーにアクセスできるようにする
IAM グループは、キーポリシー内の有効なプリンシパルではありません。複数の IAM ユーザーが KMS
キーにアクセスできるようにするには、次のいずれかを行います。
• 各 IAM ユーザーをキーポリシーに追加します。この手法では、承認されたユーザーのリストが変更され
るたびに、キーポリシーを更新する必要があります。
• IAM ポリシーで KMS キーへのアクセスを許可する (p. 168)ステートメントがキーポリシーに含まれ
ていることを確認します。次に、KMS キーへのアクセスを許可する IAM ポリシーを作成し、そのポ
リシーを認可された IAM ユーザーを含む IAM グループにアタッチします。このアプローチを使用する
と、承認されたユーザーのリストが変更されたときにポリシーを変更する必要はありません。代わり
に、適切な IAM グループに対してそれらのユーザーを追加または削除するだけで済みます。
AWS KMS キーポリシーと IAM ポリシーがどのように連携するかについての詳細は、キーアクセスのトラ
ブルシューティング (p. 284) を参照してください。

キーポリシーにおける AWS サービスのアクセス許可
多くの AWS のサービスでは、管理するリソースを保護するために AWS KMS keys が使用されます。ある
サービスで AWS 所有のキー (p. 6) または AWS マネージドキー (p. 5) が使用される場合、そのサービスで
はこれらの KMS キーのキーポリシーが確立されて管理されます。
ただし、お客様が AWS のサービスでカスタマーマネージドキー (p. 5)を使用する場合は、ご自身でキーポ
リシーを設定して管理します。ユーザーに代わってリソースを保護するのに必要な最小限のアクセス許可
が、そのキーポリシーによってサービスに付与される必要があります。最小特権の原則 (サービスで必要
なアクセス許可のみを付与) に従うことをお勧めします。どのアクセス許可がそのサービスで必要かを把
握し、AWS グローバル条件キーおよび AWS KMS 条件キー (p. 216)を使用してアクセス許可を絞り込む
ことで、これを効果的に行うことができます。
カスタマーマネージドキーに対してサービスで必要になるアクセス許可を調べるには、そのサービスの暗
号化に関するドキュメントを参照してください。例えば、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) で
必要なアクセス許可については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドおよび Windows イ
ンスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの Permissions for IAM users を参照してください。Secrets
Manager で必要なアクセス許可については、AWS Secrets Manager ユーザーガイドの Authorizing use of
the KMS key を参照してください。

最小特権のアクセス許可の実装
KMS キーを使用するためのアクセス許可を AWS のサービスに付与する場合、そのサービスでお客様に代
わってアクセスが行われる必要があるリソースに対してのみ、アクセス許可が有効であることを確認しま
す。この最小特権戦略は、AWS のサービス間でリクエストが渡されたときに KMS キーが不正に使用され
るのを防ぐのに役立ちます。
最小特権戦略を実装する場合、AWS KMS 暗号化コンテキスト条件キー、およびグローバルソース ARN
またはソースアカウントの条件キーを使用することをお勧めします。

暗号化コンテキスト条件キーの使用
AWS KMS リソースを使用するときに最小特権の許可を実装する最も効果的な方法は、プリンシパルが
AWS KMS 暗号化オペレーションを呼び出すことを許可するポリシーに kms:EncryptionContext:contextkey (p. 225) または kms:EncryptionContextKeys (p. 232) 条件キーを含めることです。これらの条件
キーは、リソースが暗号化されるときに暗号文にバインドされる暗号化コンテキスト (p. 20)にアクセス許
可を関連付けるため、特に効果的です。
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ポリシーステートメントのアクションが CreateGrant、または EncryptionContext パラメータを使用す
る AWS KMS 対称暗号化オペレーション (GenerateDataKey や Decrypt などのオペレーション) である場
合にのみ、暗号化コンテキスト条件キーを使用します。(サポートされているオペレーションのリストにつ
いては、kms:EncryptionContext:context-key (p. 225) または kms:EncryptionContextKeys (p. 232) を参
照してください) これらの条件キーを使用して他のオペレーション (DescribeKey など) を許可する場合、
アクセス許可は拒否されます。
サービスがリソースを暗号化するときに使用する暗号化コンテキストに値を設定します。この情報は通
常、サービスのドキュメントのセキュリティに関する章で確認できます。例えば、AWS Proton の暗号
化コンテキストが、AWS Proton リソースとそれに関連するテンプレートを識別します。AWS Secrets
Manager 暗号化コンテキストが、シークレットとそのバージョンを識別します。Amazon Location の暗号
化コンテキストが、トラッカーやコレクションを識別します。
次のキーポリシーステートメントの例では、承認されたユーザーの代わりに Amazon
Location Service がグラントの作成を許可しています。このポリシーステート
メントでは、kms:ViaService (p. 253)、kms:CallerAccount (p. 221)、および
kms:EncryptionContext:context-key 条件キーを使用して特定のトラッカーリソースにアクセス許
可を結び付けることで、アクセス許可が制限されます。
{

"Sid": "Allow Amazon Location to create grants on behalf of authorized users",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/LocationTeam"
},
"Action": "kms:CreateGrant",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:ViaService": "geo.us-west-2.amazonaws.com",
"kms:CallerAccount": "111122223333",
"kms:EncryptionContext:aws:geo:arn": "arn:aws:geo:us-west-2:111122223333:tracker/
SAMPLE-Tracker"
}
}
}

aws:SourceArn または aws:SourceAccount 条件キーの使用
キーポリシーステートメントのプリンシパルが AWS のサービスプリンシパルになる場合
は、kms:EncryptionContext:context-key 条件キーに加えて aws:SourceArn または
aws:SourceAccount グローバル条件キーの使用を強くお勧めします。ARN と アカウントの値は、リクエ
ストが別の AWS KMS のサービスから AWS に送信された場合にのみ、認可コンテキストに含まれます。
この条件の組み合わせにより、最小特権のアクセス許可が実装され、可能性のある「混乱した代理」シナ
リオが回避されます。サービスプリンシパルは通常、キーポリシーではプリンシパルとして使用されませ
んが、AWS CloudTrail などの 一部の AWS のサービスでは必要になります。
aws:SourceArn または aws:SourceAccount グローバル条件キーを使用する場合、暗号化されている
リソースの Amazon リソースネーム (ARN) またはアカウントに値を設定します。例えば、証跡を暗号化
するための AWS CloudTrail アクセス許可を付与するキーポリシーステートメントでは、その証跡の ARN
に aws:SourceArn の値を設定します。可能な限り、より具体的な aws:SourceArn を使用してくださ
い。ARN またはワイルドカード文字を使用した ARN パターンに値を設定します。リソースの ARN が不
明の場合は、代わりに aws:SourceAccount を使用してください。

Note
AWS KMS キーポリシーで許可されていない文字がリソース ARN に含まれている場合、その
リソース ARN を aws:SourceArn 条件キーの値に使用することはできません。その代わりに
aws:SourceAccount 条件キーを使用してください。キーポリシードキュメントのルールに関す
る詳細については、「キーポリシー形式 (p. 164)」を参照してください。
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次のキーポリシーの例では、アクセス許可を取得するプリンシパルは AWS CloudTrail サービスプリン
シパル、cloudtrail.amazonaws.com になります。最小特権を実装するために、このポリシーでは
aws:SourceArn および kms:EncryptionContext:context-key 条件キーが使用されます。ポリシー
ステートメントにより、CloudTrail が KMS キーを使用して、証跡の暗号化に利用するデータキーを生成で
きるようになります。aws:SourceArn および kms:EncryptionContext:context-key の条件は個別
に評価されます。指定されたオペレーションの KMS キーを使用するリクエストでは、両方の条件が満た
されている必要があります。
サンプルアカウント (111122223333) および us-west-2 リージョンの finance 証跡に対するサービスの
アクセス許可を制限する場合、このポリシーステートメントで aws:SourceArn 条件キーを特定の証跡の
ARN に設定します。条件ステートメントでは、ARN 内のすべての要素が一致するときに個別に評価され
るように ArnEquals 演算子が使用されます。この例では、特定のアカウントおよびリージョンの証跡に対
するアクセス許可を制限するために、kms:EncryptionContext:context-key 条件キーも使用されて
います。
このキーポリシーを使用する前に、サンプルアカウント ID、リージョン、および証跡名をアカウントの有
効な値に置き換えてください。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Allow CloudTrail to encrypt logs",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
},
"Action": "kms:GenerateDataKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ArnEquals": {
"aws:SourceArn": [
"arn:aws:cloudtrail:us-west-2:111122223333:trail/finance"
]
},
"StringLike": {
"kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": [
"arn:aws:cloudtrail:*:111122223333:trail/*"
]
}
}
}
]

AWS KMS で IAM ポリシーを使用する
IAM ポリシーをキーポリシー (p. 163)、権限 (p. 195)、VPC エンドポイントポリシー (p. 210)ととも
に使用して、AWS KMS の AWS KMS keys へのアクセスを制御できます。

Note
IAM ポリシーを使用して KMS キーへのアクセスを制御するには、KMS キーのキーポリシーが
IAM ポリシーを使用するアクセス許可をアカウントに付与する必要があります。具体的には、
キーポリシーには IAM ポリシーを有効にするポリシーステートメント (p. 168)を含める必要が
あります。
このセクションでは、IAM ポリシーを使用して、AWS KMS オペレーションへのアクセスを制御
する方法について説明します。IAM の一般的な情報については、「 IAM ユーザーガイド」を参照
してください。
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すべての KMS キーはキーポリシーを持つ必要があります。IAM ポリシーはオプションです。IAM ポリ
シーを使用して KMS キーへのアクセスを制御するには、KMS キーのキーポリシーが IAM ポリシーを使用
するアクセス許可をアカウントに付与する必要があります。具体的には、キーポリシーには IAM ポリシー
を有効にするポリシーステートメント (p. 168)を含める必要があります。
IAM ポリシーは、任意の AWS KMS オペレーションへのアクセスを制御できます。キーポリシーとは異な
り、IAM ポリシーは複数の KMS キーへのアクセスを制御し、複数の関連 AWS サービスのオペレーショ
ンに対するアクセス許可を付与できます。IAM ポリシーは、特定の KMS キーを含まないため、キーポリ
シーで制御できないオペレーション (CreateKey など) へのアクセスを制御する場合に特に便利です。
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイントを介して AWS KMS にアクセスする場
合、VPC エンドポイントポリシーを使用して、エンドポイントの使用時に AWS KMS リソースへのアクセ
スを制限することもできます。例えば、VPC エンドポイントを使用する場合、AWS アカウント のプリン
シパルのみにカスタマーマネージドキーへのアクセスを許可できます。詳細については、「VPC エンドポ
イントへのアクセスの制御 (p. 210)」を参照してください。
JSON ポリシードキュメントの記述と書式設定については、『 IAM ユーザーガイド』の「IAM JSON ポリ
シーリファレンス 」を参照してください。
トピック
• IAM ポリシーの概要 (p. 185)
• IAM ポリシーのベストプラクティス (p. 186)
• IAM ポリシーステートメントで KMS キーを指定する (p. 187)
• AWS KMS コンソールの使用に必要なアクセス許可 (p. 189)
• パワーユーザー用向けの AWS 管理ポリシー (p. 190)
• IAM ポリシーの例 (p. 191)

IAM ポリシーの概要
IAM ポリシーは、次の方法で使用できます。
• ユーザーまたはグループにアクセス許可ポリシーをアタッチする — IAM ユーザーまたはユーザーのグ
ループ に AWS KMS オペレーションの呼び出しを許可するポリシーをアタッチできます。
• フェデレーションまたはクロスアカウントアクセス権限のロールにアクセス許可ポリシーをアタッチ す
る — IAM ロールに IAM ポリシーをアタッチして、ID フェデレーションを有効にしたり、クロスアカウ
ントアクセス権限を許可したり、EC2 インスタンスで実行されているアプリケーションにアクセス許
可を付与したりできます。IAM ロールのさまざまなユースケースの詳細については、IAM ユーザーガイ
ドの IAM ロールを参照してください。
次の例は、AWS KMS のアクセス許可を使用する IAM ポリシーを示しています。このポリシーは、アタッ
チされた IAM アイデンティティで、すべての KMS キーとエイリアスを一覧表示できるようにします。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:ListKeys",
"kms:ListAliases"
],
"Resource": "*"
}
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すべての IAM ポリシーと同様に、このポリシーには Principal 要素がありません。IAM ユーザーまたは
IAM ロールに IAM ポリシーをアタッチすると、ユーザーまたは 引き受けたロールユーザーは 、ポリシー
で指定されたアクセス権限を取得します。
すべての AWS KMS API アクションとそれらが適用されるリソースの表については、「アクセス許可に関
するリファレンス (p. 291)」を参照してください。

IAM ポリシーのベストプラクティス
AWS KMS keys へのアクセスを保護することは、すべての AWS リソースのセキュリティにとって不可欠
です。KMS キーは、AWS アカウント で最も機密性の高いリソースの多くを保護するために使用されま
す。KMS キーへのアクセスを制御するキーポリシー (p. 163)、IAM ポリシー、権限 (p. 195)、VPC エ
ンドポイントポリシー (p. 210)を設計します。
KMS キーへのアクセスを制御する IAM ポリシーステートメントでは、最小権限の原則を使用します。IAM
プリンシパルで、使用または管理する必要がある KMS キーのみに対して、必要なアクセス許可のみを付
与します。
キーポリシーを使用する
可能であれば、他の AWS アカウント を含む多くの KMS キーに適用できる IAM ポリシーで
はなく、1 つの KMS キーに影響するキーポリシーでアクセス許可を付与します。これは、
kms:PutKeyPolicy や kms:ScheduleKeyDeletion などの機密性の高いアクセス許可にとって特に重要で
すが、データの保護方法を決定する暗号化オペレーションでも重要です。
CreateKey アクセス許可を制限する
キー (kms:CreateKey) を作成する権限を必要なプリンシパルにのみ付与します。KMS キーを作
成するプリンシパルは、そのキーポリシーも設定するため、自分自身や他のユーザーに、作成
した KMS キーを使用および管理するためのアクセス許可を付与できます。このアクセス許可を
許可する場合は、 ポリシー条件 (p. 216)を使用して制限することを検討してください。例え
ば、kms:KeySpec (p. 240) 条件を使用して、対称暗号化 KMS キーに対する許可を制限できます。
IAM ポリシーで KMS キーを指定する
ベストプラクティスとして、ポリシーステートメントの Resource 要素でアクセス許可が適用する各
KMS キーの キー ARN (p. 16) を指定します。この方法は、プリンシパルが必要とする KMS キーへの
アクセス許可を制限します。例えば、この Resource 要素は、プリンシパルが使用する必要がある
KMS キーのみを一覧表示します。
"Resource": [
"arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321"
]

KMS キーの指定が実用的でない場合は、arn:aws:kms:region:account:key/* のような信頼で
きる AWS アカウント およびリージョン内の KMS キーへのアクセスを制限する Resource 値を使用
します。または、arn:aws:kms:*:account:key/* など、信頼できる AWS アカウント のすべての
リージョン (*) で、KMS キーへのアクセスを制限します。
キー ID (p. 16)、エイリアス名 (p. 17)、エイリアス ARN (p. 16) を使用して、IAM ポリシーの
Resource フィールド内の KMS キーを表すことはできません。エイリアス ARN を指定する場合、ポ
リシーは KMS キーではなく、エイリアスに適用されます。エイリアスの IAM ポリシーの詳細につい
ては、エイリアスへのアクセスの制御 (p. 40) を参照してください。
IAM ポリシーの「リソース」:「*」を避ける
ワイルドカード文字 (*) を慎重に使用してください。キーポリシーでは、Resource 要素のワイルド
カード文字は、キーポリシーがアタッチされている KMS キーを表します。ただし、IAM ポリシーで
は、Resource 要素 ("Resource": "*") 内のワイルドカード文字のみが、プリンシパルのアカウ

186

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
IAM ポリシーステートメントで KMS キーを指定する

ントが使用許可を持つすべての AWS アカウント で、すべての KMS キーにアクセス許可を適用しま
す。これには、他の AWS アカウント の KMS キー (p. 267)と、プリンシパルのアカウントの KMS
キーが含まれます。
例えば、別の AWS アカウント で KMS キーを使用するには、プリンシパルは、外部アカウントの
KMS キーのキーポリシーのアクセス許可、および自分のアカウントの IAM ポリシーのアクセス許
可が必要です。任意のアカウントが自分の KMS キーに対する AWS アカウントkms:Decrypt アクセ
ス許可を付与したとします。この場合、すべての KMS キー ("Resource": "*") に対するロール
kms:Decrypt のアクセス許可を付与するアカウントの IAM ポリシーは、要件の IAM パートを満たし
ます。その結果、そのロールを引き受けることができるプリンシパルは、信頼されていないアカウン
トの KMS キーを使用して、暗号テキストを復号できるようになります。オペレーションのエントリ
は、両方のアカウントの CloudTrail ログに表示されます。
特に、次の API オペレーションを許可するポリシーステートメントではを使用しないでください。
"Resource": "*"これらのオペレーションは、他の AWS アカウント のKMS キーで呼び出すことが
できます。
• DescribeKey
• GetKeyRotationStatus

• 暗号化オペレーション (p. 14)
(Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey、GenerateDataKeyPair、GenerateDataKeyWithoutPlaintext、GenerateDa
• CreateGrant、ListGrants、ListRetirableGrants、RetireGrant、RevokeGrant
「リソース」を使用する場合:「*」
IAM ポリシーでは、 Resource 要素でワイルドカード文字は、それを必要とするアクセス権限に対し
てのみ使用します。"Resource": "*" 要素が必要なのは、次の権限のみです。
• KMS: 作成キー
• KMS: ジェネラタランダム
• kms:ListAliases
• KMS: リストキー
• kms:CreateCustomKeyStore や kms:ConnectCustomKeyStore などのカスタムキーストアのアクセ
ス許可。などのカスタムキーストアの権限。

Note
エイリアスオペレーションのアクセス許可
(kms:CreateAlias、kms:UpdateAlias、kms:DeleteAlias) は、エイリアスと KMS キーにアタッ
チする必要があります。IAM ポリシーで "Resource": "*" を使用し、エイリアスと KMS
キーを表すことも、Resource エレメントでエイリアスと KMS キーを指定することもでき
ます。例については、「エイリアスへのアクセスの制御 (p. 40)」を参照してください。

このトピックの例では、KMS キーの IAM ポリシーを設計するための詳細情報とガイダンスを示します。
一般的な AWS KMS のベストプラクティスガイダンスについては、AWS Key Management Service のベス
トプラクティス (PDF) を参照してください。すべての AWS リソースの IAM ベストプラクティスについて
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。

IAM ポリシーステートメントで KMS キーを指定する
IAM ポリシーを使用して、プリンシパルに KMS キーの使用または管理を許可できます。KMS キーは、ポ
リシーステートメントの Resource 要素で指定されます。
• IAM ポリシーステートメントで KMS キーを指定するには、キー ARN (p. 16) を使用する必要がありま
す。キー ID (p. 16)、エイリアス名 (p. 17)、エイリアス ARN (p. 16) を使用して IAM ポリシーステート
メントの KMS キーを識別することはできません。
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例:「Resource": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab」
エイリアスに基づいて KMS キーへのアクセスを制御するには、kms:RequestAlias (p. 247) ま
たは kms:ResourceAliases (p. 248) 条件キーを使用します。詳細については、「AWS KMS の
ABAC (p. 261)」を参照してください。
CreateAlias、UpdateAlias、DeleteAlias などのエイリアスオペレーションへのアクセスを制御する、ポ
リシーステートメント内のみのリソースとしてエイリアス ARN を使用します。 詳細については、
「エイリアスへのアクセスの制御 (p. 40)」を参照してください。
• アカウントとリージョンで複数のKMS キーを指定するには、キー ARN のリージョンまたはリソース ID
の位置にワイルドカード文字 (*) を使用します。
例えば、アカウントの米国西部 (オレゴン) リージョンのすべての KMS キーを指定するに
は、「Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/*」を使用しま
す。アカウントのすべてのリージョンですべての KMS キーを指定するには、「Resource":
"arn:aws:kms:*:111122223333:key/*」を使用します。
• すべての KMS キーを表すには、ワイルドカード文字のみ ("*") を使用します。この形式は、特定の
KMS キーを使用しないオペレーション、つまり CreateKey、GenerateRandom、ListAliases、ListKeys
などに使用します。
ポリシーステートメントを書き込むときは、すべての KMS キーへのアクセス許可を付与するのではな
く、プリンシパルが使用する必要がある KMS キーだけを指定するのがベストプラクティス (p. 186)で
す。
例えば、次の IAM ポリシーステートメントで、プリンシパルは、ポリシーステートメントの Resource
要素に記載されている KMS キーに対してのみ、DescribeKey、GenerateDataKey、Decrypt オペレーショ
ンを呼び出すことができます。キー ARN による KMS キーの指定は、アクセス許可を指定した KMS キー
のみに制限するベストプラクティスです。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321"
]
}

特定の信頼できる AWS アカウント のすべての KMS キーにアクセス許可を適用するには、リージョンと
キー ID の位置にワイルドカード文字 (*) を使用します。例えば、次のポリシーステートメントでは、プリ
ンシパルが 2 つの信頼できるサンプルアカウントのすべての KMS キーで、指定されたオペレーションを
呼び出すことができます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:GenerateDataKey",
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}

}

"kms:GenerateDataKeyPair"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:*:111122223333:key/*",
"arn:aws:kms:*:444455556666:key/*"
]

Resource 要素内でワイルドカード文字 ("*") を単独で使用することもできます。アカウントが使用を
許可されているすべての KMS キーへのアクセスを許可するため、主に、特定の KMS キーおよび Deny
ステートメントを含まないオペレーションに推奨されます。また、機密性の低い読み取り専用オペレー
ションのみを許可するポリシーステートメントで使用することもできます。AWS KMS オペレーションが
特定の KMS キーを含むかどうかを判断するには、the section called “アクセス許可に関するリファレン
ス” (p. 291) のテーブルの[Resources] (リソース) 列の [KMS key] (KMS キー) の値を探します。
例えば、次のポリシーステートメントでは、Deny エフェクトを使用して、プリンシパルが任意の KMS
キーに対して指定されたオペレーションを使用できないようにします。Resource 要素でワイルドカード
文字を使用して、すべての KMS キーを表します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Deny",
"Action": [
"kms:CreateKey",
"kms:PutKeyPolicy",
"kms:CreateGrant",
"kms:ScheduleKeyDeletion"
],
"Resource": "*"
}

次のポリシーステートメントでは、ワイルドカード文字だけを使用してすべての KMS キーを表します。
ただし、機密性の低い読み取り専用オペレーションと、特定の KMS キーに適用されないオペレーション
のみを許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateKey",
"kms:ListKeys",
"kms:ListAliases",
"kms:ListResourceTags"
],
"Resource": "*"
}

AWS KMS コンソールの使用に必要なアクセス許可
AWS KMS コンソールを使用して作業するユーザーには、AWS アカウント の AWS KMS リソースの使用
を許可する一連の最小限のアクセス許可が必要です。これらの AWS KMS アクセス許可に加えて、ユー
ザーには、IAM ユーザーおよびロールを一覧表示するためのアクセス許可も必要です。これらの最小限必
要なアクセス許可よりも制限された IAM ポリシーを作成した場合、AWS KMS コンソールは、その IAM
ポリシーを使用するユーザーの意図したとおりには機能しません。
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AWS KMS コンソールへの読み取り専用アクセスをユーザーに許可するために必要な最小限のアクセス権
限については、「AWS KMS コンソールでの KMS キーの表示をユーザーに許可する (p. 192)」を参照し
てください。
ユーザーが AWS KMS コンソールを使用して KMS キーを作成および管理できるようにするには、次のセ
クションで説明しているように、AWSKeyManagementServicePowerUser マネージドポリシーをユーザー
にアタッチします。
AWS SDK、AWS Command Line Interface、AWS Tools for PowerShell を使用して AWS KMS API を使用
するユーザーに対して、最小限のコンソールアクセス許可を許可する必要はありません。ただし、API を
使用する権限をこれらのユーザーに付与する必要があります。詳細については、「アクセス許可に関する
リファレンス (p. 291)」を参照してください。

パワーユーザー用向けの AWS 管理ポリシー
AWSKeyManagementServicePowerUser マネージドポリシーを使用して、アカウントの IAM プ
リンシパルにパワーユーザーの許可を付与できます。パワーユーザーは KMS キーを作成し、作成
した KMS キーを使用および管理し、すべての KMS キーと IAM アイデンティティを表示できま
す。AWSKeyManagementServicePowerUser マネージドポリシーを持つプリンシパルは、キーポリ
シー、他の IAM ポリシー、許可など、他のソースから許可を取得することもできます。
AWSKeyManagementServicePowerUser は AWS マネージド IAM ポリシーです。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。

Note
KMS キーに固有のこのポリシー内の許可は (kms:TagResource および
kms:GetKeyRotationStatus など)、その KMS キーのキーポリシーが、キーへのアクセスを
制御するために IAM ポリシーを使用することを AWS アカウント に対して明示的に許可してい
る (p. 168)場合にのみ有効です。許可が KMS キーに固有のものであるかどうかを判断するに
は、AWS KMS アクセス権限 (p. 291) を表示して、[Resources] (リソース) 列にある [KMS key]
(KMS キー) の値を確認します。
このポリシーは、オペレーションを許可するキーポリシーを持つすべての KMS キーに対して、
パワーユーザーの許可を付与します。クロスアカウントの許可の場合 (kms:DescribeKey およ
び kms:ListGrants など)、これにより、信頼されていない AWS アカウント の KMS キーが含
まれる可能性があります。詳細については、「IAM ポリシーのベストプラクティス (p. 186)」
および「他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する (p. 267)」を参照してくださ
い。許可が他のアカウントの KMS キーに対して有効かどうかを判断するには、AWS KMS アク
セス権限 (p. 291) を表示して、[Cross-account use] (クロスアカウントの使用) 列にある [Yes]
(はい) の値を確認します。
プリンシパルにエラーを表示することなく AWS KMS コンソールを表示するた
めには、プリンシパルに tag:GetResources 許可が必要になりますが、これは
AWSKeyManagementServicePowerUser ポリシーに含まれていません。この許可は、別の IAM
ポリシーで許可できます。
AWSKeyManagementServicePowerUser マネージド IAM ポリシーには、以下の許可が含まれます。
• プリンシパルが KMS キーを作成できるようにします。このプロセスにはキーポリシーの設定が含まれ
るため、パワーユーザーは自分や他者に、自分が作成した KMS キーを使用および管理するためのアク
セス許可を付与することができます。
• プリンシパルは、すべての KMS キーのエイリアス (p. 29)とタグ (p. 68)を作成および削除できます。タ
グまたはエイリアスを変更すると、KMS キーを使用および管理するためのアクセス許可が、許可または
拒否される場合があります。詳細については、「AWS KMS の ABAC (p. 261)」を参照してください。
• プリンシパルは、キー ARN、暗号化設定、キーポリシー、エイリアス、タグ、ローテーション状
態 (p. 79)など、すべての KMS キーに関する詳細情報を取得できます。
• プリンシパルが IAM ユーザー、グループ、ロールを一覧表示できるようにします。
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• このポリシーでは、プリンシパルが自分で作成していない KMS キーを使用または管理することは許可
できません。ただし、すべての KMS キーのエイリアスとタグを変更することはできるため、KMS キー
を使用または管理する許可を許可または拒否できる可能性があります。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateAlias",
"kms:CreateKey",
"kms:DeleteAlias",
"kms:Describe*",
"kms:GenerateRandom",
"kms:Get*",
"kms:List*",
"kms:TagResource",
"kms:UntagResource",
"iam:ListGroups",
"iam:ListRoles",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]

}

IAM ポリシーの例
このセクションでは、さまざまな AWS KMS アクションのためのアクセス許可を付与する IAM ポリシーの
例を示しています。

Important
以下のポリシーのアクセス許可の一部は、KMS キーのキーポリシーも同じアクセス許可を付与す
る場合にのみ付与されます。詳細については、「アクセス許可に関するリファレンス (p. 291)」
を参照してください。
JSON ポリシードキュメントの記述と書式設定については、『 IAM ユーザーガイド』の「IAM JSON ポリ
シーリファレンス 」を参照してください。
例
• AWS KMS コンソールでの KMS キーの表示をユーザーに許可する (p. 192)
• KMS キーの作成をユーザーに許可する (p. 193)
• 特定の AWS アカウント で KMS キーにより暗号化および復号することをユーザーに許可す
る (p. 194)
• 特定の AWS アカウント およびリージョンで KMS キーにより暗号化および復号することをユーザーに
許可する (p. 194)
• 特定の KMS キーにより暗号化および復号することをユーザーに許可する (p. 195)
• KMS キーの無効化または削除を禁止する (p. 195)
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AWS KMS コンソールでの KMS キーの表示をユーザーに許可す
る
以下の IAM ポリシーでは、ユーザーに AWS KMS コンソールへの読み取り専用アクセスを許可しま
す。これらのアクセス許可を持つユーザーは、AWS アカウント 内のすべての KMS キーを表示できます
が、KMS キーを作成 または変更することはできません。
AWS マネージドキー および [Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) ページ
上に KMS キーを表示するには、キーにタグやエイリアスがない場合でも、プリンシパルに
kms:ListKeys、kms:ListAliases、tag:GetResources への許可が必要です。KMS キーの詳細ページでオプ
ションの KMS キーテーブルの列とデータを表示するには、残りのアクセス許可 (特に kms:DescribeKey)
が必要です。エラーなしでデフォルトのビューでキーポリシーを表示するには、iam:ListUsers および
iam:ListRoles アクセス許可が必要です。カスタムキーストア ページのデータおよびカスタムキーストアの
KMS キーの詳細を表示するには、プリンシパルに kms:DescribeCustomKeyStores アクセス許可も必要で
す。
ユーザーのコンソールアクセスを特定の KMS キーに制限すると、コンソールは、表示されない各 KMS
キーにエラーを表示します。
このポリシーには 2 つのポリシーステートメントが含まれます。最初のポリシーステートメントの
Resource 要素は、例 AWS アカウント のすべてのリージョンのすべての KMS キーで指定されたアクセ
ス許可を付与します。AWS KMS コンソールはプリンシパルのアカウントの KMS キーのみを表示するた
め、コンソールビューワーは追加のアクセスを必要としません。これは、他の AWS アカウント で KMS
キーを表示するアクセス許可がある場合にも当てはまります。特定の KMS キーには "Resource": "*"
要素が適用されないため、残りの AWS KMS と IAM のアクセス許可には、 要素が必要です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "ReadOnlyAccessForAllKMSKeysInAccount",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:GetPublicKey",
"kms:GetKeyRotationStatus",
"kms:GetKeyPolicy",
"kms:DescribeKey",
"kms:ListKeyPolicies",
"kms:ListResourceTags",
"tag:GetResources"
],
"Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*"
},
{
"Sid": "ReadOnlyAccessForOperationsWithNoKMSKey",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:ListKeys",
"kms:ListAliases",
"iam:ListRoles",
"iam:ListUsers"
],
"Resource": "*"
}
]
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KMS キーの作成をユーザーに許可する
以下の IAM ポリシーは、ユーザーがすべてのタイプの KMS キーを作成することを許可しま
す。CreateKey オペレーションは特定の AWS KMS リソース (KMS キーまたはエイリアス) を使用する
ことがないため、Resource 要素の値は * になります。
ユーザーを特定タイプの KMS キーに制限するに
は、kms:KeySpec (p. 240)、kms:KeyUsage (p. 242)、および kms:KeyOrigin (p. 239) 条件キーを使用
します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": "kms:CreateKey",
"Resource": "*"
}

キーを作成するプリンシパルには、関連するパーミッションが必要な場合があります。
• kms:PutKeyPolicy — kms:CreateKey アクセス許可を持つプリンシパルには、KMS キーの初期キー
ポリシーを設定できます。ただし、CreateKey 発信者には、KMS キーのキーポリシーを変更できる
kms:PutKeyPolicy 許可が必要です。または、CreateKey の BypassPolicyLockoutSafetyCheck パ
ラメータを指定する必要があります (非推奨)。CreateKey 発信者は、IAM ポリシーから KMS キーの
kms:PutKeyPolicy アクセス許可を取得することも、作成している KMS キーのキーポリシーにこのア
クセス許可を含めることもできます。
• kms:TagResource — CreateKey オペレーション中に KMS キーにタグを追加するには、CreateKey
発信者に IAM ポリシーの kms:TagResource アクセス許可が必要です。新しい KMS キーのキーポリ
シーにこのアクセス許可を含めるだけでは不十分です。ただし、CreateKey 発信者が初期キーポリ
シーの kms:TagResource を含む場合は、KMS キーの作成後に、個別の呼び出しでタグを追加できま
す。
• kms:CreateAlias — AWS KMS コンソールで KMS キーを作成するプリンシパルには、KMS キーお
よびエイリアスに対する kms:CreateAlias アクセス許可が必要です。（コンソールは、へのコール
CreateKey とへのコールを 2 つ行います CreateAlias）。IAM ポリシーでエイリアスアクセス許可
を指定する必要があります。キーポリシーまたは IAM ポリシーで、KMS キーアクセス許可を付与でき
ます。詳細については、「エイリアスへのアクセスの制御 (p. 40)」を参照してください。
kms:CreateKey に加えて、次の IAM ポリシーでは AWS アカウント のすべての KMS キーに
kms:TagResource アクセス許可を付与し、アカウントのすべてのエイリアスに kms:CreateAlias ア
クセス許可を付与します。また、IAM ポリシーでのみ提供できる便利な読み取り専用アクセス許可もいく
つか含まれています。
この IAM ポリシーには、キーポリシーで設定できる kms:PutKeyPolicy アクセス権限やその他のアクセ
ス権限は含まれていません。これらのアクセス許可は、1 つの KMS キーにのみ適用されるキーポリシーで
設定するのがベストプラクティス (p. 186)です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "IAMPermissionsForParticularKMSKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": "kms:TagResource",
"Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*"
},
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}

]

"Sid": "IAMPermissionsForParticularAliases",
"Effect": "Allow",
"Action": "kms:CreateAlias",
"Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:alias/*"
},
{
"Sid": "IAMPermissionsForAllKMSKeys",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateKey",
"kms:ListKeys",
"kms:ListAliases"
],
"Resource": "*"
}

特定の AWS アカウント で KMS キーにより暗号化および復号す
ることをユーザーに許可する
次の IAM ポリシーでは、AWS アカウント 111122223333 の任意の KMS キーを使用して、ユーザーが
データを暗号化および復号できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*"
}

特定の AWS アカウント およびリージョンで KMS キーにより暗
号化および復号することをユーザーに許可する
次の IAM ポリシーでは、米国西部 (オレゴン) リージョンの AWS アカウント 111122223333 の任意の
KMS キーを使用して、ユーザーがデータを暗号化および復号できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/*"
]
}
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特定の KMS キーにより暗号化および復号することをユーザーに
許可する
次の IAM ポリシーでは、 Resource エレメントで指定された 2 つの KMS キーを使用して、ユーザーが
データを暗号化および復号できます。IAM ポリシーステートメントで KMS キーを指定するときは、KMS
キーの キー ARN (p. 16) を使用する必要があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321"
]
}

KMS キーの無効化または削除を禁止する
次の IAM ポリシーでは、別の IAM ポリシーまたはキーポリシーで許可されている場合でも、ユーザーが
KMS キーを無効化、削除できないようにします。アクセス権限を明示的に拒否するポリシーは、同じアク
セス権限を明示的に付与するポリシーを含め、他のすべてのポリシーを上書きします。詳細については、
「キーアクセスのトラブルシューティング (p. 284)」を参照してください。
{

}

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

AWS KMS でのグラント
グラントはポリシーツールであり、AWS プリンシパルに暗号化オペレーションでの KMS キーの使用
を許可します。また、KMS キー (DescribeKey) を表示して、グラントの作成、管理をできるように
します。KMS キーへのアクセスを認可する際、グラントはキーポリシー (p. 163)および IAM ポリ
シー (p. 184)と共に考慮されます。グラントは、作成してそのアクセス許可を使用し、キーポリシーまた
は IAM ポリシーを変更することなく削除できるため、一時的なアクセス許可としてよく使用されます。
グラントは、一般的に、AWS KMS と統合された AWS サービスによって使用され、保管中のデータを暗
号化します。サービスは、アカウント内のユーザーの代わりにグラントを作成し、そのアクセス許可を使
用して、タスクが完了するとすぐにグラント廃止にします。AWS のサービス方法、グラントの使用方法の
詳細については、AWS のサービスで AWS KMS を使用する方法 (p. 475) またはサービスのユーザーガ
イドあるいはデベロッパーガイドの保管時の暗号化トピックを参照してください。
複数のプログラミング言語による、グラントのオペレーション方法を示すコード例については、「許可の
使用 (p. 569)」を参照してください。
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トピック
• グラントについて (p. 196)
• グラントの概念 (p. 197)
• AWS KMS グラントのベストプラクティス (p. 199)
• グラントの作成 (p. 200)
• グラントの管理 (p. 205)

グラントについて
権限は、きわめて柔軟で便利なアクセス制御メカニズムです。KMS キーの権限を作成すると、権限で指定
されたすべての条件が満たされている場合、権限の被付与者プリンシパルは、KMS キーに対して指定され
た権限オペレーションを呼び出すことができます。
• 各グラントでは、正確に 1 つの KMS キーにアクセスできます。異なる AWS アカウント でKMS キーの
グラントを作成できます。
• グラントは KMS キーへのアクセスを許可できますが、アクセスを拒否することはできません。
• 各グラントは、1 つ以上の被付与者プリンシパル (p. 198)を持つ必要があります。被付与者プリンシパ
ルは、異なる AWS アカウント のアイデンティティである可能性があります。
• グラントは、グラントオペレーション (p. 197)のみを許可することができます。グラントオペレーショ
ンは、グラントの KMS キーによってサポートされている必要があります。サポートされていないオペ
レーションを指定すると、ValidationError の例外により、CreateGrant リクエストは失敗します。
• 被付与者プリンシパルは、アクセス許可がキーポリシーまたは IAM ポリシーから付与された場合と同様
に、権限を指定せずに付与されたアクセス許可を使用できます。ただし、権限の作成、使用停止、取り
消しの際、オペレーションが結果整合性 (p. 199)を取得するまで短い遅延が発生することがあります
(通常は 5 分未満)。権限でアクセス許可をすぐに使用するには、権限トークンを使用します (p. 207)。
• 認可されたプリンシパルはグラントを削除できます (グラントの廃止 (p. 198)または失効 (p. 199))。
グラントを削除すると、グラントが許可したすべてのアクセス許可が削除されます。グラントを取り消
すために追加または削除するポリシーを特定する必要はありません。
• AWS KMS は、各 KMS キーのグラント数を制限します。詳細については、「KMS キーあたりのグラン
ト: 50,000 (p. 464)」を参照してください。
グラントを作成するとき、およびグラントを作成する許可を他のユーザーに付与するときは注意が必要で
す。グラントを作成する許可にはセキュリティ上の影響があります。これは、kms:PutKeyPolicy 許可でポ
リシーを設定する場合と似ています。
• KMS キー (kms:CreateGrant) のグラントを作成するためのアクセス許可を持つユーザーは、グラン
トを使用してユーザーとロール (AWS のサービスを含む) に KMS キーの使用を許可します。プリンシパ
ルは独自の AWS アカウント、または異なるアカウントや組織のアイデンティティにすることができま
す。
• グラントは、AWS KMS オペレーションのサブセットのみを許可します。グラントを使用して、プリン
シパルに KMS キーの表示、暗号化オペレーションでの使用、グラントの作成、グラントの廃止を許可
できます。詳細については、「グラントオペレーション (p. 197)」を参照してください。グラントの制
約 (p. 201)を使用して、対称暗号化キーに対するグラントにある許可を制限することもできます。
• プリンシパルはアクセス許可を取得して、キーポリシーまたは IAM ポリシーからグラントを作成できま
す。ポリシーから kms:CreateGrant アクセス許可を取得したプリンシパルは、KMS キーの任意の付
与オペレーション (p. 197)の許可を作成できます。これらのプリンシパルは、キーに対して付与してい
る許可を持っている必要はありません。ポリシーで kms:CreateGrant アクセス許可を許可する場合
は、ポリシー条件 (p. 206)を使用してこの許可を制限します。
• プリンシパルは、グラントからグラントを作成する許可を取得することもできます。これらのプリンシ
パルは、ポリシーからの他のアクセス許可を持っている場合でも、付与されたアクセス許可のみを委任
できます。詳細については、「CreateGrant アクセス許可の付与 (p. 204)」を参照してください。
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グラントに関する概念については、Grant terminology (p. 197) を参照してください。

グラントの概念
グラントを効果的に使用するには、AWS KMS が使用する用語と概念を理解する必要があります。
グラントの制約
グラントのアクセス許可を制限する条件。現在、AWS KMS は、暗号化オペレーションのリクエスト
で、暗号化コンテキスト (p. 20)に基づいてグラントの制約をサポートしています。詳細については、
「グラントの制約の使用 (p. 201)」を参照してください。
グラント ID
KMS キーのグラントの一意の識別子。キー識別子 (p. 15)と共にグラント ID を使用し、RetireGrant ま
たは RevokeGrant リクエストでグラントを識別できます。
グラントオペレーション
グラントで許可できる AWS KMS オペレーションです。他のオペレーションを指定した場
合、ValidationError の例外により、CreateGrant リクエストは失敗します。これらは、グラント
トークン (p. 198)を承認するオペレーションでもあります。これらのアクセス許可の詳細について
は、AWS KMS アクセス権限 (p. 291) を参照してください。
これらのグラントオペレーションは、オペレーションを使用するアクセス許可を表します。した
がって、ReEncrypt オペレーションの場合、ReEncryptFrom、ReEncryptTo、または両方の
ReEncrypt* を指定できます。
グラントオペレーション:
• 暗号化オペレーション
• Decrypt
• 暗号化
• GenerateDataKey
• GenerateDataKeyPair
• GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
• GenerateDataKeyWithoutPlaintext
• GenerateMac
• ReEncryptFrom
• ReEncryptTo
• Sign
• 検証
• VerifyMac
• その他のオペレーション
• CreateGrant
• DescribeKey
• GetPublicKey
• RetireGrant
許可するグラントオペレーションは、許可の KMS キーでサポートされている必要があり
ます。サポートされていないオペレーションを指定すると、ValidationError の例外に
より、CreateGrant リクエストは失敗します。例えば、対称暗号化 KMS キーのグラント
は、Sign、Verify、GenerateMac または VerifyMac オペレーションを許可できません。非対称
KMS キーのグラントは、データキーまたはデータキーペアを生成するいかなるオペレーションも許可
できません。
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グラントトークン
グラントの作成時に、新しいグラントが AWS KMS 全体で利用可能になるまで (結果整合性を取得す
るまで (p. 199))、通常は 5 分未満の短い遅延が発生する場合があります。グラントが結果整合性を
取得する前にグラントを使用すると、アクセス拒否エラーが発生する可能性があります。グラント
トークンを使用すると、グラントを参照し、グラントのアクセス許可をすぐに使用できます。
グラントトークンは、一意、非シークレット、可変長、base64 エンコードの、グラントを表す文字列
です。グラントトークンを使用して、任意のグラントオペレーション (p. 197)でグラントを識別でき
ます。ただし、トークン値はハッシュダイジェストであるため、グラントの詳細は明らかになりませ
ん。
グラントトークンは、グラントが結果整合性を取得するまでのみ使用されるように設計されていま
す。その後、被付与者プリンシパル (p. 198)は、グラントトークンやその他のグラント限の証拠を
提供することなく、グラントでアクセス許可を使用することができます。グラントトークンは常時使
用できますが、グラントが最終的な整合性を取得した時点で、AWS KMS はグラントトークンではな
く、グラントを使用してアクセス許可を決定します。
例えば、次のコマンドでは、GenerateDataKey オペレーションを呼び出します。これは、グラント
トークンを使用して、発信者 (被付与者プリンシパル) に、指定した KMS キーで GenerateDataKey
を呼び出す許可を付与します。
$ aws kms generate-data-key \
--key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--key-spec AES_256 \
--grant-token $token

また、グラントトークンを使用して、グラントを管理するオペレーションでグラントを識別すること
もできます。例えば、廃止プリンシパル (p. 198)は、RetireGrant オペレーションの呼び出し時に、
グラントトークンを使用できます。
$ aws kms retire-grant \
--grant-token $token

CreateGrant は、グラントトークンを返す唯一のオペレーションです。その他の AWS KMS オペ
レーション、または CreateGrant オペレーションの CloudTrail ログイベント (p. 94)からグラントトー
クンを取得することはできません。ListGrants および ListRetirableGrants オペレーションは、グラン
トトークンではなくグラント ID (p. 197) を返します。
詳細については、「グラントトークンを使用する (p. 207)」を参照してください。
被付与者プリンシパル
グラントで指定されたアクセス許可を取得するアイデンティティ。グラントには 1 つ以上の被付与者
プリンシパルが必要です。被付与者プリンシパルは、AWS アカウント (ルート)、IAM ユーザー、IAM
ロール、フェデレーティッドロールまたはユーザー、引き受けたロールユーザーなどの、任意の AWS
プリンシパルとすることができます。被付与者プリンシパルは、KMS キーと同じアカウントか、別の
アカウントにすることができます。ただし、被付与者プリンシパルを、サービスプリンシパル、IAM
グループ、AWS 組織にすることはできません。
(グラント) を廃止にする
グラントを終了します。アクセス許可の使用が終了したら、グラントを廃止にします。
グラントの取り消しと使用停止のどちらも、グラント限を削除します。ただし、使用停止はグラント
で指定されたプリンシパルによって行われます。通常、取り消しはキー管理者が行います。詳細につ
いては、「グラントの使用停止と取り消し (p. 208)」を参照してください。
プリンシパルを使用停止にする
グラントを廃止 (p. 198)にするプリンシパル。グラントで使用停止プリンシパルを指定できますが、
必須ではありません。使用停止プリンシパルは、AWS アカウント、IAM ユーザー、IAM ロール、

198

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
ベストプラクティス

フェデレーティッドユーザー、引き受けたロールユーザーを含む AWS プリンシパルのいずれかにす
ることができます。使用停止プリンシパルは、KMS キーと同じアカウントか、別のアカウントにする
ことができます。
グラントで指定された廃止プリンシパルに加えて、グラントが作成された AWS アカウント によって
も、グラントを廃止にできます。グラントで RetireGrant オペレーションが許可されている場合
は、被付与者プリンシパル (p. 198)がグラントを廃止にできます。また、廃止プリンシパルの AWS
アカウント または AWS アカウント は、グラントを廃止にする許可を、同じ AWS アカウント で IAM
プリンシパルに委任できます。詳細については、「グラントの使用停止と取り消し (p. 208)」を参照
してください。
(グラント) を取り消す
グラントを終了します。グラントを取り消して、グラントが許可するアクセス許可をアクティブに拒
否します。
権限の取り消しと使用停止のどちらも、権限を削除します。ただし、使用停止はグラントで指定さ
れたプリンシパルによって行われます。通常、取り消しはキー管理者が行います。詳細については、
「グラントの使用停止と取り消し (p. 208)」を参照してください。
結果整合性 (グラント用)
グラントの作成、廃止、取り消しの際、変更が AWS KMS 全体で利用可能になるまで短い遅延が発生
する場合があります (通常は 5 分未満)。この遅延が終了すると、オペレーションが結果整合性を取得
したとみなされます。
想定外のエラーが発生する場合は、この短い遅延に注意する必要があります。例えば、新しいグラン
トを管理したり、グラントが AWS KMS 全体で認識される前に新しいグラントを使用したりすると、
アクセス拒否エラーが表示される可能性があります。グラントを廃止にするか取り消す場合でも、被
付与者プリンシパルは、グラントが完全に削除されるまで、そのアクセス許可を短い期間使用できる
可能性があります。典型的な戦略は、リクエスト、および自動バックオフと再試行ロジックを含む一
部の AWS SDK を再試行することです。
AWS KMS には、この短い遅延を軽減する機能があります。
• 新しいグラントでアクセス許可をすぐに使用するには、グラントトークン (p. 207)を使用します。
グラントトークンを使用して、任意のグラントのオペレーション (p. 197)のグラントを参照できま
す。手順については、「グラントトークンを使用する (p. 207)」を参照してください。
• CreateGrant オペレーションには、再試行オペレーションが重複するグラントを作成することを防
ぐ、Name パラメータがあります。

Note
サービスのすべてのエンドポイントが新しいグラント状態で更新されるまで、グラントトー
クンはグラントの有効性を優先します。ほとんどの場合、結果整合性は 5 分以内に取得され
ます。

AWS KMS グラントのベストプラクティス
AWS KMS では、グラントの作成、使用、管理を行う際に、以下のベストプラクティスを推奨します。
• グラントのアクセス許可を、被付与者プリンシパルに必要なアクセス許可に制限します。最小限の特権
アクセスの原則を使用します。
• IAM ロールなどの特定の被付与者プリンシパルを使用し、被付与者プリンシパルに、必要な API オペ
レーションのみを使用するアクセス許可を付与します。
• 暗号化コンテキストのグラントの制約 (p. 197)を使用して、発信者が意図した目的のために KMS
キーを使用していることを保証します。リクエストで暗号化コンテキストを使用してデータを保護
する方法の詳細については、AWS セキュリティブログの AWS Key Management Service および
EncryptionContext を使用して暗号化されたデータの整合性を保護する方法を参照してください。
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Tip
可能な限り、EncryptionContextEqual (p. 201) のグラントの制約を使用します
EncryptionContextSubset (p. 201) のグラントの制約は、正しく使用するのが困難です。使用
する必要がある場合は、ドキュメントをよく読み、グラントの制約をテストして、意図したと
おりに動作することを確認してください。
• 重複するグラントを削除します。重複するグラントには、同じキー ARN、API アクション、被付与者プ
リンシパル、暗号化コンテキスト、名前などがあります。元のグラントを廃止にしたか取り消したにも
関わらず、重複したグラントが残った場合、残った重複グラントは意図しない特権エスカレーションを
構成します。CreateGrant リクエストの再試行時にグラントが重複しないようにするには、Name パラ
メータ (p. 200)を使用します。重複するグラントを検出するには、ListGrants オペレーションを使用し
ます。誤って重複するグラントを作成した場合は、できるだけ早く廃止にするか、取り消します。

Note
AWS マネージドキー (p. 5)のグラントは重複しているようにみえますが、異なる被付与者プリ
ンシパルを持っています。
通常、ListGrants レスポンスの GranteePrincipal フィールドには、グラントの被付与者
プリンシパルが含まれます。ただし、グラントの被付与者プリンシパルが AWS のサービスの
場合、GranteePrincipal フィールドにはサービスプリンシパルが含まれます。これは、複
数の異なる被付与者プリンシパルを表す場合があります。
• グラントは、自動的に期限切れにならないことに注意してください。アクセス許可が不要になったら、
すぐにグラントの廃止または取り消し (p. 208)をします。削除されないグラントは、暗号化されたリ
ソースに対してセキュリティ上のリスクを引き起こす可能性があります。

グラントの作成
グラントを作成する前に、グラントをカスタマイズするためのオプションを確認します。グラントの制約
を使用して、グラントのアクセス許可を制限することができます。CreateGrant アクセス許可の付与も
参照してください。グラントからグラントを作成する許可を取得したプリンシパルは、作成できるグラン
トが制限されます。
トピック
• グラントの作成 (p. 200)
• グラントの制約の使用 (p. 201)
• CreateGrant アクセス許可の付与 (p. 204)

グラントの作成
許可を作成するには、 CreateGrant オペレーションを呼び出します。KMS キー、被付与者プリンシパ
ル (p. 198)、許可されたグラントオペレーション (p. 197)のリストを指定します。オプションの使用
停止プリンシパル (p. 198)を指定することもできます。許可をカスタマイズするには、オプションの
Constraints パラメータを使用して許可の制約を定義します。
グラントの作成、廃止、取り消しの際、オペレーションが結果整合性 (p. 199)を取得するまで短い遅延が
発生することがあります (通常は 5 分未満)。
例えば、次の CreateGrant コマンドは、指定された対称 KMS キー (p. 6)で Decrypt オペレーションを
呼び出し、exampleUser を許可するグラントを作成します。グラントでは、RetiringPrincipal パラ
メータを使用して、グラントを廃止できるプリンシパルを指定します。また、リクエスト内の暗号化コン
テキスト (p. 20)に "Department": "IT" が含まれている場合にのみアクセス許可を付与する許可制約も
含まれます。
$

aws kms create-grant \
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--key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:user/exampleUser \
--operations Decrypt \
--retiring-principal arn:aws:iam::111122223333:role/adminRole \
--constraints EncryptionContextSubset={Department=IT}

コードが CreateGrant オペレーションを再試行するか、AWS リクエストを自動的に再試行する SDK
を使用する場合は、オプションの名前パラメータを使用して、重複グラントの作成を防止します。AWS
KMS が同じプロパティのグラントの CreateGrant リクエストを、名前を含む既存のグラントとして取
得する場合、リクエストは再試行として認識され、新しいグラントは作成されません。Name 値を使用し
て、任意の AWS KMS オペレーションでグラントを識別することはできません。
$ aws kms create-grant \
--name IT-1234abcd-exampleUser-decrypt \
--key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:user/exampleUser \
--operations Decrypt \
--retiring-principal arn:aws:iam::111122223333:role/adminRole \
--constraints EncryptionContextSubset={Department=IT}

複数のプログラミング言語による、権限のオペレーション方法を示すコード例については、許可の使
用 (p. 569) を参照してください。

グラントの制約の使用
グラントの制約は、グラントが被付与者プリンシパルに付与するアクセス許可の条件を設定します。グラ
ントの制約は、キーポリシー (p. 163)または IAM ポリシー (p. 184)で、条件キー (p. 216)の代わりに
なります。各グラントの制約値には、最大 8 個の暗号化コンテキストペアを含めることができます。各グ
ラントの制約の暗号化コンテキスト値は、384 文字を超えることはできません。
AWS KMS では、EncryptionContextEquals および EncryptionContextSubset の 2 つのグラン
トの制約をサポートします。どちらの制約も暗号化オペレーションのリクエストで、暗号化コンテキス
ト (p. 20)の要件を確立します。
暗号化コンテキストのグラントの制約は、暗号化コンテキストパラメータを持つグラントペレーショ
ン (p. 197)で使用されるように設計されています。
• 暗号化コンテキストの制約は、対称暗号化 KMS キーのグラントのみで有効です。他の KMS キーを使用
する暗号化オペレーションは、暗号化コンテキストをサポートしません。
• 暗号化コンテキストの制約は、DescribeKey および RetireGrant オペレーションでは無視されま
す。DescribeKey および RetireGrant には暗号化コンテキストパラメータはありませんが、暗号化
コンテキストの制約を持つグラントにこれらのオペレーションを含めることができます。
• CreateGrant オペレーションのグラントで、暗号化コンテキストの制約を使用することができます。
暗号化コンテキストの制約では、CreateGrant 許可で作成された任意のグラントが、同様に厳密また
はより厳密な暗号化コンテキストの制約を持っている必要があります。
AWS KMS は、次の暗号化コンテキストのグラントの制約をサポートします。
EncryptionContextEquals
EncryptionContextEquals を使用して、許可されたリクエストの正確な暗号化コンテキストを指
定します。
EncryptionContextEquals では、リクエストの暗号化コンテキストペアが、グラントの制約の暗
号化コンテキストペアと、大文字と小文字の区別で完全に一致することを要求します。このペアは任
意の順序で表示できますが、各ペアのキーと値を変更することはできません。
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例えば、EncryptionContextEquals のグラントの制約が "Department": "IT" 暗号化コンテ
キストペアを要求する場合、グラントはリクエストの暗号化コンテキストが完全に "Department":
"IT" である場合にのみ、指定されたタイプのリクエストを許可します。
EncryptionContextSubset
EncryptionContextSubset を使用して、リクエストに特定の暗号化コンテキストペアを含めるよ
うに要求します。
EncryptionContextSubset では、リクエストにグラントの制約 (完全な大文字と小文字を区別す
る一致) のすべての暗号化コンテキストペアを含むことを要求しますが、リクエストが追加の暗号化コ
ンテキストペアを持っている可能性もあります。このペアは任意の順序で表示できますが、各ペアの
キーと値を変更することはできません。
例えば、EncryptionContextSubset のグラントの制約が、Department=IT の暗号化コンテキス
トペアを要求する場合、グラントはリクエストの暗号化コンテキストが "Department": "IT" の場
合、またはリクエストが "Department": "IT","Purpose": "Test" のような他の暗号化コンテ
キストペアと共に "Department": "IT" を含む場合に、指定されたタイプのリクエストを許可しま
す。
対称暗号化 KMS キーのグラントで暗号化コンテキストの制約を指定するには、CreateGrant オペレーショ
ンの Constraints パラメータを使用します。このコマンドが作成する許可では、exampleUser に復号
オペレーションを呼び出すためのアクセス許可を付与します。ただし、そのアクセス許可は Decrypt リ
クエストの暗号化コンテキストが、"Department": "IT" 暗号化コンテキストペアである場合にのみ有
効です。
$ aws kms create-grant \
--key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:user/exampleUser \
--operations Decrypt \
--retiring-principal arn:aws:iam::111122223333:role/adminRole \
--constraints EncryptionContextEquals={Department=IT}

したがって、グラントは以下のようになります。exampleUser に付与されるアクセス許可は、Decrypt
リクエストがグラントの制約で指定された同じ暗号化コンテキストペアを使用する場合にのみ有効で
す。KMS キーでグラントを見つけるには、ListGrants オペレーションを使用します。
$ aws kms list-grants --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
{
"Grants": [
{
"Name": "",
"IssuingAccount": "arn:aws:iam::111122223333:root",
"GrantId": "abcde1237f76e4ba7987489ac329fbfba6ad343d6f7075dbd1ef191f0120514a",
"Operations": [
"Decrypt"
],
"GranteePrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:user/exampleUser",
"Constraints": {
"EncryptionContextEquals": {
"Department": "IT"
}
},
"CreationDate": 1568565290.0,
"KeyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"RetiringPrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:role/adminRole"
}
]
}
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EncryptionContextEquals のグラントの制約を満たすために、Decrypt オペレーションのリクエスト
の暗号化コンテキストは、"Department": "IT" ペアである必要があります。被付与者プリンシパルか
らの次のようなリクエストは、EncryptionContextEquals のグラントの制約を満たします。
$ aws kms decrypt \
--key-id arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab\
--ciphertext-blob fileb://encrypted_msg \
--encryption-context Department=IT

グラントの制約が EncryptionContextSubset の場合、リクエストの暗号化コンテキストペアは、グラ
ントの制約の暗号化コンテキストペアを含む必要がありますが、リクエストは他の暗号化コンテキストペ
アを含んでいる可能性もあります。次のグラントの制約は、リクエスト内の暗号化コンテキストペアの 1
つが "Deparment": "IT" であることを要求します。
"Constraints": {
"EncryptionContextSubset": {
"Department": "IT"
}
}

被付与者プリンシパルからの次のリクエストは、この例の EncryptionContextEqual および
EncryptionContextSubset のグラントの制約両方を満たします
$ aws kms decrypt \
--key-id arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--ciphertext-blob fileb://encrypted_msg \
--encryption-context Department=IT

ただし、被付与者プリンシパルからの次のようなリクエストは、EncryptionContextSubset のグラン
トの制約を満たしますが、EncryptionContextEquals のグラントの制約は満たしません。
$ aws kms decrypt \
--key-id arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--ciphertext-blob fileb://encrypted_msg \
--encryption-context Department=IT,Purpose=Test

AWS のサービスは、多くの場合、AWS アカウント で KMS キーを使用するためのアクセス許可を付与す
るグラントに、暗号化コンテキストの制約を使用します。例えば、Amazon DynamoDB では、次のような
グラントを使用して、アカウントで DynamoDB の AWS マネージドキー (p. 5) を使用するアクセス許可を
取得します。このグラント内の EncryptionContextSubset のグラントの制約により、要求内の暗号化
コンテキストに "subscriberID": "111122223333" と "tableName": "Services" ペアが含まれ
る場合にのみ、グラントの許可が有効になります。このグラントの制約は、DynamoDB が AWS アカウン
ト の特定のテーブルに対してのみ、指定された KMS キーを使用することをグラントが許可することを意
味します。
この出力を取得するには、アカウントの DynamoDB の AWS マネージドキー で、ListGrants オペレーショ
ンを実行します。
$ aws kms list-grants --key-id 0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321
{

"Grants": [
{
"Operations": [
"Decrypt",
"Encrypt",
"GenerateDataKey",
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"ReEncryptFrom",
"ReEncryptTo",
"RetireGrant",
"DescribeKey"

],
"IssuingAccount": "arn:aws:iam::111122223333:root",
"Constraints": {
"EncryptionContextSubset": {
"aws:dynamodb:tableName": "Services",
"aws:dynamodb:subscriberId": "111122223333"
}
},
"CreationDate": 1518567315.0,
"KeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321",
"GranteePrincipal": "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com",
"RetiringPrincipal": "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com",
"Name": "8276b9a6-6cf0-46f1-b2f0-7993a7f8c89a",
"GrantId": "1667b97d27cf748cf05b487217dd4179526c949d14fb3903858e25193253fe59"
}
]
}

CreateGrant アクセス許可の付与
グラントには、CreateGrant オペレーションを呼び出す許可を含めることができます。ただし、被付与
者プリンシパル (p. 198)が CreateGrant を呼び出す許可をポリシーからではなくグラントから取得す
ると、その許可は制限されます。
• 被付与者プリンシパルは、親グラントで一部またはすべてのオペレーションを許可するグラントのみを
作成できます。
• 作成されたグラントのグラントの制約 (p. 201)は、少なくとも親グラントの制約と同じくらい厳密であ
る必要があります。
これらの制限は、CreateGrant 許可をポリシーから取得するプリンシパルには適用されませんが、プリ
ンシパルの許可はポリシー条件 (p. 206)によって制限されます。
例えば、被付与者プリンシパルが GenerateDataKey、Decrypt、および CreateGrant オペレーショ
ンを呼び出せるようにする許可について考えてみます。CreateGrant 許可、親グラントを許可するグラ
ントを呼び出します。
# The original grant in a ListGrants response.
{
"Grants": [
{
"KeyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1572216195.0,
"GrantId": "abcde1237f76e4ba7987489ac329fbfba6ad343d6f7075dbd1ef191f0120514a",
"Operations": [
"GenerateDataKey",
"Decrypt",
"CreateGrant
]
"RetiringPrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:role/adminRole",
"Name": "",
"IssuingAccount": "arn:aws:iam::111122223333:root",
"GranteePrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:user/exampleUser",
"Constraints": {
"EncryptionContextSubset": {
"Department": "IT"
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}

]

}

},

}

被付与者プリンシパル、exampleUser はこのアクセス許可を使用して、CreateGrant や Decrypt など
の元のグラントで、指定されたオペレーションのサブセットを含むグラントを作成できます。子グラント
に ScheduleKeyDeletion または ReEncrypt などの他のオペレーションを含めることはできません。
また、子グラントのグラントの制約は、親グラントの制約と同じか、より厳密である必要があります。例
えば、子グラントは親グラントの EncryptionContextSubset 制約にペアを追加できますが、削除する
ことはできません。子グラントは EncryptionContextSubset 制約を EncryptionContextEquals
制約に変更することはできますが、その逆はできません。
例えば、被付与者プリンシパルは、親グラントから取得した CreateGrant 許可を使用して、次の子グラ
ントを作成します。子グラントのオペレーションは、親グラントのオペレーションのサブセットであり、
グラントの制約がより限定的です。
# The child grant in a ListGrants response.
{
"Grants": [
{
"KeyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1572249600.0,
"GrantId": "fedcba9999c1e2e9876abcde6e9d6c9b6a1987650000abcee009abcdef40183f",
"Operations": [
"CreateGrant"
"Decrypt"
]
"RetiringPrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:user/exampleUser",
"Name": "",
"IssuingAccount": "arn:aws:iam::111122223333:root",
"GranteePrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:user/anotherUser",
"Constraints": {
"EncryptionContextEquals": {
"Department": "IT"
}
},
}
]
}

子グラントの被付与者プリンシパル、anotherUser は CreateGrant 許可を使用してグラントを作成で
きます。ただし、anotherUser が作成したグラントは親グラントまたはサブセット内のオペレーション
を含める必要があり、グラントの制約は同じか、より厳密である必要があります。

グラントの管理
必要な許可を持つプリンシパルは、グラントを表示、使用、削除 (廃止または取り消し) できます。グラン
トを作成および管理するための許可を絞り込むために、AWS KMS では、キーポリシーと IAM ポリシーで
使用できる複数のポリシー条件をサポートします。
トピック
• グラントへのアクセスを制御する (p. 206)
• グラントの表示 (p. 206)
• グラントトークンを使用する (p. 207)
• グラントの使用停止と取り消し (p. 208)
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グラントへのアクセスを制御する
キーポリシー、IAM ポリシー、グラントで、グラントを作成および管理するオペレーションへのアクセス
を制御できます。グラントから CreateGrant 許可を取得したプリンシパルは、より限定的な許可の付
与 (p. 204)を行います。
API オペレーション

キーポリシーまたは IAM ポリ
シー

グラント

CreateGrant

✓

✓

ListGrants

✓

-

ListRetirableGrants

✓

-

許可を使用停止にする

(制限あり。「グラントの使用停
止と取り消し (p. 208)」を参照
してください)

✓

RevokeGrant

✓

-

キーポリシーまたは IAM ポリシーを使用して、グラントを作成および管理するオペレーションへのアクセ
スを制御する際は、次の 1 つ以上のポリシー条件を使用して、アクセス許可を制限できます。AWS KMS
は、グラントに関連する次のすべての条件キーをサポートします。詳細と例については、「AWS KMS 条
件キー (p. 218)」を参照してください。
kms:GrantConstraintType (p. 235)
グラントに指定されたグラントの制約 (p. 201)が含まれている場合にのみ、プリンシパルにグラント
の作成を許可します。
kms:GrantIsForAWSResource (p. 236)
AWS KMS と統合された AWS のサービスがプリンシパルの代わりにリクエストを送信する場合にの
み、CreateGrant、ListGrants、RevokeGrant の呼び出しをプリンシパルに許可します。
kms:GrantOperations (p. 237)
プリンシパルにグラントの作成を許可しますが、グラントを指定されたオペレーションに制限しま
す。
kms:GranteePrincipal (p. 238)
指定された被付与者プリンシパル (p. 198)に対してのみ、グラントの作成を許可します。
kms:RetiringPrincipal (p. 250)
グラントが特定の使用停止プリンシパル (p. 198)を指定する場合にのみ、プリンシパルにグラントの
作成を許可します。

グラントの表示
許可を表示するには、 ListGrants オペレーションを使用します。グラントを適用する KMS キーを指定す
る必要があります。グラント ID または被付与者プリンシパルにより、グラントリストをフィルタリングす
ることもできます。その他の例については、「許可の表示 (p. 572)」を参照してください。
特定の使用停止プリンシパル (p. 198)を持つ AWS アカウント およびリージョンで、すべてのグラント
を表示するには、ListRetirableGrants を使用します。レスポンスには、各グラントの詳細が含まれます。
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Note
通常、ListGrants レスポンスの GranteePrincipal フィールドには、グラントの被付与者
プリンシパルが含まれます。ただし、グラントの被付与者プリンシパルが AWS のサービスの場
合、GranteePrincipal フィールドにはサービスプリンシパルが含まれます。これは、複数の
異なる被付与者プリンシパルを表す場合があります。
例えば、次のコマンドは KMS キーのすべてのグラントを一覧表示します。
$
{

aws kms list-grants --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

"Grants": [
{
"KeyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1572216195.0,
"GrantId": "abcde1237f76e4ba7987489ac329fbfba6ad343d6f7075dbd1ef191f0120514a",
"Constraints": {
"EncryptionContextSubset": {
"Department": "IT"
}
},
"RetiringPrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:role/adminRole",
"Name": "",
"IssuingAccount": "arn:aws:iam::111122223333:root",
"GranteePrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:user/exampleUser",
"Operations": [
"Decrypt"
]
}
]
}

グラントトークンを使用する
グラントの作成時、グラントがすぐに有効にならないことがあります。グラントが結果整合性 (p. 199)を
取得するまで (新しいグラントが AWS KMS 全体で利用可能になるまで)、5 分未満の短い遅延が発生する
可能性があります。グラントが結果整合性を取得すると、被付与者プリンシパルはグラントトークンやグ
ラントの証拠を指定せずに、グラントのアクセス許可を使用できます。ただし、グラントが新しく、すべ
ての AWS KMS には認識されていない場合、リクエストは AccessDeniedException のエラーにより失
敗する可能性があります。
新しいグラントでアクセス許可をすぐに使用するには、グラントのグラントトークン (p. 198)を使用しま
す。CreateGrant オペレーションによって返されるグラントトークンを保存します。次に、AWS KMS オ
ペレーションのリクエストでグラントトークンを送信します。グラントトークンを任意の AWS KMS グラ
ントオペレーション (p. 197)へ送信できます。また、同じリクエストで複数のグラントトークンを送信で
きます。
次の例では、CreateGrant オペレーションを使用して、GenerateDataKey および Decrypt オペレーショ
ンを許可するグラントを作成します。これは、CreateGrant が token 変数で返すグラントトークンを保
存します。次に、GenerateDataKey オペレーションへの呼び出しで、token 変数のグラントトークンを
使用します。
# Create a grant; save the grant token
$ token=$(aws kms create-grant \
--key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:user/appUser \
--retiring-principal arn:aws:iam::111122223333:user/acctAdmin \
--operations GenerateDataKey Decrypt \
--query GrantToken \
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# Use the grant token in a request
$ aws kms generate-data-key \
--key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
–-key-spec AES_256 \
--grant-tokens $token

アクセス許可を持つプリンシパルは、グラントトークンを使用して、グラントが結果整合性を取得する前
であっても、新しいグラントを廃止にすることができます。(RevokeGrant オペレーションはグラント
トークンを承認しません)。詳細については、「グラントの使用停止と取り消し (p. 208)」を参照してく
ださい。
# Retire the grant
$ aws kms retire-grant --grant-token $token

グラントの使用停止と取り消し
グラントを削除するには、グラントの廃止または取り消しをします。
RetireGrant および RevokeGrant オペレーションは、互いに非常によく似ています。どちらのオペレー
ションもグラントを削除します。これにより、グラントが許可しているアクセス許可が削除されます。こ
れらのオペレーションの主な違いは、オペレーションの認可方法です。
RevokeGrant
ほとんどの AWS KMS オペレーションと同様に、RevokeGrant オペレーションへのアクセス
は、キーポリシー (p. 163)および IAM ポリシー (p. 184)によって制御されます。RevokeGrant API
は、任意のプリンシパルから kms:RevokeGrant アクセス許可で呼び出すことができます。このアク
セス許可は、キー管理者に付与される標準のアクセス許可に含まれています。通常、管理者はグラン
トを取り消して、グラントが許可するアクセス許可を拒否します。
RetireGrant
グラントでは、グラントを廃止にできる管理者を決定できます。この設計により、キーポリシーや
IAM ポリシーを変更することなく、グラントのライフサイクルを制御できます。通常、許可の使用を
終了したら、グラントを廃止にします。
グラントは、グラントで指定されたオプションの廃止プリンシパル (p. 198)により廃止にできま
す。被付与者プリンシパル (p. 198)もグラントを廃止にできますが、RetireGrant オペレーション
を含むプリンシパルまたはグラントも同時に廃止にする場合に限られます。バックアップとして、グ
ラントが作成された AWS アカウント もグラントを廃止にできます。
IAM ポリシーで使用できる kms:RetireGrant アクセス許可がありますが、ユーティリティは限られ
ています。グラントで指定されたプリンシパルは、kms:RetireGrant アクセス許可なしでグラント
を廃止にできます。kms:RetireGrant アクセス許可だけでは、プリンシパルにグラントの廃止を許
可できません。kms:RetireGrant アクセス許可はキーポリシーでは無効です。
• グラントを廃止にするアクセス許可を拒否するには、kms:RetireGrant アクセス許可で Deny ア
クションを使用します。
• KMS キーを所有する AWS アカウント は、kms:RetireGrant 許可をアカウントの IAM ユーザー
に委任できます。
• 廃止プリンシパルが異なる AWS アカウント の場合、他のアカウントの管理者は
kms:RetireGrant を使用して、そのアカウントの IAM ユーザーに、グラントを廃止にするアクセ
ス許可を委任できます。
グラントの作成、廃止、取り消しの際、オペレーションが結果整合性 (p. 199)を取得するまで短い遅延が
発生することがあります (通常は 5 分未満)。新しいグラントをすぐに削除する必要がある場合は、グラン
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トが AWS KMS 全体で利用可能になる前に、グラントトークンを使用して (p. 207)グラントを廃止にし
ます。グラントトークンを使用してグラントを取り消すことはできません。

VPC エンドポイントを介した AWS KMS への接続
仮想プライベートクラウド (VPC) 内のプライベートインターフェイスエンドポイント経由で AWS KMS に
直接接続することができます。VPC インターフェイスエンドポイントにより、AWS ネットワーク内全体
で VPC と AWS KMS 間の通信を処理します。
AWS KMS は、AWS PrivateLink を使用する Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) インターフェイ
スエンドポイントをサポートします。各 VPC エンドポイントは、VPC サブネット内のプライベート IP ア
ドレスを持つ 1 つ以上の Elastic Network Interfaces (ENI) で表されます。
VPC インターフェイスエンドポイントは VPC を AWS KMS に直接接続します。その際、インターネット
ゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、または AWS Direct Connect 接続を使用しません。VPC のイ
ンスタンスは、パブリック IP アドレスがなくても AWS KMS と通信できます。
リージョン
AWS KMS は、Amazon VPC と AWS KMS の両方を使用できるすべての AWS リージョン で、VPC エン
ドポイントと VPC エンドポイントポリシーをサポートしています。
トピック
• AWS KMS VPC エンドポイントに関する考慮事項 (p. 209)
• AWS KMS 用の VPC エンドポイントの作成 (p. 209)
• AWS KMS VPC エンドポイントへの接続 (p. 210)
• VPC エンドポイントへのアクセスの制御 (p. 210)
• ポリシーステートメントでの VPC エンドポイントの使用 (p. 213)
• VPC エンドポイントのログ記録 (p. 215)

AWS KMS VPC エンドポイントに関する考慮事項
AWS KMS 用のインターフェイス VPC エンドポイントをセットアップする前に、「AWS PrivateLink 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」のトピックを確認してください。
AWS KMS には、VPC エンドポイントをサポートするために以下の機能が用意されています。
• VPC インターフェイスエンドポイントを使用して、VPC からすべての AWS KMS API オペレーショ
ンを呼び出すことができます。
• AWS KMS FIPS エンドポイントに VPC インターフェイスエンドポイントを作成することはできませ
ん。
• AWS CloudTrail ログを使用して、VPC エンドポイントを介した KMS キーの使用を監査することができ
ます。詳細については、「」を参照してくださいVPC エンドポイントのログ記録 (p. 215)

AWS KMS 用の VPC エンドポイントの作成
Amazon VPC コンソールまたは Amazon VPC API を使用して、AWS KMS 用の VPC エンドポイントを
作成できます。詳細については、「AWS PrivateLink 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。
AWS KMS 用の VPC エンドポイントを作成するには、次のサービス名を使用します。
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com.amazonaws.region.kms

例えば、米国西部 (オレゴン) リージョン（us-west-2）では、サービス名は次のようになります。
com.amazonaws.us-west-2.kms

VPC エンドポイントを使いやすくするために、VPC エンドポイントに対してプライベート DNS 名を有効
にすることができます。[Enable DNS Name] (プライベート DNS 名を有効にする) オプションを選択する
と、標準の AWS KMS DNS ホスト名 (https://kms.<region>.amazonaws.com) が VPC エンドポイ
ントに解決されます。
このオプションにより VPC エンドポイントが使いやすくなります。AWS SDK および AWS CLI はデフォ
ルトで標準の AWS KMS DNS ホスト名を使用するため、アプリケーションおよびコマンドで VPC エンド
ポイント URL を指定する必要はありません。
詳細については、「AWS PrivateLink 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
アクセスする」を参照してください。

AWS KMS VPC エンドポイントへの接続
AWS SDK、AWS CLI、または AWS Tools for PowerShell を使用して VPC エンドポイント経由で AWS
KMS に接続できます。VPC エンドポイントを指定するには、DNS 名を使用します。
例えば、この list-keys コマンドは、 endpoint-url パラメータを使用して VPC エンドポイントを指定し
ます。こうしたコマンドを使用するには、サンプルの VPC エンドポイント ID を、ご自身のアカウントの
ものに置き換えてください。
$ aws kms list-keys --endpoint-url https://vpce-1234abcdf5678c90a-09p7654s-useast-1a.ec2.us-east-1.vpce.amazonaws.com

VPC エンドポイントの作成時にプライベートホスト名を有効にした場合は、CLI コマンドまたはアプリ
ケーションの設定で VPC エンドポイント URL を指定する必要はありません。標準の AWS KMS DNS
ホスト名 (https://kms.<region>.amazonaws.com) は、ご自身の VPC エンドポイントに解決されま
す。AWS CLI と SDK はデフォルトでこのホスト名を使用します。これにより、スクリプトとアプリケー
ションを変更せずに VPC エンドポイントを使用し始めることができます。
プライベートホスト名を使用するには、VPC の enableDnsHostnames 属性と enableDnsSupport 属
性を true に設定する必要があります。これらの属性を設定するには、 ModifyVpcattribute オペレーショ
ンを使用します。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「VPC の DNS 属性の表示と更
新」を参照してください。

VPC エンドポイントへのアクセスの制御
AWS KMS の VPC エンドポイントへのアクセスを制御するには、VPC エンドポイントポリシーを VPC エ
ンドポイントにアタッチします。エンドポイントポリシーは、プリンシパルが VPC エンドポイントを使用
して AWS KMS リソースに対する AWS KMS オペレーションを呼び出すことができるかどうかを決定しま
す。
エンドポイントの作成時に VPC エンドポイントポリシーを作成できます。また、VPC エンドポイント
ポリシーはいつでも変更できます。VPC マネジメントコンソール、または CreateVPcendPoint オペレー
ションまたは ModifyVPcendPoint オペレーションを使用します。AWS CloudFormation テンプレートを使
用して VPC エンドポイントポリシーを作成および変更することもできます。VPC マネジメントコンソー
ルの使用方法については、「AWS PrivateLink ガイド」の「インターフェイスエンドポイントの作成」お
よび「インターフェイスエンドポイントの変更」を参照してください。
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Note
AWS KMS は、2020 年 7 月以降、VPC エンドポイントポリシーをサポートします。その日付以
前に作成された AWS KMS の VPC エンドポイントには、デフォルトの VPC エンドポイントポリ
シー (p. 211)が設定されていますが、いつでも変更できます。
JSON ポリシードキュメントの記述と書式設定については、『 IAM ユーザーガイド』の「IAM JSON ポリ
シーリファレンス 」を参照してください。
トピック
• VPC エンドポイントポリシーについて (p. 211)
• デフォルトの VPC エンドポイントポリシー (p. 211)
• VPCエンドポイントポリシーの作成 (p. 212)
• VPC エンドポイントポリシーの表示 (p. 213)

VPC エンドポイントポリシーについて
VPC エンドポイントを使用する AWS KMS リクエストが成功するには、プリンシパルに 2 つのソースか
らのアクセス許可が必要です。
• キーポリシー (p. 163)、IAM ポリシー (p. 184)、権限 (p. 195)が リソース (KMS キーまたはエイリ
アス) でオペレーションを呼び出すために、プリンシパルにアクセス許可を付与する必要があります。
• VPC エンドポイントポリシーは、エンドポイントを使用してリクエストを実行するためのアクセス権限
をプリンシパルに付与する必要があります。
例えば、キーポリシーがプリンシパルに、特定の KMS キーで Decrypt を呼び出すためのアクセス許可を
付与します。ただし、VPC エンドポイントポリシーは、プリンシパルがエンドポイントを使用して、その
KMS キー で Decrypt を呼び出すことを許可しない場合があります。
または、VPC エンドポイントポリシーは、プリンシパルがエンドポイントを使用して、特定の KMS キー
で DisableKey を呼び出すことを許可する場合もあります。ただし、プリンシパルにキーポリシー、IAM
ポリシー、または付与からのアクセス権限がない場合、リクエストは失敗します。

デフォルトの VPC エンドポイントポリシー
すべての VPC エンドポイントには VPC エンドポイントポリシーがありますが、ポリシーを指定する必要
はありません。ポリシーを指定しない場合、デフォルトのエンドポイントポリシーでは、エンドポイント
上のすべてのリソースのすべてのプリンシパルによるすべてのオペレーションが許可されます。
ただし、AWS KMS リソースでは、プリンシパルがキーポリシー (p. 163)、IAM ポリシー (p. 184)、権
限 (p. 195)からオペレーションを呼び出すアクセス許可も必要です。したがって、実際には、デフォルト
ポリシーでは、プリンシパルがリソースに対してオペレーションを呼び出す権限を持っている場合、エン
ドポイントを使用してオペレーションを呼び出すこともできます。
{

}

"Statement": [
{
"Action": "*",
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Resource": "*"
}
]
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許可されたオペレーションのサブセットのみに VPC エンドポイントを使用することをプリンシパルに許可
するには、VPC エンドポイントポリシーを作成または変更 (p. 212)します。

VPCエンドポイントポリシーの作成
VPC エンドポイントポリシーは、プリンシパルに VPC エンドポイントを使用してリソースに対してオペ
レーションを実行するアクセス許可があるかどうかを決定します。AWS KMS リソースでは、プリンシパ
ルがキーポリシー (p. 163)、IAM ポリシー (p. 184)、権限 (p. 195)からオペレーションを実行するア
クセス許可も必要です。
各 VPC エンドポイントポリシーステートメントには、次の要素が必要です。
• 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
• アクションを実行できるリソース
ポリシーステートメントは VPC エンドポイントを指定しません。代わりに、ポリシーがアタッチされてい
るすべての VPC エンドポイントに適用されます。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。
AWS KMS の VPC エンドポイントポリシーの例を以下に示します。VPC エンドポイントにアタッチされ
ると、このポリシーは ExampleUser に、VPC エンドポイントを使用して指定された KMS キーで指定さ
れたオペレーションを呼び出すことを許可します。このようなポリシーを使用する前に、プリンシパルと
キー ARN (p. 16) の例をアカウントの有効な値に置き換えてください。
{

"Statement":[
{
"Sid": "AllowDecryptAndView",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"},
"Effect":"Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases",
"kms:ListKeys"
],
"Resource": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
]
}

AWS CloudTrail は、VPC エンドポイントを使用するすべてのオペレーションを記録します。ただ
し、CloudTrail ログには、他のアカウントやオペレーション、または他のアカウントのKMS キーのプリン
シパルによってリクエストされたオペレーションは含まれません。
そのため、外部アカウントのプリンシパルが VPC エンドポイントを使用してローカルアカウントの任意の
キーで AWS KMS オペレーションを呼び出すことを阻止する、VPC エンドポイントポリシーを作成するこ
ともできます。
次の例では、aws:PrincipalAccount グローバル条件キーを使用して、プリンシパルがローカルアカウント
にある場合を除き、すべてのプリンシパルがすべての KMS キーですべてのオペレーションにアクセスす
ることを拒否します。このようなポリシーを使用する前に、サンプルアカウント ID を有効なものに置き換
えてください。
{

"Statement": [
{
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}

]

}

"Sid": "AccessForASpecificAccount",
"Principal": {"AWS": "*"},
"Action": "kms:*",
"Effect": "Deny",
"Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:PrincipalAccount": "111122223333"
}
}

VPC エンドポイントポリシーの表示
エンドポイントの VPC エンドポイントポリシーを表示するには、 VPC マネジメントコンソール または
DescribeVpcEndpoints オペレーションを使用します。
次の AWS CLI コマンドは、指定した VPC エンドポイント ID を持つエンドポイントのポリシーを取得し
ます。
このコマンドを使用する前に、サンプルのエンドポイント ID をアカウントの有効なものに置き換えてくだ
さい。
$ aws ec2 describe-vpc-endpoints \
--query 'VpcEndpoints[?VpcEndpointId==`vpce-1234abcdf5678c90a`].[PolicyDocument]'
--output text

ポリシーステートメントでの VPC エンドポイントの
使用
リクエストが VPC から送信されたとき、または VPC エンドポイントを使用するときに、AWS KMS リ
ソースとオペレーションへのアクセスを制御できます。このためには、キーポリシー (p. 163)または IAM
ポリシー (p. 184)で、次のいずれかのグローバル条件キーを使用します。
• aws:sourceVpce 条件キーを使用して、VPC エンドポイントに基づいてアクセスを許可または制限し
ます。
• aws:sourceVpc 条件キーを使用して、プライベートエンドポイントをホストする VPC に基づいてア
クセスを許可または制限します。

Note
VPC エンドポイントに基づいてキーポリシーと IAM ポリシーを作成する場合は、注意が必要で
す。ポリシーステートメントによって、特定の VPC または VPC エンドポイントからリクエス
トが送信されるように要求されている場合は、ユーザーに代わって AWS KMS リソースを使用
する統合 AWS のサービスからのリクエストが失敗する可能性があります。ヘルプについては、
「AWS KMS アクセス許可を持つポリシーでの VPC エンドポイント条件の使用 (p. 217)」を参
照してください。
また、リクエストが Amazon VPC エンドポイントから送信される場合、aws:sourceIP 条
件キーは無効です。リクエストを VPC エンドポイントに制限するには、aws:sourceVpce
または aws:sourceVpc 条件キーを使用します。詳細については、「AWS PrivateLink ガ
イド」の「VPC エンドポイントおよび VPC エンドポイントサービスの Identity and Access
Management」を参照してください。
これらのグローバル条件キーを使用して、AWS KMS keys (KMS キー)、エイリアス、および特定のリソー
スに依存しない CreateKey などのオペレーションへのアクセスを制御できます。
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例えば、次のサンプルキーポリシーでは、リクエストが指定された VPC エンドポイントを使用する場合
にのみ、KMS キーを使用してユーザーが一部の暗号化オペレーションを実行できます。ユーザーが AWS
KMS へのリクエストを行うと、リクエストの VPC エンドポイント ID が、ポリシーの aws:sourceVpce
条件キーの値と比較されます。一致しない場合、要求は拒否されます。
このようなポリシーを使用するには、AWS アカウント ID と VPC エンドポイント ID のプレースホルダー
を、アカウントの有効な値で置き換えます。
{

}

"Id": "example-key-1",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable IAM policies",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS":["111122223333"]},
"Action": ["kms:*"],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Restrict usage to my VPC endpoint",
"Effect": "Deny",
"Principal": "*",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"aws:sourceVpce": "vpce-1234abcdf5678c90a"
}
}
}
]

また、aws:sourceVpc 条件キーを使用して、VPC エンドポイントが存在する VPC に基づいて、KMS
キーへのアクセスを制限することもできます。
次のサンプルキーポリシーでは、コマンドが vpc-12345678 から送信される場合にのみ、KMS キーを管
理するコマンドが許可されます。また、コマンドが vpc-2b2b2b2b から送信される場合にのみ、暗号化
オペレーションで KMS キーを使用するコマンドが許可されます。ある VPC でアプリケーションが実行さ
れていれば、このようなポリシーを使用できますが、管理機能のために 2 番目の切り離された VPC を使
用します。
このようなポリシーを使用するには、AWS アカウント ID と VPC エンドポイント ID のプレースホルダー
を、アカウントの有効な値で置き換えます。
{

"Id": "example-key-2",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Allow administrative actions from vpc-12345678",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "111122223333"},
"Action": [
"kms:Create*","kms:Enable*","kms:Put*","kms:Update*",
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"kms:Revoke*","kms:Disable*","kms:Delete*",
"kms:TagResource", "kms:UntagResource"

},
{

},
{

}

]

}

],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:sourceVpc": "vpc-12345678"
}
}

"Sid": "Allow key usage from vpc-2b2b2b2b",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "111122223333"},
"Action": [
"kms:Encrypt","kms:Decrypt","kms:GenerateDataKey*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:sourceVpc": "vpc-2b2b2b2b"
}
}
"Sid": "Allow read actions from everywhere",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "111122223333"},
"Action": [
"kms:Describe*","kms:List*","kms:Get*"
],
"Resource": "*",

VPC エンドポイントのログ記録
AWS CloudTrail は、VPC エンドポイントを使用するすべてのオペレーションを記録します。AWS KMS
へのリクエストで VPC エンドポイントが使用されている場合、VPC エンドポイント ID は、そのリクエス
トが記録されている AWS CloudTrail ログ (p. 88)のエントリに表示されます。このエンドポイント ID を使
用して、AWS KMS VPC エンドポイントの使用状況を監査できます。
ただし、CloudTrail ログには、他のアカウントやリクエストのプリンシパルによってリクエストされたオ
ペレーションや、他のアカウントの KMS キーやエイリアスに対する AWS KMS オペレーションのリクエ
ストは含まれません。また、VPC を保護するために VPC エンドポイントポリシー (p. 210)によって拒否
されたが、それ以外の場合は許可されるリクエストは AWS CloudTrail (p. 88) に記録されません。
例えば、このサンプルログエントリは、VPC エンドポイントを使用した GenerateDataKey リクエストを
記録します。vpcEndpointId フィールドは、ログエントリの最後に表示されます。
{

"eventVersion":"1.05",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice",
"accessKeyId": "EXAMPLE_KEY_ID",
"accountId": "111122223333",
"userName": "Alice"
},
"eventTime":"2018-01-16T05:46:57Z",
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"eventSource":"kms.amazonaws.com",
"eventName":"GenerateDataKey",
"awsRegion":"eu-west-1",
"sourceIPAddress":"172.01.01.001",
"userAgent":"aws-cli/1.14.23 Python/2.7.12 Linux/4.9.75-25.55.amzn1.x86_64
botocore/1.8.27",
"requestParameters":{
"keyId":"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"numberOfBytes":128
},
"responseElements":null,
"requestID":"a9fff0bf-fa80-11e7-a13c-afcabff2f04c",
"eventID":"77274901-88bc-4e3f-9bb6-acf1c16f6a7c",
"readOnly":true,
"resources":[{
"ARN":"arn:aws:kms:eu-west-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId":"111122223333",
"type":"AWS::KMS::Key"
}],
"eventType":"AwsApiCall",
"recipientAccountId":"111122223333",
"vpcEndpointId": "vpce-1234abcdf5678c90a"

}

AWS KMS の条件キー
AWS KMS リソースへのアクセスを制御するキーポリシーと AWS Identity and Access Management ポリ
シー (IAM ポリシー (p. 184)) で条件を指定できます。ポリシーステートメントは、条件が true の場合に
のみ有効です。例えば、特定の日付の後にのみ適用されるポリシーステートメントが必要になる場合があ
ります。また、特定の値が API リクエストに表示されているときにのみ、ポリシーステートメントによる
アクセスコントロールが必要になる場合もあります。
条件を指定するには、IAM 条件演算子を指定して、ポリシーステートメントの Condition 要素で条件
キーを使用します。条件キーは、AWS に一般的に適用されるものや、AWS KMS に固有のものがありま
す。

Note
条件キーの値は、AWS KMS キーポリシーと IAM ポリシーに対する文字およびエンコーディング
のルールに従う必要があります。キーポリシードキュメントのルールに関する詳細については、
「キーポリシー形式 (p. 164)」を参照してください。IAM ポリシードキュメントのルールに関す
る詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM 名前の要件」を参照してください。
トピック
• AWS グローバル条件キー (p. 216)
• AWS KMS 条件キー (p. 218)
• AWS Nitro Enclaves の AWS KMS 条件キー (p. 258)

AWS グローバル条件キー
アクセスコントロールのために IAM を使用する、すべての AWS のサービスのポリシー条件キーのセット
であるグローバル条件キーが、AWS により定義されています。AWS KMS がグローバル条件キーのすべて
をサポートします。AWS KMS キーポリシーと IAM ポリシーで、それらのキーを使用できます。
例えば、aws:PrincipalArn グローバル条件キーを使用すると、リクエスト内のプリンシパルが条件キーバ
リューの Amazon リソースネーム (ARN) で表されている場合にのみ、AWS KMS key (KMS キー) へのア
クセスを許可できます。AWS KMS で属性ベースのアクセスコントロール (p. 261) (ABAC) をサポートす
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るために、IAM ポリシーの aws:ResourceTag/tag-key グローバル条件キーを使用して、特定のタグを持つ
KMS キーへのアクセスを許可できます。
プリンシパルを AWS のサービスプリンシパル とするポリシーで AWS のサービスが「混乱した代理」と
して使用されるのを防ぐために、aws:SourceArn または aws:SourceAccount グローバル条件キーを使用で
きます。詳細については、「」を参照してくださいaws:SourceArn または aws:SourceAccount 条件
キーの使用 (p. 183)
AWS グローバル条件キー (使用可能なリクエストのタイプを含む) の詳細については、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。IAM ポリシーでグローバル条件キーを
使用する例については、IAM ユーザーガイドのリクエストへのアクセスの制御およびタグキーの制御を参
照してください。
以下のトピックでは、IP アドレスと VPC エンドポイントに基づく条件キーを使用するための特別なガイ
ダンスを提供します。
トピック
• AWS KMS アクセス許可を持つポリシーでの IP アドレス条件の使用 (p. 217)
• AWS KMS アクセス許可を持つポリシーでの VPC エンドポイント条件の使用 (p. 217)

AWS KMS アクセス許可を持つポリシーでの IP アドレス条件の
使用
AWS KMS を使用して、統合された AWS サービス (p. 475)でデータを保護できます。ただし、同じポリ
シーステートメントで、 へのアクセスを許可または拒否する IP アドレス条件の演算子aws:SourceIpま
たは AWS KMS 条件キーを指定するときは注意が必要です。例えば、AWS: 送信元 IP に基づいて AWS へ
のアクセスを拒否するのポリシーでは、AWS アクションは、指定された IP 範囲からのリクエストに制限
されます。
次のシナリオを考えてみます。
1. AWS: 送信元 IP に基づいて AWS へのアクセスを拒否するに示されているようなポリシーを、IAM ユー
ザーにアタッチします。aws:SourceIp 条件キーの値は、ユーザーの会社の IP アドレス範囲に設定し
ます。この IAM ユーザーには、Amazon EBS、Amazon EC2、AWS KMS の使用を許可する他のポリ
シーがアタッチされています。
2. ユーザーは、暗号化された EBS ボリュームを EC2 インスタンスにアタッチしようとします。このアク
ションは、関連するすべてのサービスを使用するためのアクセス権限がユーザーに付与されているにも
かかわらず、承認エラーが発生して失敗します。
ボリュームの暗号化されたデータキーを復号する AWS KMS へのリクエストが、Amazon EC2 インフラス
トラクチャに関連付けられた IP アドレスから送信されるため、ステップ 2 は失敗します。成功させるに
は、リクエストは、元のユーザーの IP アドレスからリクエストが送られてこなければなりません。ステッ
プ 1 のポリシーでは、指定されたもの以外の IP アドレスからのすべてのリクエストが明示的に拒否される
ため、Amazon EC2 は EBS ボリュームの暗号化されたデータキーを復号化する権限を拒否されます。
また、リクエストが Amazon VPC エンドポイントから送信される場合、aws:sourceIP 条件キーは無効
です。リクエストを AWS KMS VPC エンドポイント (p. 209)などの VPC エンドポイントに制限するに
は、aws:sourceVpce または aws:sourceVpc 条件キーを使用します。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 - エンドポイントの使用の管理」を参照してください。

AWS KMS アクセス許可を持つポリシーでの VPC エンドポイン
ト条件の使用
AWS KMS は、AWS PrivateLink を搭載した Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイント
をサポートします (p. 209)。キーポリシーおよび IAM ポリシーで次のグローバル条件キーを使用して、
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リクエストが VPC から送信されるとき、または VPC エンドポイントを使用するときに AWS KMS リソー
スへのアクセスを制御できます。詳細については、「」を参照してくださいポリシーステートメントでの
VPC エンドポイントの使用 (p. 213)
• aws:SourceVpc は、指定した VPC からのリクエストにアクセスを制限します。
• aws:SourceVpce は、指定した VPC エンドポイントからのリクエストにアクセスを制限します。
これらの条件キーを使用して KMS キーへのアクセスを制御すると、ユーザーの代わりに AWS KMS を使
用する AWS サービスへのアクセスを誤って拒否する可能性があります
IP アドレス条件キー (p. 217)の例のような状況にならないように注意してください。KMS キーのリクエ
ストを VPC または VPC エンドポイントに制限すると、Amazon S3 や Amazon EBS などの統合サービス
から AWS KMS への呼び出しに失敗することがあります。ソースリクエストの最初の送信元が VPC 内ま
たは VPC エンドポイントであっても、これは発生することがあります。

AWS KMS 条件キー
AWS KMS は、キーポリシーと IAM ポリシーで使用できる一連の条件キーを提供します。これらの条件
キーは AWS KMS に固有です。例えば、kms:EncryptionContext:context-key 条件キーは、対称暗
号化 KMS キーへのアクセスを制御するときに特定の暗号化コンテキスト (p. 20)を要求するために使用で
きます。
API オペレーションリクエストの条件
AWS KMS 条件キーの多くは、AWS KMS オペレーションのリクエスト内のパラメータ値に基づい
て、KMS キーへのアクセスを制御します。例えば、IAM ポリシーの kms:KeySpec (p. 240) 条件キーを
使用すると、CreateKey リクエストの KeySpec パラメータ値が RSA_4096 の場合にのみ、CreateKey
オペレーションの使用を許可できます。
このタイプの条件は、パラメータのデフォルト値を使用する場合など、リクエストにパラメータが表示さ
れない場合でも機能します。例えば、kms:KeySpec (p. 240) 条件キーを使用すると、KeySpec パラメー
タ値が SYMMETRIC_DEFAULT (デフォルト値) の場合にのみ、CreateKey オペレーションの使用をユー
ザーに許可できます。この条件では、SYMMETRIC_DEFAULT 値を持つ KeySpec パラメータを持つリクエ
ストと、KeySpec パラメータを持たないリクエストが許可されます。
API オペレーションで使用される KMS キーの条件
一部の AWS KMS 条件キーは、オペレーションで使用される KMS キーのプロパティに基づいて、オペ
レーションへのアクセスを制御します。例えば、kms:KeyOrigin (p. 239) 条件を使用すると、KMS キー
の Origin が AWS_KMS の場合にのみ、プリンシパルが GenerateDataKey を KMS キーで呼び出すことが
できます。この方法で条件キーを使用できるかどうかを確認するには、条件キーの説明を参照してくださ
い。
このオペレーションは KMS キーリソースオペレーションである必要があります。つまり、特定の KMS
キーに認可されるオペレーションです。KMS キーリソースオペレーションを識別するには、アクション
とリソースの表 (p. 291)で、オペレーションの Resources 列の KMS key の値を探します。ListKeys な
ど、特定の KMS キーリソースに対して認可されていないオペレーションでこのタイプの条件キーを使用
すると、条件が満たされないため、アクセス許可は有効になりません。ListKeys オペレーションの認可
に関与する KMS キーリソースおよび KeySpec プロパティはありません。
次のトピックでは、ポリシー構文を示すポリシーステートメントの例を含む各 AWS KMS の条件キーを説
明します。
条件キーで集合演算子を使用する
ポリシー条件が、リクエスト内のタグセットやポリシー内のタグセットなど、2 つの値のセットを比較す
る場合、AWS にセットを比較する方法を指示する必要があります。この目的のために、IAM は、2 つの集
合演算子、ForAnyValue および ForAllValues を定義します。集合演算子は、それらを必要とする複
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数値を持つ条件キーでのみ使用します。単一値の条件キーで集合演算子を使用しないでください。ポリ
シーステートメントは必ず、本稼働環境での使用前に完全にテストしてください。
条件キーは単一値または複数値です。AWS KMS 条件キーが単一値か複数値かを判断するには、条件キー
の説明に記載された [Value type] (値のタイプ) 列を参照してください。
• 単一値の条件キーは認可コンテキスト (リクエストまたはリソース) に、最大で 1 つの値を持ちます。例
えば、各 API コールは 1 つだけの AWS アカウント から発生するため、kms:CallerAccount (p. 221) は
単一値の条件キーです。単一値の条件キーで集合演算子を使用しないでください。
• 複数値の条件キーでは、認可コンテキスト (リクエストまたはリソース) に複数の値があります。例え
ば、各 KMS キーは複数のエイリアスを持つことができるため、kms:ResourceAliases (p. 248) は複数
値を持つことができます。複数値の条件キーには集合演算子が必要です。
単一値と複数値の条件キーの違いは、ポリシー条件の値の数ではなく、認可コンテキストの値の数である
ことに注意してください。

Warning
単一値の条件キーで集合演算子を使用すると、過度に許可される (または過度に制限される) ポリ
シーステートメントが作成される可能性があります。集合演算子は、複数値の条件キーでのみ使
用してください。
kms:EncryptionContext:context-key または aws:RequestTag/tag-key 条件キーを持つ
ForAllValues 集合演算子を含むポリシーを作成または更新すると、AWS KMS は次のエラー
メッセージを返します。
OverlyPermissiveCondition: Using the ForAllValues set operator with
a single-valued condition key matches requests without the specified
[encryption context or tag] or with an unspecified [encryption context
or tag]. To fix, remove ForAllValues.
ForAnyValue および ForAllValues 集合演算子の詳細については、IAM ユーザーガイドの複数のキー
と値の使用を参照してください。ForAllValues 集合演算子を単一値の条件で使用するリスクの詳細につ
いては、IAM ユーザーガイドの Security Warning – ForAllValues with single valued key を参照してくださ
い。
トピック
• kms:BypassPolicyLockoutSafetyCheck (p. 220)
• kms:CallerAccount (p. 221)
• kms:CustomerMasterKeySpec (非推奨) (p. 222)
• kms:CustomerMasterKeyUsage (非推奨) (p. 222)
• kms:DataKeyPairSpec (p. 222)
• kms:EncryptionAlgorithm (p. 223)
• kms:EncryptionContext: context-key (p. 225)
• kms:EncryptionContextKeys (p. 232)
• kms:ExpirationModel (p. 234)
• kms:GrantConstraintType (p. 235)
• kms:GrantIsForAWSResource (p. 236)
• kms:GrantOperations (p. 237)
• kms:GranteePrincipal (p. 238)
• kms:KeyOrigin (p. 239)
• kms:KeySpec (p. 240)
• kms:KeyUsage (p. 242)
• kms:MacAlgorithm (p. 243)
• kms:MessageType (p. 244)
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• kms:MultiRegion (p. 244)
•
•
•
•
•

kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:PrimaryRegion (p. 246)
kms:ReEncryptOnSameKey (p. 246)
kms:RequestAlias (p. 247)
kms:ResourceAliases (p. 248)

• kms:ReplicaRegion (p. 250)
• kms:RetiringPrincipal (p. 250)
• kms:SigningAlgorithm (p. 251)
• kms:ValidTo (p. 252)
• kms:ViaService (p. 253)
• kms:WrappingAlgorithm (p. 257)
• kms:WrappingKeySpec (p. 258)

kms:BypassPolicyLockoutSafetyCheck
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

[Value type] (値の
型)

ブール値
単一値
kms:BypassPolicyLockoutSafetyCheck

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

CreateKey

IAM ポリシーのみ

PutKeyPolicy

キーポリシーと
IAM ポリシー

kms:BypassPolicyLockoutSafetyCheck 条件キーは、リクエストの パラメータの値に基づ
き、CreateKey オペレーションおよび PutKeyPolicyBypassPolicyLockoutSafetyCheck オペレーショ
ンへのアクセスを制御します。
次の IAM ポリシーステートメントの例では、CreateKey リクエストの
BypassPolicyLockoutSafetyCheck パラメータ値が true. の場合に、KMS キーを作成するアクセス
許可を拒否することで、ユーザーがポリシーのロックアウト安全チェックを回避できないようにします。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateKey",
"kms:PutKeyPolicy"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Bool": {
"kms:BypassPolicyLockoutSafetyCheck": true
}
}

IAM ポリシーまたはキーポリシーで kms:BypassPolicyLockoutSafetyCheck 条件キーを使用して、
PutKeyPolicy オペレーションへのアクセスを制御することもできます。次のキーポリシーのポリシー
ステートメントの例では、KMS キーのポリシーを変更する際に、ユーザーがポリシーのロックアウト安全
チェックを回避できないようにします。
このポリシーステートメントでは、明示的に Deny を使用せずに、Null 条件演算子とともに Allow を使用
し、リクエストに BypassPolicyLockoutSafetyCheck パラメータが含まれていない場合にのみアクセ
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スを許可します。パラメータが使用されていない場合、デフォルト値は false です。この弱いポリシース
テートメントは、バイパスが必要な限定された状況では上書きされる場合があります。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "kms:PutKeyPolicy",
"Resource": "*",
"Condition": {
"Null": {
"kms:BypassPolicyLockoutSafetyCheck": true
}
}

以下の資料も参照してください。
• kms:KeySpec (p. 240)
• kms:KeyOrigin (p. 239)
• kms:KeyUsage (p. 242)

kms:CallerAccount
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

文字列
kms:CallerAccount

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

KMS キーリソース
のオペレーション

キーポリシーと
IAM ポリシー

カスタムキースト
アのオペレーショ
ン
この条件キーを使用して、AWS アカウント のすべてのアイデンティティ (IAM ユーザーおよびロール) へ
のアクセスを許可または拒否できます。キーポリシーでは、Principal 要素を使って、ポリシーステー
トメントが適用される ID を指定できます。Principal 要素の構文では、AWS アカウント のすべてのア
イデンティティを指定することはできません。しかし、この条件キーを、すべての Principal ID を指定
する AWS 要素と組み合わせることによって、これを実現することができます。
これを使用して、任意の KMS キーリソースオペレーションへのアクセス (特定の KMS キーを使用する任
意の AWS KMS オペレーション) を制御できます。KMS キーリソースオペレーションを識別するには、ア
クションとリソースの表 (p. 291)で、オペレーションの Resources 列の KMS key の値を探します。ま
た、カスタムキーストア (p. 407)を管理するオペレーションにも有効です。
例えば、次のポリシーステートメントは、kms:CallerAccount 条件キーを使用する方法を示します。
このポリシーステートメントは、Amazon EBS 用 AWS マネージドキー のキーポリシー内にあります。
すべての AWS アイデンティティを指定する Principal 要素を kms:CallerAccount 条件キーと組み
合わせて、AWS アカウント 111122223333 のすべての IDアイデンティティへのアクセスを効果的に許可
します。これには、追加の AWS KMS 条件キー (kms:ViaService) が含まれており、Amazon EBS か
ら発信されたリクエストのみを許可することで、アクセス許可をさらに制限します。詳細については、
「kms:ViaService (p. 253)」を参照してください。
{

"Sid": "Allow access through EBS for all principals in the account that are authorized to
use EBS",
"Effect": "Allow",
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}

"Principal": {"AWS": "*"},
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:CallerAccount": "111122223333",
"kms:ViaService": "ec2.us-west-2.amazonaws.com"
}
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:CreateGrant",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"

kms:CustomerMasterKeySpec (非推奨)
kms:CustomerMasterKeySpec 条件キーは非推奨です。代わりに、kms:KeySpec (p. 240) 条件キーを
使用します。
kms:CustomerMasterKeySpec および kms:KeySpec 条件キーは同じように機能します。名前だけが
異なります。kms:KeySpec を使用することをお勧めします。ただし、変更を中断するのを避けるため
に、AWS KMS は、両方の条件キーをサポートします。

kms:CustomerMasterKeyUsage (非推奨)
kms:CustomerMasterKeyUsage 条件キーは非推奨です。代わりに、kms:KeyUsage (p. 242) 条件キー
を使用します。
kms:CustomerMasterKeyUsage および kms:KeyUsage 条件キーは同じように機能します。名前だけ
が異なります。kms:KeyUsage を使用することをお勧めします。ただし、変更を中断するのを避けるため
に、AWS KMS は、両方の条件キーをサポートします。

kms:DataKeyPairSpec
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

文字列
kms:DataKeyPairSpec

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

キーポリシーと
GenerateDataKeyPair
IAM ポリシー
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext

この条件キーを使用して、リクエストの KeyPairSpec パラメータ値に基づく、GenerateDataKeyPair お
よび GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext オペレーションへのアクセスを制御します。例えば、特定のタ
イプのデータキーペアのみを生成することをユーザーに許可できます。
次のキーポリシーステートメントの例では、kms:DataKeyPairSpec 条件キーを使用して、ユーザーが
KMS キーを使用して RSA データキーペアのみを生成できるようにします。
{

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": [
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"kms:GenerateDataKeyPair",
"kms:GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext"

}

],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"kms:DataKeyPairSpec": "RSA*"
}
}

以下の資料も参照してください。
• kms:KeySpec (p. 240)
• the section called “kms:EncryptionAlgorithm” (p. 223)
• the section called “kms:EncryptionContext: context-key” (p. 225)
• the section called “kms:EncryptionContextKeys” (p. 232)

kms:EncryptionAlgorithm
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

文字列
kms:EncryptionAlgorithm

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

Decrypt

キーポリシーと
IAM ポリシー

Encrypt
GenerateDataKey

GenerateDataKeyPair
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
GenerateDataKeyWithoutPlaintext
ReEncrypt
kms:EncryptionAlgorithm 条件キーを使用して、オペレーションで使用される暗号化アルゴリズムに
基づいて暗号化オペレーションへのアクセスを制御できます。Encrypt、Decrypt、および ReEncrypt オペ
レーションの場合、リクエストの EncryptionAlgorithm パラメータ値に基づいてアクセスを制御します。
データキーとデータキーペアを生成するオペレーションでは、データキーの暗号化に使用される暗号化ア
ルゴリズムに基づいてアクセスを制御します。
この条件キーは、AWS KMS の外部の非対称 KMS キーペアで公開キーを使用した暗号化など、AWS KMS
の外部で実行されるオペレーションには効果がありません。
リクエスト内の暗号化アルゴリズムパラメータ
ユーザーが KMS キーで特定の暗号化アルゴリズムのみを使用できるようにするには、Deny 効果と
StringNotEquals 条件演算子を含むポリシーステートメントを使用します。例えば、以下のキーポリ
シーステートメント例は、リクエスト内の暗号化アルゴリズムが RSAES_OAEP_SHA_256 (RSA KMS キー
で使用される非対称暗号化アルゴリズム) 以外の場合に、ExampleRole ロールを引き受けることができる
プリンシパルが、指定された暗号化オペレーションでこの KMS キーを使用することを禁止します。
ユーザーが特定の暗号化アルゴリズムを使用できるようにするポリシーステートメントとは異なり、こ
のような二重否定を持つポリシーステートメントは、この KMS キーに対する他のポリシーおよび権限に
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よって、このロールが他の暗号化アルゴリズムを使用することを防止します。このポリシーステートメン
トの Deny は、 Allow 効果を持つキーポリシーまたは IAM ポリシーよりも優先され、この KMS キーおよ
びそのプリンシパルのすべての権限よりも優先されます。
{

}

"Sid": "Allow only one encryption algorithm with this asymmetric KMS key",
"Effect": "Deny",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/ExampleRole"
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"kms:EncryptionAlgorithm": "RSAES_OAEP_SHA_256"
}
}

オペレーションに使用される暗号化アルゴリズム
kms:EncryptionAlgorithm 条件キーを使用して、リクエストでアルゴリズムが指定されていない
場合でも、オペレーションで使用される暗号化アルゴリズムに基づいてオペレーションへのアクセスを
制御することもできます。これにより、デフォルト値のためリクエストで指定されない可能性のある
SYMMETRIC_DEFAULT アルゴリズムを要求または禁止することができます。
この機能により、kms:EncryptionAlgorithm 条件キーを使用して、データキーとデータキーペアを生
成するオペレーションへのアクセスを制御することができます。これらのオペレーションは、対称暗号化
KMS キーと SYMMETRIC_DEFAULT アルゴリズムのみを使用します。
例えば、この IAM ポリシーは、プリンシパルを対称暗号化に制限します。リクエストで指定された、また
はオペレーションで使用される暗号化アルゴリズムが SYMMETRIC_DEFAULT でない限り、暗号化オペ
レーションのサンプルアカウントにある KMS キーへのアクセスを拒否します。GenerateDataKey* が
GenerateDataKey、GenerateDataKeyWithoutPlaintext、GenerateDataKeyPair、GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
をアクセス許可へ追加することを含みます。この条件は、常に対称暗号化アルゴリズムを使用するため、
これらのオペレーションには影響しません。
{

}

"Sid": "AllowOnlySymmetricAlgorithm",
"Effect": "Deny",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*"
],
"Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"kms:EncryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
}
}

以下の資料も参照してください。
• the section called “kms:MacAlgorithm” (p. 243)
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• kms:SigningAlgorithm (p. 251)

kms:EncryptionContext: context-key
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

文字列
kms:EncryptionContext:contextkey

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

CreateGrant

キーポリシーと
IAM ポリシー

Encrypt
Decrypt
GenerateDataKey

GenerateDataKeyPair
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
GenerateDataKeyWithoutPlaintext
ReEncrypt
kms:EncryptionContext:context-key 条件キーを使用して、対称暗号化 KMS キー (p. 6)へのアクセ
スを、暗号化オペレーション (p. 14)に対するリクエスト内の暗号化コンテキスト (p. 20)に基づいて制御す
ることができます。暗号化コンテキストペアのキーと値の両方を評価するには、この条件キーを使用しま
す。暗号化コンテキストキーのみを評価するか、キーまたは値に関係なく暗号化コンテキストを要求する
には、kms:EncryptionContextKeys (p. 232) 条件キーを使用します。

Note
この条件キーは、IAM コンソールまたは IAM サービス認証リファレンスに表示されない場合で
も、キーポリシーステートメントおよび IAM ポリシーステートメントで有効です。
条件キーの値は、 キーポリシーと IAM ポリシーに関する文字ルールに従う必要があります。暗号
化コンテキストで有効な文字の中には、ポリシーでは有効にならないものもあります。この条件
キーは、すべての有効な暗号化コンテキスト値を表現するために使用できない場合があります。
キーポリシードキュメントのルールに関する詳細については、「キーポリシー形式 (p. 164)」
を参照してください。IAM ポリシードキュメントのルールに関する詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「IAM 名前の要件」を参照してください。
非対称 KMS キー (p. 325)または HMAC KMS キー (p. 342)を使用する暗号化オペレーションで暗号化
コンテキストを指定することはできません。非対称アルゴリズムと MAC アルゴリズムは、暗号化コンテ
キストをサポートしません。
kms:EncryptionContext:context-key 条件キーを使用するには、context-key プレースホルダーを暗号化
コンテキストキーと置き換えます。####### プレースホルダーを暗号化コンテキスト値と置き換えます。
"kms:EncryptionContext:context-key": "context-value"

例えば、次の条件キーでは、キーが AppName、値が ExampleApp (AppName = ExampleApp) の暗号化
コンテキストを指定します。
"kms:EncryptionContext:AppName": "ExampleApp"

これは単一値の条件キー (p. 218)です。条件キーのキーは、特定の暗号化コンテキストキー (contextkey) を指定します。各 API リクエストに複数の暗号化コンテキストペアを含めることができますが、
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指定されたコンテキストキーを持つ暗号化コンテキストペアが設定できる値は 1 つだけです。例え
ば、kms:EncryptionContext:Department 条件キーは、Department キーを持つ暗号化コンテキス
トペアにのみ適用されます。Department キーを持つ任意の暗号化コンテキストペアには 1 つの値しか設
定できません。
kms:EncryptionContext:context-key 条件キーで集合演算子を使用しないでください。ポリシー
ステートメントを Allow アクションで作成する場合、kms:EncryptionContext:context-key 条件
キー、ForAllValues 集合演算子、条件は、暗号化コンテキストのないリクエストと、ポリシー条件で指
定されていない暗号化コンテキストペアを持つリクエストを許可します。

Warning
この単一値の条件キーで、ForAnyValue または ForAllValues の集合演算子を使用しないでく
ださい。これらの集合演算子は、要求する値を必要としないポリシー条件を作成し、禁止する値
を許可する可能性があります。
kms:EncryptionContext:context-key を持つ ForAllValues 集合演算子を含むポリシーを作成また
は更新すると、AWS KMS は次のエラーメッセージを返します。
OverlyPermissiveCondition:EncryptionContext: Using the ForAllValues set
operator with a single-valued condition key matches requests without the
specified encryption context or with an unspecified encryption context.
To fix, remove ForAllValues.
特定の暗号化コンテキストペアを要求するには、StringEquals 演算子を持つ
kms:EncryptionContext:context-key 条件キーを使用します。
次の例に示されるキーポリシーステートメントでは、リクエスト内の暗号化コンテキストに
AppName:ExampleApp ペアが含まれる場合に限り、ロールを引き受けることができるプリンシパルが
GenerateDataKey リクエストのKMS キーを使用できるようにします。他の暗号化コンテキストのペア
も許可されます。
キースペース名では、大文字と小文字は区別されません。値の大文字と小文字の区別は、条件演算子
(StringEquals など) によって決定されます。詳細については、「」を参照してください暗号化コンテキ
スト条件での大文字と小文字の区別 (p. 229)
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoleForExampleApp"
},
"Action": "kms:GenerateDataKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:AppName": "ExampleApp"
}
}

暗号化コンテキストペアを要求し、他のすべての暗号化コンテキストペアを禁止する
には、両方のポリシーステートメントで、kms:EncryptionContext:context-key および
kms:EncryptionContextKeys (p. 232) を使用します。次のポリシーステートメ
ントでは、kms:EncryptionContext:AppName 条件キーを使用してリクエストの
AppName=ExampleApp 暗号化コンテキストペアを要求します。ForAllValues 集合演算子を持つ
kms:EncryptionContextKeys 条件キーを使用して、AppName 暗号化コンテキストキーのみを許可す
ることもできます。
ForAllValues 集合演算子は、リクエストの暗号化コンテキストキーを AppName に制限します。ポリ
シーステートメントに、ForAllValues 集合演算子を持つ kms:EncryptionContextKeys 条件が単
独で使用された場合、この集合演算子は、暗号化コンテキストのないリクエストを許可します。ただし、
リクエストに暗号化コンテキストがない場合、kms:EncryptionContext:AppName 条件は失敗しま
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す。ForAllValues 集合演算子の詳細については、IAM ユーザーガイドの複数のキーと値の使用を参照し
てください。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::712816755609:user/alice"
},
"Action": "kms:GenerateDataKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:AppName": "ExampleApp"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"kms:EncryptionContextKeys": [
"AppName"
]
}
}

この条件キーを使用して、特定のオペレーションの KMS キーへのアクセスを拒否することもできます。
次の例のキーポリシーステートメントでは、Deny 効果を使用して、リクエストの暗号化コンテキストに
Stage=Restricted 暗号化コンテキストペアが含まれる場合に、プリンシパルがKMS キーを使用するこ
とを禁止します。この条件により、他の暗号化コンテキストペアを含むリクエストが許可されます。これ
には、Stage キーおよびその他の値 (Stage=Test など) を持つ暗号化コンテキストペアが含まれます。
{

}

"Effect": "Deny",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoleForExampleApp"
},
"Action": "kms:GenerateDataKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:Stage": "Restricted"
}
}

複数の暗号化コンテキストペアを使用する
複数の暗号化コンテキストペアを要求または禁止できます。また、複数の暗号化コンテキストペアのうち
の 1 つを要求することもできます。これらの条件を解釈するために使用されるロジックの詳細について
は、IAM ユーザーガイドの複数のキーまたは値を持つ条件の作成を参照してください。

Note
このトピックの以前のバージョンでは、kms:EncryptionContext:context-key 条件キーを持つ
ForAnyValue および ForAllValues 集合演算子を使用するポリシーステートメントを表示して
いました。単一値の条件キー (p. 218)を持つ集合演算子を使用すると、暗号化コンテキストのな
いリクエストおよび暗号化コンテキストペアが指定されていないリクエストを許可するポリシー
となる可能性があります。
例えば、Allow 効果を持つポリシー条件の場合、ForAllValues 集合演算子および
"kms:EncryptionContext:Department": "IT" 条件キーは、暗号化コンテキストを
「Department=IT」ペアに制限しません。これは、暗号化コンテキストのないリクエストとおよび
暗号化コンテキストのペアが指定されていないリクエストを許可します (Stage=Restricted な
ど)。
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ポリシーを確認し、kms:EncryptionContext:context-key を含む条件から集合演
算子を削除してください。この形式のポリシーを作成または更新しようとする
と、OverlyPermissiveCondition の例外を含むエラーが発生します。このエラーを解決する
には、集合演算子を削除します。
複数の暗号化コンテキストのペアを要求するには、同じ条件でペアを一覧表示します。次の例
のキーポリシーステートメントでは、2 つの暗号化コンテキストペア (Department=IT および
Project=Alpha) を要求します。条件には異なるキー (kms:EncryptionContext:Departmentおよ
びkms:EncryptionContext:Project) が含まれるため、それらは暗黙的に AND 演算子によって接続
されます。他の暗号化コンテキストペアは許可されますが、必須ではありません。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoleForExampleApp"
},
"Action": "kms:Decrypt",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:Department": "IT",
"kms:EncryptionContext:Project": "Alpha"
}
}

1 つの暗号化コンテキストペア、または別のペアを要求するには、各条件キーを個別のポリシーステート
メントに配置します。次のキーポリシーの例では、Department=IT または Project=Alpha ペア、また
はその両方を要求します。他の暗号化コンテキストペアは許可されますが、必須ではありません。
{

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoleForExampleApp"
},
"Action": "kms:GenerateDataKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:Department": "IT"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoleForExampleApp"
},
"Action": "kms:GenerateDataKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:Project": "Alpha"
}
}
}

特定の暗号化ペアを要求し、他のすべての暗号化コンテキストペアを除外するには、ポリシーステート
メントで、kms:EncryptionContext:context-key および kms:EncryptionContextKeys (p. 232) を
使用します。次のキーポリシーステートメントでは、kms:EncryptionContext:context-key 条件を使用し
て、Department=IT および Project=Alpha ペアの両方を持つ暗号化コンテキストを要求します。この
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コンテキストでは、ForAllValues 集合演算子を持つ kms:EncryptionContextKeys 条件キーを使用
して、Department および Project 暗号化コンテキストキーのみを許可します。
ForAllValues 集合演算子は、リクエストの暗号化コンテキストキーを Department Project に制限し
ます。条件内に単独で使用した場合、この集合演算子は暗号化コンテキストのないリクエストを許可しま
すが、この設定では、本条件の kms:EncryptionContext:context-key は失敗する可能性があります。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::712816755609:user/alice"
},
"Action": "kms:GenerateDataKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:Department": "IT",
"kms:EncryptionContext:Project": "Alpha"
},
"ForAllValues:StringEquals": {
"kms:EncryptionContextKeys": [
"Department",
"Project"
]
}
}

複数の暗号化コンテキストペアを禁止することもできます。次の例のキーポリシーステートメン
トでは、Deny 効果を使用して、リクエストの暗号化コンテキストに Stage=Restricted または
Stage=Production ペアが含まれる場合に、プリンシパルがKMS キーを使用することを禁止します。
同じキー (kms:EncryptionContext:Stage) の複数の値 (RestrictedおよびProduction) は、暗黙
的に OR によって接続されます。詳細については、IAM ユーザーガイドの Evaluation logic for conditions
with multiple keys or values を参照してください。
{

}

"Effect": "Deny",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoleForExampleApp"
},
"Action": "kms:GenerateDataKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:Stage": [
"Restricted",
"Production"
]
}
}

暗号化コンテキスト条件での大文字と小文字の区別
復号オペレーションで指定される暗号化コンテキストは、暗号化オペレーションで指定される暗号化コン
テキストに大文字と小文字を区別して完全に一致する必要があります。複数のペアの暗号化コンテキスト
のペアの順序のみを変更できます。
ただし、ポリシー条件では、条件キーの大文字と小文字は区別されません。条件値の大文字と小文字の区
別は、使用する ポリシー条件演算子 (StringEquals や StringEqualsIgnoreCase など) によって決
まります。
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したがって、kms:EncryptionContext: プレフィックスと context-key の置換で構成される条件
キーでは、大文字と小文字は区別されません。この条件を使用するポリシーでは、条件キーのいずれの要
素もチェックされません。値の大文字と小文字の区別 (context-value の置換) は、ポリシー条件演算子
によって決まります。
例えば、次のポリシーステートメントでは、大文字と小文字に関係なく暗号化コンテキストに Appname
キーが含まれている場合にオペレーションが許可されます。この StringEquals 条件では、指定時に
ExampleApp を大文字にする必要があります。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoleForExampleApp"
},
"Action": "kms:Decrypt",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:Appname": "ExampleApp"
}
}

大文字と小文字を区別する暗号化コンテキストキーを要求するに
は、kms:EncryptionContextKeys (p. 232) ポリシー条件と、大文字と小文字が区別される条件演算子
(StringEquals など) を使用します。このポリシー条件では、暗号化コンテキストキーがポリシー条件値
であるため、大文字と小文字の区別は条件演算子によって決定されます。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoleForExampleApp"
},
"Action": "kms:GenerateDataKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"kms:EncryptionContextKeys": "AppName"
}
}

暗号化コンテキストのキーと値の両方に対して大文字と小文字を区別する評価を要求するには、同じポ
リシーステートメントで kms:EncryptionContextKeys と kms:EncryptionContext:context-key のポリ
シー条件を一緒に使用します。大文字と小文字を区別する条件演算子 (StringEquals など) は、常に条
件の値に適用されます。暗号化コンテキストキー (AppName など) は kms:EncryptionContextKeys 条
件の値です。暗号化コンテキスト値 (ExampleApp など) は、kms:EncryptionContext:context-key 条件の値
です。
例えば、次のキーポリシーステートメントでは、StringEquals 演算子で大文字と小文字が区別されるた
め、暗号化コンテキストキーと暗号化コンテキスト値の両方で大文字と小文字が区別されます。
{

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoleForExampleApp"
},
"Action": "kms:GenerateDataKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
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}

}

"kms:EncryptionContextKeys": "AppName"
},
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:AppName": "ExampleApp"
}

暗号化コンテキスト条件での変数の使用
暗号化コンテキストペアのキーと値はシンプルなリテラル文字列であることが必要です。整数やオブジェ
クトなど完全に解決されない型のキーと値は使用できません。整数や浮動小数点数など別の型を使用する
場合、AWS KMS ではリテラル文字列として解釈されます。
"encryptionContext": {
"department": "10103.0"
}

ただし、kms:EncryptionContext:context-key 条件キーの値は IAM ポリシー変数となる可
能性があります。これらのポリシー変数はリクエストの値に基づいて実行時に解決されます。例え
ば、aws:CurrentTime はリクエストの時間に解決され、aws:username は呼び出し元のフレンドリ名
に解決されます。
これらのポリシー変数を使用し、ポリシーステートメントを作成して、暗号化コンテキストに限定的な情
報 (呼び出し元のユーザー名など) を必要とする条件を指定できます。ポリシーステートメントに変数を含
めるため、ロールを引き受けることができるすべてのユーザーに同じポリシーステートメントを使用でき
ます。ユーザー別にポリシーステートメントを記述する必要はありません。
ロールを引き受けることができるすべてのユーザーが同じ KMS キーを使用して、データを暗号化および
復号する状況を考慮します。ただし、それらのユーザーに自分が暗号化したデータのみの復号を許可する
とします。まず、AWS KMS へのすべてのリクエストに、キーが user であり、値が呼び出し元の AWS
ユーザー名である暗号化コンテキストを含めることを要件とします。
"encryptionContext": {
"user": "bob"
}

次に、この要件を定義するために、以下の例のようなポリシーステートメントを使用できます。このポ
リシーステートメントでは、TestTeam ロールに、KMS キーを使用してデータを暗号化および復号す
るためのアクセス許可を付与します。ただし、そのアクセス許可は、"user": "<username>" ペアが
リクエストの暗号化コンテキストに含まれる場合にのみ有効です。条件では、ユーザー名を表すために
aws:username policy 変数を使用します。
リクエストが評価されるとき、条件の変数が呼び出し元のユーザー名に置き換えられます。そのため条件
では、「bob」には "user": "bob"、「alice」には "user": "alice" の暗号化コンテキストを必須と
します。
{

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/TestTeam"
},
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:Encrypt"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
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}

}

}

"kms:EncryptionContext:user": "${aws:username}"

IAM ポリシー変数は、kms:EncryptionContext:context-key 条件キーの値でのみ使用できます。
キーで変数を使用することはできません。
変数に プロバイダ固有のコンテキストキー を使用することもできます。これらのコンテキストキーによ
り、Web ID フェデレーションを使用して AWS にログインしたユーザーが一意に識別されます。
すべての変数と同様に、これらの変数は、実際の暗号化コンテキストではなく
kms:EncryptionContext:context-key ポリシー条件でのみ使用できます。また、条件のキーではな
く値でのみ使用できます。
例えば、以下のキーポリシーステートメントは前のものと似ています。ただし、この条件には、Amazon
Cognito ユーザープールにログインしたユーザーを値が一意に識別する、キーが sub の暗号化コンテキス
トが必要です。Amazon Cognito でのユーザーおよびロールの識別についての詳細は、Amazon Cognito デ
ベロッパーガイドの IAM ロールを参照してください。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/TestTeam"
},
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:Encrypt"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:sub": "${cognito-identity.amazonaws.com:sub}"
}
}

以下の資料も参照してください。
• the section called “kms:EncryptionContextKeys” (p. 232)
• the section called “kms:GrantConstraintType” (p. 235)

kms:EncryptionContextKeys
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

文字列 (リスト)
kms:EncryptionContextKeys

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

複数値

CreateGrant

キーポリシーと
IAM ポリシー

Decrypt
Encrypt
GenerateDataKey

GenerateDataKeyPair
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
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AWS KMS 条件
キー

条件の種類

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

GenerateDataKeyWithoutPlaintext
ReEncrypt
kms:EncryptionContextKeys 条件キーを使用することで、暗号化オペレーションに対するリクエスト
内の暗号化コンテキスト (p. 20)に基づいて対称暗号化 KMS キー (p. 6)へのアクセスを制御することができ
ます。各暗号化コンテキストペアのキーのみを評価するには、この条件キーを使用します。暗号化コンテ
キストのキーと値の両方を評価するには、kms:EncryptionContext:context-key 条件キーを使用し
ます。
非対称 KMS キー (p. 325)または HMAC KMS キー (p. 342)を使用する暗号化オペレーションで暗号化
コンテキストを指定することはできません。非対称アルゴリズムと MAC アルゴリズムは、暗号化コンテ
キストをサポートしません。

Note
条件キーの値 (暗号化コンテキストキーを含む) は、AWS KMS キーポリシーに対する文字および
エンコーディングのルールに従う必要があります。この条件キーは、すべての有効な暗号化コン
テキストキーを表現するために使用できない場合があります。キーポリシードキュメントのルー
ルに関する詳細については、「キーポリシー形式 (p. 164)」を参照してください。IAM ポリシー
ドキュメントのルールに関する詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM 名前の要件」
を参照してください。
これは複数値の条件キー (p. 218)です。各 API リクエストで複数の暗号化コンテキストペアを指定でき
ます。kms:EncryptionContextKeys は、リクエストの暗号化コンテキストキーとポリシーの暗号化コ
ンテキストキーのセットを比較します。これらのセットを比較する方法を決定するには、ForAnyValue
または ForAllValues 集合演算子をポリシー条件で使用します。集合演算子の詳細については、IAM
ユーザーガイドの複数のキーと値の使用を参照してください。
• ForAnyValue: リクエスト内の 1 つ以上の暗号化コンテキストキーがポリシー条件の暗号化コンテキス
トキーと一致する必要があります。その他の暗号化コンテキストキーも許可されます。リクエストに暗
号化コンテキストがない場合、条件は満たされません。
• ForAllValues: リクエスト内のすべての暗号化コンテキストキーがポリシー条件の暗号化コンテキス
トキーと一致する必要があります。この集合演算子は、暗号化コンテキストキーをポリシー条件内の
キーに制限します。暗号化コンテキストキーは必要ありませんが、指定されていない暗号化コンテキス
トキーは禁止されています。
次の例のキーポリシーステートメントでは、ForAnyValue 集合演算子で
kms:EncryptionContextKeys 条件キーを使用します。このポリシーステートメントでは KMS キーを
使用して、リクエストの暗号化コンテキストペアの 1 つ以上に、値にかかわらず AppName キーが含まれ
る場合にのみ、指定されたオペレーションで KMS キーの使用を許可します。
例えば、このキーポリシーステートメントでは、2 つの暗号化コンテキストペア AppName=Helper およ
び Project=Alpha を持つ GenerateDataKey リクエストを許可します。これは、最初の暗号化コンテ
キストペアが条件を満たすためです。Project=Alpha のみを持つリクエスト、または暗号化コンテキス
トがないリクエストは失敗します。
StringEquals 条件オペレーションでは大文字と小文字が区別されるため、このポリシーステートメントで
は、暗号化コンテキストキーのスペル、および大文字と小文字が区別されます。ただし、キーの大文字と
小文字の区別を無視する条件演算子 (StringEqualsIgnoreCase など) を使用できます。
{

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoleForExampleApp"
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}

},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:GenerateDataKey*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"kms:EncryptionContextKeys": "AppName"
}
}

kms:EncryptionContextKeys 条件キーを使用して、KMS キーを使用する暗号化オペレーションで、
暗号化テキスト (任意の暗号化コンテキスト) を要求することもできます。
次の例のキーポリシーステートメントでは、kms:EncryptionContextKeys 条件キーを Null 条件演算
子とともに使用して、API リクエストに暗号化コンテキストが存在する (null ではない) 場合にのみ、KMS
キーへのアクセスを許可します。この条件では、暗号化コンテキストのキーまたは値をチェックしませ
ん。暗号化コンテキストが存在することだけを検証します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/RoleForExampleApp"
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:GenerateDataKey*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Null": {
"kms:EncryptionContextKeys": false
}
}

以下の資料も参照してください。
• kms:EncryptionContext: context-key (p. 225)
• kms:GrantConstraintType (p. 235)

kms:ExpirationModel
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

文字列
kms:ExpirationModel

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

キーポリシーと
ImportKeyMaterial
IAM ポリシー

kms:ExpirationModel 条件キーは、リクエストの ExpirationModel パラメータの値に基づ
き、ImportKeyMaterial オペレーションへのアクセスを制御します。
ExpirationModel は、インポートされたキーマテリアルの有効期限が切れているかどうか
を判断するオプションのパラメータです。有効な値は、KEY_MATERIAL_EXPIRES および
KEY_MATERIAL_DOES_NOT_EXPIRE です。KEY_MATERIAL_EXPIRES はデフォルト値です。
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有効期限の日付と時刻は、 Validto パラメーターの値によって決まります。ValidTo パラメータの値が
ExpirationModel である場合を除き、KEY_MATERIAL_DOES_NOT_EXPIRE パラメータが必要です。ま
た、kms:ValidTo (p. 252) 条件キーを使用して、アクセス条件として特定の有効期限を設定することもで
きます。
次のポリシーステートメントの例では、kms:ExpirationModel 条件キーを使用して、リクエストに
ExpirationModel パラメータが含まれていてその値が KEY_MATERIAL_DOES_NOT_EXPIRE の場合に
のみ、ユーザーが KMS キーにキーマテリアルをインポートできるようにします。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": "kms:ImportKeyMaterial",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:ExpirationModel": "KEY_MATERIAL_DOES_NOT_EXPIRE"
}
}

また、kms:ExpirationModel 条件キーを使用して、キーマテリアルの有効期限が切れている場合
にのみ、ユーザーがキーマテリアルをインポートできるようにもします。次のポリシーステートメン
トの例では、Null 条件演算子とともに kms:ExpirationModel 条件キーを使用して、リクエストに
ExpirationModel パラメータが含まれていない場合にのみ、ユーザーがキーマテリアルをインポートで
きるようにします。ExpirationModel のデフォルト値は KEY_MATERIAL_EXPIRES です。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": "kms:ImportKeyMaterial",
"Resource": "*",
"Condition": {
"Null": {
"kms:ExpirationModel": true
}
}

以下の資料も参照してください。
• kms:ValidTo (p. 252)
• kms:WrappingAlgorithm (p. 257)
• kms:WrappingKeySpec (p. 258)

kms:GrantConstraintType
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

文字列
kms:GrantConstraintType

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

CreateGrant

キーポリシーと
IAM ポリシー
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この条件キーを使用し、リクエストの権限の制約のタイプに基づいて、CreateGrant オペレーションへの
アクセスを制御できます。
許可の作成では、オプションで許可の制約を指定して、特定の暗号化コンテキスト (p. 20)が存在する場合
のみ、許可によってオペレーションを実行できます。許可の制約には、EncryptionContextEquals ま
たはEncryptionContextSubset の 2 つのタイプがあります。この条件キーを使用して、リクエストに
どちらのタイプが含まれているか確認できます。
次のキーポリシーステートメントの例では、kms:GrantConstraintType 条件キーを使用して、リクエ
ストに EncryptionContextEquals 権限の制約が含まれている場合にのみ、ユーザーが権限を作成でき
るようにします。この例は、キーポリシーのポリシーステートメントを示しています。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": "kms:CreateGrant",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:GrantConstraintType": "EncryptionContextEquals"
}
}

以下の資料も参照してください。
• kms:EncryptionContext: context-key (p. 225)
• kms:EncryptionContextKeys (p. 232)
• kms:GrantIsForAWSResource (p. 236)
• kms:GrantOperations (p. 237)
• kms:GranteePrincipal (p. 238)
• kms:RetiringPrincipal (p. 250)

kms:GrantIsForAWSResource
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

ブール値
kms:GrantIsForAWSResource

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

CreateGrant

キーポリシーと
IAM ポリシー

ListGrants
RevokeGrant

AWS KMS と統合された AWS のサービスがユーザーの代わりにオペレーションを呼び出す場合にの
み、CreateGrant、ListGrants、RevokeGrant オペレーションのアクセス許可を許可または拒否します。こ
のポリシー条件では、ユーザーがこれらの許可オペレーションを直接呼び出すことはできません。
次のキーポリシーステートメント例では、 kms:GrantIsForAWSResource 条件キーを使用しています。
これにより、AWS KMS と統合された AWS サービス (Amazon EBS など) が、指定されたプリンシパルに
代わってこの KMS キーに権限を作成できます。
{
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}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": "kms:CreateGrant",
"Resource": "*",
"Condition": {
"Bool": {
"kms:GrantIsForAWSResource": true
}
}

以下の資料も参照してください。
• kms:GrantConstraintType (p. 235)
• kms:GrantOperations (p. 237)
• kms:GranteePrincipal (p. 238)
• kms:RetiringPrincipal (p. 250)

kms:GrantOperations
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

文字列
kms:GrantOperations

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

複数値

CreateGrant

キーポリシーと
IAM ポリシー

この条件キーを使用し、リクエストの権限オペレーション (p. 197)に基づいて、CreateGrant オペレー
ションへのアクセスを制御できます。例えば、暗号化へのアクセス権限は委任するが、復号化へのア
クセス権限は委任しない許可をユーザーが作成するようにできます。権限の詳細については、権限の使
用 (p. 195)を参照してください。
これは複数値を持つ条件キー (p. 218)です。kms:GrantOperations は CreateGrant リクエストの権
限オペレーションのセットをポリシーの権限オペレーションのセットと比較します。これらのセットを比
較する方法を決定するには、ForAnyValue または ForAllValues 集合演算子をポリシー条件で使用し
ます。集合演算子の詳細については、IAM ユーザーガイドの複数のキーと値の使用を参照してください。
• ForAnyValue: リクエストの 1 つ以上の権限オペレーションが、ポリシー条件の権限オペレーションの
うちの 1 つと一致する必要があります。その他の権限オペレーションは許可されます。
• ForAllValues: リクエスト内のすべての権限オペレーションが、ポリシー条件の権限オペレーションと一
致する必要があります。この集合演算子は、権限オペレーションをポリシー条件で指定されたオペレー
ションに制限します。この集合演算子は権限オペレーションを必要としませんが、不特定の権限オペ
レーションを禁止します。
ForAllValues はリクエストに権限オペレーションがない場合にも true を返しますが、CreateGrant
はそれを許可しません。Operations パラメータが欠落しているか、null 値を持っている場
合、CreateGrant リクエストは失敗します。
次のキーポリシーステートメントの例では、kms:GrantOperations 条件キーを使用して、権限オペ
レーションが Encrypt、ReEncryptTo、または両方の場合にのみ、ユーザーが権限を作成できるように
します。権限に他のオペレーションが含まれている場合、CreateGrant リクエストは失敗します。
{
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}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": "kms:CreateGrant",
"Resource": "*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringEquals": {
"kms:GrantOperations": [
"Encrypt",
"ReEncryptTo"
]
}
}

ポリシー条件で集合演算子を ForAnyValue に変更した場合、ポリシーステートメントでは、権限
の権限オペレーションの 1 つ以上が Encrypt または ReEncryptTo であっても、Decrypt または
ReEncryptFrom のような他の権限オペレーションを許可する必要があります。
以下の資料も参照してください。
• kms:GrantConstraintType (p. 235)
• kms:GrantIsForAWSResource (p. 236)
• kms:GranteePrincipal (p. 238)
• kms:RetiringPrincipal (p. 250)

kms:GranteePrincipal
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

文字列
kms:GranteePrincipal

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

CreateGrant

IAM とキーポリ
シー

この条件キーを使用して、リクエストの CreateGrant パラメータの値に基づき、GranteePrincipal オペ
レーションへのアクセスを制御できます。例えば、CreateGrant リクエストの被付与者プリンシパルが
条件ステートメントで指定されたプリンシパルと一致した場合にのみ、KMS キーを使用する権限をユー
ザーが作成できるようにします。
次のキーポリシーステートメントの例では、kms:GranteePrincipal 条件キーを使用して、権限の被付
与者プリンシパルが LimitedAdminRole の場合にのみ、KMS キーの権限をユーザーが作成できるように
します。
{

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": "kms:CreateGrant",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:GranteePrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:role/LimitedAdminRole"
}
}
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以下の資料も参照してください。
• kms:GrantConstraintType (p. 235)
• kms:GrantIsForAWSResource (p. 236)
• kms:GrantOperations (p. 237)
• kms:RetiringPrincipal (p. 250)

kms:KeyOrigin
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

kms:KeyOrigin

文字列

単一値

CreateKey

IAM ポリシー

KMS キーリソース
のオペレーション

キーポリシーと
IAM ポリシー

kms:KeyOrigin 条件キーは、オペレーションによって作成される、またはオペレーションで使用される
KMS キーの Origin プロパティの値に基づいて、オペレーションへのアクセスを制御します。これは、リ
ソース条件または要求条件として機能します。
この条件キーを使用して、リクエストの Origin パラメータの値に基づき、CreateKey オペレーションへの
アクセスを制御できます。Origin の有効値は、AWS_KMS、AWS_CLOUDHSM、および EXTERNAL です。
例えば、キーマテリアルが AWS KMS (AWS_KMS) で生成される場合、またはキーマテリアルが カスタム
キーストア (p. 407) (AWS_CLOUDHSM) と関連付けられた AWS CloudHSM クラスターで生成される場
合、またはキーマテリアルが外部ソース (EXTERNAL) からインポートされる (p. 390)場合にのみ、ユー
ザーは KMS キーを作成できます。
以下のキーポリシーステートメントの例では、kms:KeyOrigin 条件キーを使用して、AWS KMS がキー
マテリアルを作成した場合にのみ、ユーザーがKMS キーを作成できるようにします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": "kms:CreateKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:KeyOrigin": "AWS_KMS"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
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"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
"kms:GenerateDataKeyPair",
"kms:GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext",
"kms:ReEncrypt*"

}

]

}

],
"Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:KeyOrigin": "AWS_CLOUDHSM"
}
}

kms:KeyOrigin 条件キーを使用し、オペレーションに使用される KMS キーの Origin プロパティに基
づいて、KMS キーを使用または管理するオペレーションへのアクセスを制御することもできます。このオ
ペレーションは KMS キーリソースオペレーションである必要があります。つまり、特定の KMS キーに認
可されるオペレーションです。KMS キーリソースオペレーションを識別するには、アクションとリソース
の表 (p. 291)で、オペレーションの Resources 列の KMS key の値を探します。
例えば次の IAM ポリシーでは、カスタムキーストアで作成されたアカウントの KMS キーのみを使用し
て、プリンシパルが、指定された KMS キーリソースのオペレーションを実行できるようにします。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
"kms:GenerateDataKeyPair",
"kms:GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext",
"kms:ReEncrypt*"
],
"Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:KeyOrigin": "AWS_CLOUDHSM"
}
}

以下の資料も参照してください。
• kms:BypassPolicyLockoutSafetyCheck (p. 220)
• kms:KeySpec (p. 240)
• kms:KeyUsage (p. 242)

kms:KeySpec
AWS KMS 条件キー

条件の種類

API オペレーション

ポリシータイプ

kms:KeySpec

文字列

CreateKey

IAM ポリシー
キーポリシーと IAM ポ
リシー

240

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
AWS KMS 条件キー

AWS KMS 条件キー

条件の種類

API オペレーション

ポリシータイプ

KMS キーリソースのオ
ペレーション
kms:KeySpec 条件キーは、オペレーションによって作成される、またはオペレーションで使用される
KMS キーの KeySpec プロパティの値に基づいて、オペレーションへのアクセスを制御します。
IAM ポリシーにあるこの条件キーを使用し、CreateKey リクエストの KeySpec パラメータ値に基づい
て、CreateKey オペレーションへのアクセスを制御できます。例えば、この条件を使用して、対称暗号化
KMS キーのみの作成、または HMAC KMS キーのみの作成をユーザーに許可することができます。
以下の IAM ポリシーステートメント例は、kms:KeySpec 条件キーを使用して、RSA 非対称 KMS キーの
みの作成をプリンシパルに許可します。この許可は、リクエスト内の KeySpec が RSA_ で始まる場合に
限り、有効です。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "kms:CreateKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"kms:KeySpec": "RSA_*"
}
}

kms:KeySpec 条件キーを使用し、オペレーションに使用される KMS キーの KeySpec プロパティに基づ
いて、KMS キーを使用または管理するオペレーションへのアクセスを制御することもできます。このオペ
レーションは KMS キーリソースオペレーションである必要があります。つまり、特定の KMS キーに認可
されるオペレーションです。KMS キーリソースオペレーションを識別するには、アクションとリソースの
表 (p. 291)で、オペレーションの Resources 列の KMS key の値を探します。
例えば、以下の IAM ポリシーは、指定された KMS キーリソースオペレーションの実行をプリンシパルに
許可しますが、許可されるのはアカウント内の対称暗号化 KMS キーを使用する場合のみになります。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT"
}
}

以下の資料も参照してください。
• kms:BypassPolicyLockoutSafetyCheck (p. 220)
• kms:CustomerMasterKeySpec (非推奨) (p. 222)
• kms:DataKeyPairSpec (p. 222)
• kms:KeyOrigin (p. 239)
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• kms:KeyUsage (p. 242)

kms:KeyUsage
AWS KMS 条件キー

条件の種類

API オペレーション

ポリシータイプ

kms:KeyUsage

文字列

CreateKey

IAM ポリシー

KMS キーリソースのオ
ペレーション

キーポリシーと IAM ポ
リシー

kms:KeyUsage 条件キーは、オペレーションによって作成される、またはオペレーションで使用される
KMS キーの KeyUsage プロパティの値に基づいて、オペレーションへのアクセスを制御します。
この条件キーを使用し、リクエストの KeyUsage パラメータの値に基づいて、CreateKey オペレーショ
ンへのアクセスを制御できます。KeyUsage の有効値は、ENCRYPT_DECRYPT、SIGN_VERIFY、および
GENERATE_VERIFY_MAC です。
例えば、KeyUsage が ENCRYPT_DECRYPT である場合にのみユーザーに KMS キーの作成を許可
し、KeyUsage が SIGN_VERIFY の場合はユーザーのアクセス許可を拒否できます。
次の IAM ポリシーステートメントの例では、kms:KeyUsage 条件キーを使用して、KeyUsage が
ENCRYPT_DECRYPT の場合にのみユーザーが KMS キーを作成できるようにします。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "kms:CreateKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT"
}
}

kms:KeyUsage 条件キーを使用し、オペレーションの KMS キーの KeyUsage プロパティに基づい
て、KMS キーを使用または管理するオペレーションへのアクセスを制御することもできます。このオペ
レーションは KMS キーリソースオペレーションである必要があります。つまり、特定の KMS キーに認可
されるオペレーションです。KMS キーリソースオペレーションを識別するには、アクションとリソースの
表 (p. 291)で、オペレーションの Resources 列の KMS key の値を探します。
例えば次の IAM ポリシーでは、署名と検証に使用されるアカウント内の KMS キーのみを使用して、指定
された KMS キーリソースのオペレーションをプリンシパルが実行できるようにします。
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateGrant",
"kms:DescribeKey",
"kms:GetPublicKey",
"kms:ScheduleKeyDeletion"
],
"Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:KeyUsage": "SIGN_VERIFY"
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}

}

}

以下の資料も参照してください。
• kms:BypassPolicyLockoutSafetyCheck (p. 220)
• kms:CustomerMasterKeyUsage (非推奨) (p. 222)
• kms:KeyOrigin (p. 239)
• kms:KeySpec (p. 240)

kms:MacAlgorithm
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

kms:MacAlgorithm文字列

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

GenerateMac

キーポリシーと
IAM ポリシー

VerifyMac

kms:MacAlgorithm 条件キーを使用することで、リクエスト内の MacAlgorithm パラメータの値に基
づいて GenerateMac および VerifyMac オペレーションへのアクセスを制御することができます。
以下のキーポリシー例は、リクエスト内の MAC アルゴリズムが HMAC_SHA_384 または HMAC_SHA_512
である場合に限り、HMAC KMS キーを使用して HMAC タグを生成し、検証することを、testers ロー
ルを引き受けることができるユーザーに許可します。このポリシーは、それぞれが独自の条件を持つ 2 つ
の個別のポリシーステートメントを使用します。単一の条件ステートメント内で複数の MAC アルゴリズ
ムを指定する場合、条件はアルゴリズムのどちらか一方ではなく、両方を必須とします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/testers"
},
"Action": [
"kms:GenerateMac",
"kms:VerifyMac"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:MacAlgorithm": "HMAC_SHA_384"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/testers"
},
"Action": [
"kms:GenerateMac",
"kms:VerifyMac"
],
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}

]

}

"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:MacAlgorithm": "HMAC_SHA_512"
}
}

以下の資料も参照してください。
• the section called “kms:EncryptionAlgorithm” (p. 223)
• kms:SigningAlgorithm (p. 251)

kms:MessageType
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

kms:MessageType 文字列

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

Sign

キーポリシーと
IAM ポリシー

Verify

kms:MessageType 条件キーは、リクエストの MessageType パラメータの値に基づいて、Sign および
Verify オペレーションへのアクセスを制御します。MessageType の有効値は、RAW と DIGEST です。
例えば、次のキーポリシーステートメントでは kms:MessageType 条件キーを使用して、ユーザーが非対
称 KMS キーを使用してメッセージに署名することを許可しますが、メッセージダイジェストの使用は許
可しません。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": "kms:Sign",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:MessageType": "RAW"
}
}

以下の資料も参照してください。
• the section called “kms:SigningAlgorithm” (p. 251)

kms:MultiRegion
AWS KMS 条件キー

条件の種類

API オペレーション

ポリシータイプ

kms:MultiRegion

ブール値

CreateKey

キーポリシーと IAM ポ
リシー
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AWS KMS 条件キー

条件の種類

API オペレーション

ポリシータイプ

KMS キーリソースのオ
ペレーション
この条件キーを使用すると、単一リージョンキー、またはマルチリージョンキー (p. 349)のみのオペレー
ションを許可できます。kms:MultiRegion 条件キーは、KMS キーの MultiRegion プロパティの値に
基づいて、KMS キーの AWS KMS オペレーションおよび CreateKey オペレーションへのアクセスを制御
します。有効な値は、true (マルチリージョン)、および false (単一リージョン) です。すべての KMS
キーには MultiRegion プロパティが含まれます。
例えば、次の IAM ポリシーステートメントでは kms:MultiRegion 条件キーを使用して、プリンシパル
が単一リージョンキーを作成できるようにします。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "kms:CreateKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"Bool": {
"kms:MultiRegion": false
}
}

kms:MultiRegionKeyType
AWS KMS 条件キー

条件の種類

文字列
kms:MultiRegionKeyType

API オペレーション

ポリシータイプ

CreateKey

キーポリシーと IAM ポ
リシー

KMS キーリソースのオ
ペレーション

この条件キーを使用して、マルチリージョンプライマリキー (p. 355)またはマルチリージョンレプリカ
キー (p. 356)のみのオペレーションを許可できます。kms:MultiRegionKeyType 条件キーは、KMS
キーの MultiRegionKeyType プロパティに基づいて、KMS キーの AWS KMS オペレーションおよび
CreateKey オペレーションへのアクセスを制御します。有効な値は PRIMARY および REPLICA です。マル
チリージョンキーのみに MultiRegionKeyType プロパティがあります
通常は、IAM ポリシーの kms:MultiRegionKeyType 条件キーを使用して、複数の KMS キーへのアクセ
スを制御します。ただし、特定のマルチリージョンキーがプライマリまたはレプリカに変更されることが
あるため、キーポリシーでこの条件を使用して、特定のマルチリージョンキーがプライマリキーまたはレ
プリカキーである場合にのみ、オペレーションを許可します。
例えば、次の IAM ポリシーステートメントでは kms:MultiRegionKeyType 条件キーを使用して、指定
した AWS アカウント のマルチリージョンレプリカキーのみでキー削除のスケジュールおよびキャンセル
を実行することをプリンシパルに許可します。
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:ScheduleKeyDeletion",
"kms:CancelKeyDeletion"
],
"Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*",
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}

"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:MultiRegionKeyType": "REPLICA"
}
}

すべてのマルチリージョンキーへのアクセスを許可または拒否するには、両方の値または
kms:MultiRegionKeyType の null 値を使用します。ただし、この目的には kms:MultiRegion (p. 244)
条件キーの使用を推奨します。

kms:PrimaryRegion
AWS KMS 条件キー

条件の種類

API オペレーション

ポリシータイプ

kms:PrimaryRegion

文字列 (リスト)

UpdatePrimaryRegion キーポリシーと IAM ポ
リシー

この条件キーを使用して、UpdatePrimaryRegion オペレーションの送信先リージョンを制限します。これ
らは、マルチリージョンのプライマリキーをホストできる AWS リージョン です。
kms:PrimaryRegion 条件キーは、PrimaryRegion パラメータ値に基づいて UpdatePrimaryRegion オ
ペレーションへのアクセスを制御します。PrimaryRegion パラメータは、プライマリに昇格したマル
チリージョンレプリカキー (p. 356)の AWS リージョン を指定します。条件の値は、1 つまたは複数の
AWS リージョン の名前です (us-east-1、ap-southeast-2、リージョン名パターン (eu-*) など)。
例えば、次のキーポリシーステートメントでは kms:PrimaryRegion 条件キーを使用して、プリンシパ
ルがマルチリージョンキーのプライマリリージョンを、指定した 4 つのリージョンのうちの 1 つに更新で
きるようにします。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": "kms:UpdatePrimaryRegion",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/Developer"
},
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:PrimaryRegion": [
"us-east-1",
"us-west-2",
"eu-west-3",
"ap-southeast-2"
]
}
}

kms:ReEncryptOnSameKey
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

ブール値
kms:ReEncryptOnSameKey

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

ReEncrypt

キーポリシーと
IAM ポリシー
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この条件キーを使用し、元の 暗号化に使用されたものと同じ送信先 KMS キーがリクエストで指定されて
いるかどうかに基づいて、ReEncrypt オペレーションへのアクセスを制御できます。
例えば、次のポリシーステートメントでは kms:ReEncryptOnSameKey 条件キーを使用して、対象の
KMS キーが元の暗号化に使用されたものと同じである場合にのみ、ユーザーが再暗号化できるようにしま
す。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": "kms:ReEncrypt*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"Bool": {
"kms:ReEncryptOnSameKey": true
}
}

kms:RequestAlias
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

kms:RequestAlias文字列 (リスト)

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

暗号化オペレー
ション (p. 14)

キーポリシーと
IAM ポリシー

DescribeKey
GetPublicKey
この条件キーを使用して、リクエストが KMS キーを識別するために特定のエイリアスを使用する場合に
のみ、オペレーションを許可します。kms:RequestAlias 条件キーでは、リクエスト内の KMS キーを識
別するエイリアス (p. 29)に基づいて、暗号化オペレーション (GetPublicKey または DescribeKey) で
使用される KMS キーへのアクセスを制御します。(このポリシー条件は、GenerateRandom オペレーショ
ンが KMS キーまたはエイリアスを使用しないため、オペレーションには影響しません)。
この条件は、KMS キーのタグとエイリアスに基づいて KMS キーへのアクセス制御を可能にする AWS
KMS の、属性ベースのアクセスコントロール (p. 261) (ABAC) をサポートします ポリシーや権限を変更
せずに、タグとエイリアスを使用して KMS キーへのアクセスを許可または拒否できます。詳細について
は、「」を参照してくださいAWS KMS の ABAC (p. 261)
このポリシー条件でエイリアスを指定するには、エイリアス名 (p. 17) (alias/project-alpha など)、
またはエイリアス名パターン (alias/*test* など) を使用します。この条件キーの値にエイリアス
ARN (p. 16) を指定することはできません。
この条件を満たすには、リクエストの KeyId パラメータの値が、一致するエイリアス名またはエイリアス
ARN である必要があります。リクエストが別のキー識別子 (p. 15)を使用する場合、同じ KMS キーを識別
しても条件を満たしません。
例えば、次のキーポリシーステートメントでは、プリンシパルが KMS キーで GenerateDataKey オ
ペレーションを呼び出すことを許可します。ただし、これは、リクエスト内の KeyId パラメータ
値が alias/finance-key、またはそのエイリアス名を持つエイリアス ARN (arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:alias/finance-key など)である場合にのみ許可されます。
{
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}

"Sid": "Key policy using a request alias condition",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/developer"
},
"Action": "kms:GenerateDataKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:RequestAlias": "alias/finance-key"
}
}

この条件キーを使用して、エイリアスオペレーションへのアクセスを制御することはできません
(CreateAlias または DeleteAlias など)。エイリアスオペレーションへのアクセスの制御については、エイ
リアスへのアクセスの制御 (p. 40) を参照してください。

kms:ResourceAliases
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

文字列 (リスト)
kms:ResourceAliases

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

複数値

KMS キーリソース
のオペレーション

IAM ポリシーのみ

この条件キーを使用し、KMS キーに関連付けられたエイリアス (p. 29)に基づいて、KMS キーへのアクセ
スを制御します。このオペレーションは KMS キーリソースオペレーションである必要があります。つま
り、特定の KMS キーに認可されるオペレーションです。KMS キーリソースオペレーションを識別するに
は、アクションとリソースの表 (p. 291)で、オペレーションの Resources 列の KMS key の値を探しま
す。
この条件では、AWS KMS の属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) をサポートします。ABAC を使
用すると、KMS キーに割り当てられたタグと KMS キーに関連付けられたエイリアスに基づいて、KMS
キーへのアクセスを制御できます。ポリシーや権限を変更せずに、タグとエイリアスを使用して KMS
キーへのアクセスを許可または拒否できます。詳細については、「」を参照してくださいAWS KMS の
ABAC (p. 261)
エイリアスは AWS アカウント とリージョン内で一意である必要があります。この条件により、
(StringLike 比較演算子を使用して) 同じリージョン内の複数の KMS キーまたは各アカウントの異なる
AWS リージョン の複数の KMS キーへのアクセスを制御できます。

Note
kms:ResourceAliases (p. 248) 条件は、KMS キーが aliases per KMS key (p. 464) クォー
タに適合している場合にのみ有効です。KMS キーがこのクォータを超えると、KMS キーを
kms:ResourceAliases 条件で使用するよう認可されたプリンシパルは、KMS キーへのアクセ
スを拒否されます。
このポリシー条件でエイリアスを指定するには、エイリアス名 (p. 17) (alias/project-alpha など)、
またはエイリアス名パターン (alias/*test* など) を使用します。この条件キーの値にエイリアス
ARN (p. 16) を指定することはできません。条件を満たすには、オペレーションで使用する KMS キーが指
定されたエイリアスを持っている必要があります。オペレーションのリクエストで KMS キーが識別され
るかどうか、またはどのように識別されるかは関係ありません。
これは、KMS キーに関連付けられたエイリアスのセットとポリシー内のエイリアスのセットを比較す
る、複数値を持つ条件キーです。これらのセットを比較する方法を決定するには、ForAnyValue または
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ForAllValues 集合演算子をポリシー条件で使用します。集合演算子の詳細については、IAM ユーザーガ
イドの複数のキーと値の使用を参照してください。
• ForAnyValue: KMS キーに関連付けられた 1 つ以上のエイリアスがポリシー条件のエイリアスと一致す
る必要があります。その他のエイリアスは許可されます。KMS キーにエイリアスがない場合、条件は満
たされません。
• ForAllValues: KMS キーに関連付けられたすべてのエイリアスがポリシーのエイリアスと一致する必要
があります。この集合演算子は、KMS キーと関連付けられるエイリアスを、ポリシー条件内のエイリア
スに制限します。エイリアスを必要としませんが、不特定のエイリアスを禁止します。
例えば、次の IAM ポリシーステートメントでは、finance-key エイリアスに関連付けられた指定 AWS
アカウント の任意の KMS キーでプリンシパルが GenerateDataKey オペレーションを呼び出すことを許可
します。(影響を受ける KMS キーのキーポリシーでは、プリンシパルのアカウントに、このオペレーショ
ンでキーを使用することも許可する必要があります)。KMS キーに関連付けられる可能性がある多数のエ
イリアスのいずれかが alias/finance-key である場合に、条件が満たされていることを示すには条件
に ForAnyValue 集合演算子を使用します。
kms:ResourceAliases 条件はリクエストではなくリソースに基づいているため、GenerateDataKey
に対する呼び出しは、リクエストが KMS キーを識別するためにキー ID (p. 16) またはキー ARN (p. 16) を
使用している場合でも、finance-key エイリアスに関連付けられているすべての KMS キーに対して成功
します。
{

}

"Sid": "AliasBasedIAMPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": "kms:GenerateDataKey",
"Resource": [
"arn:aws:kms:*:111122223333:key/*",
"arn:aws:kms:*:444455556666:key/*"
],
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"kms:ResourceAliases": "alias/finance-key"
}
}

次の IAM ポリシーステートメントの例では、KMS キーのすべてのエイリアスに「Test」が含まれる場合
にのみ、プリンシパルが KMS キーを有効または無効にすることを許可します。このポリシーステートメ
ントは 2 つの条件を使用します。ForAllValues 集合演算子を持つ条件では、KMS キーに関連付けられ
たすべてのエイリアスに「Test」が含まれている必要があります。ForAnyValue 集合演算子を持つ条件
では、KMS キーに 1 つ以上の「Test」を持つエイリアスが含まれている必要があります。ForAnyValue
条件なしの場合、このポリシーステートメントはプリンシパルに、エイリアスがない KMS キーの使用を
許可する可能性があります。
{

"Sid": "AliasBasedIAMPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:EnableKey",
"kms:DisableKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*",
"Condition": {
"ForAllValues:StringLike": {
"kms:ResourceAliases": [
"alias/*Test*"
]
},
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}

}

"ForAnyValue:StringLike": {
"kms:ResourceAliases": [
"alias/*Test*"
]
}

kms:ReplicaRegion
AWS KMS 条件キー

条件の種類

API オペレーション

ポリシータイプ

kms:ReplicaRegion

文字列 (リスト)

ReplicateKey

キーポリシーと IAM ポ
リシー

この条件キーを使用して、プリンシパルがマルチリージョンキー (p. 349)を複製できる AWS リージョン
を制限できます。kms:ReplicaRegion 条件キーは、リクエストの ReplicaRegion パラメータ値に基づい
て、ReplicateKey オペレーションへのアクセスを制御します このパラメータは、AWS リージョン の新し
いレプリカキー (p. 356)を指定します。
条件の値は、1 つ以上の AWS リージョン の名前です (us-east-1、ap-southeast-2、名前パターン
(eu-* など))。AWS KMS がサポートする AWS リージョン の名前のリストについては、AWS 全般のリ
ファレンスの AWS Key Management Service エンドポイントとクォータを参照してください。
例えば、次のキーポリシーステートメントでは kms:ReplicaRegion 条件キーを使用し
て、ReplicaRegion パラメータ値が指定されたリージョンの 1 つである場合にのみ、プリンシパルが
ReplicateKey オペレーションを呼び出すことを許可します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/Administrator"
},
"Action": "kms:ReplicateKey"
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:ReplicaRegion": [
"us-east-1",
"eu-west-3",
"ap-southeast-2"
]
}
}

この条件キーは、ReplicateKey オペレーションへのアクセスのみを制御します。UpdatePrimaryRegion オ
ペレーションへのアクセスを制御するには、kms:PrimaryRegion (p. 246) 条件キーを使用します。

kms:RetiringPrincipal
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

文字列 (リスト)
kms:RetiringPrincipal

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

CreateGrant

キーポリシーと
IAM ポリシー
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この条件キーを使用し、リクエストの RetiringPrincipal のパラメータ値に基づいて、CreateGrant オペレー
ションへのアクセスを制御できます。例えば、CreateGrant リクエストの RetiringPrincipal が条
件ステートメントの RetiringPrincipal と一致した場合にのみ、ユーザーが KMS キーの使用権限を作
成できるようにします。
次の例のキーポリシーステートメントでは、.KMS キーに対する権限の作成をユーザーに許可しま
す。kms:RetiringPrincipal 条件キーは、権限の使用停止プリンシパルが LimitedAdminRole また
は OpsAdmin ユーザーの、CreateGrant リクエストへのアクセス許可を制限します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": "kms:CreateGrant",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:RetiringPrincipal": [
"arn:aws:iam::111122223333:role/LimitedAdminRole",
"arn:aws:iam::111122223333:user/OpsAdmin"
]
}
}

以下の資料も参照してください。
• kms:GrantConstraintType (p. 235)
• kms:GrantIsForAWSResource (p. 236)
• kms:GrantOperations (p. 237)
• kms:GranteePrincipal (p. 238)

kms:SigningAlgorithm
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

文字列
kms:SigningAlgorithm

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

Sign

キーポリシーと
IAM ポリシー

Verify

kms:SigningAlgorithm 条件キーを使用し、リクエストの SigningAlgorithm パラメータ値に基づい
て、Sign および Verify オペレーションへのアクセスを制御できます。この条件キーは、AWS KMS 外部
の非対称 KMS キーペアで公開キーを使用して署名を検証するなどの、AWS KMS 外部で実行されるオペ
レーションには影響しません。
次のキーポリシーの例では、リクエストに使用される署名アルゴリズムが RSASSA_PSS アルゴリズム
(RSASSA_PSS_SHA512 など) である場合にのみ、testers ロールを引き受けることができるユーザーが
KMS キーを使用してメッセージに署名できるようにします。
{

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/testers"
},
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}

"Action": "kms:Sign",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"kms:SigningAlgorithm": "RSASSA_PSS*"
}
}

以下の資料も参照してください。
• kms:EncryptionAlgorithm (p. 223)
• the section called “kms:MacAlgorithm” (p. 243)
• the section called “kms:MessageType” (p. 244)

kms:ValidTo
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

kms:ValidTo

タイムスタンプ

単一値

キーポリシーと
ImportKeyMaterial
IAM ポリシー

kms:ValidTo 条件キーは、リクエストの ValidTo パラメータの値に基づき、ImportKeyMaterial オペレー
ションへのアクセスを制御します。これにより、インポートされたキーマテリアルが失効するタイミング
が決まります。この値は、Unix 時間で表現されます。
デフォルトでは、ValidTo パラメータは ImportKeyMaterial リクエストで必要です。ただし、
ExpirationModel パラメーターの値がの場合 KEY_MATERIAL_DOES_NOT_EXPIRE, 、 ValidTo パラメー
ターは無効です。また、kms:ExpirationModel (p. 234) 条件キーを使用して、ExpirationModel パラ
メータまたは特定のパラメータの値を要求することもできます。
次のポリシーステートメントの例では、キーマテリアルの KMS キーへのインポートをユーザーに許可し
ます。kms:ValidTo 条件キーは、ImportKeyMaterial リクエストへのアクセス権限を制限します。こ
こで、ValidTo の値は 1546257599.0 (2018 年 12 月 31 日 午後 11:59:59) 以下となります。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": "kms:ImportKeyMaterial",
"Resource": "*",
"Condition": {
"NumericLessThanEquals": {
"kms:ValidTo": "1546257599.0"
}
}

以下の資料も参照してください。
• kms:ExpirationModel (p. 234)
• kms:WrappingAlgorithm (p. 257)
• kms:WrappingKeySpec (p. 258)
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kms:ViaService
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

kms:ViaService

文字列

単一値

KMS キーリソース
のオペレーション

キーポリシーと
IAM ポリシー

kms:ViaService 条件キーは、AWS KMS AWS KMS key (p. 3) (KMS キー) の使用を、指定された AWS
のサービスからのリクエストに制限します。各 kms:ViaService 条件キーに 1 つ以上のサービスを指定
できます。このオペレーションは KMS キーリソースオペレーションである必要があります。つまり、特
定の KMS キーに認可されるオペレーションです。KMS キーリソースオペレーションを識別するには、ア
クションとリソースの表 (p. 291)で、オペレーションの Resources 列の KMS key の値を探します。
例えば、次のキーポリシーステートメントでは kms:ViaService 条件キーを使用して、リクエストが
ExampleUser に代わって米国西部 (オレゴン) リージョンの Amazon EC2 または Amazon RDS から送
信された場合にのみ、カスタマーマネージドキー (p. 5)を指定されたアクションで使用できるようにしま
す。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:CreateGrant",
"kms:ListGrants",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:ViaService": [
"ec2.us-west-2.amazonaws.com",
"rds.us-west-2.amazonaws.com"
]
}
}

kms:ViaService 条件キーを使用して、特定のサービスからリクエストが送信された場合に KMS キー
の使用許可を拒否することもできます。例えば、次のキーポリシーからのポリシーステートメントでは
kms:ViaService 条件キーを使用して、ExampleUser の代わりに AWS Lambda からリクエストが送信
された場合に、カスタマーマネージドキーが Encrypt オペレーションに使用されるのを防ぎます。
{

"Effect": "Deny",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": [
"kms:Encrypt"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
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}

}

"StringEquals": {
"kms:ViaService": [
"lambda.us-west-2.amazonaws.com"
]
}

Important
kms:ViaService 条件キーを使用する場合は、サービスが AWS アカウント のプリンシパルの
代わりにリクエストを行います。これらのプリンシパルは、次のアクセス許可が必要です。
• KMS キーを使用するアクセス許可。プリンシパルの代わりにサービスがカスタマーマネージド
キーを使用できるようにするために、プリンシパルは統合されたサービスにこれらのアクセス
許可を付与する必要があります。詳細については、「AWS のサービスで AWS KMS を使用す
る方法 (p. 475)」を参照してください。
• 統合されたサービスを使用するアクセス権限。AWS KMS と統合される AWS サービスへのア
クセスをユーザーに許可する方法の詳細については、統合されるサービスのドキュメントを参
照してください。
すべての AWS マネージドキー (p. 5) は、キーポリシードキュメントで kms:ViaService 条件キーを使
用します。この条件では、KMS キーを作成したサービスからリクエストされた場合にのみ、KMS キーの
使用を許可します。AWS マネージドキー のキーポリシーを表示するには、GetKeyPolicy オペレーション
を使用します。
kms:ViaService 条件キーは IAM とキーポリシーのステートメントで有効です。指定するサービス
は、AWS KMS と統合されていて、kms:ViaService 条件キーをサポートしている必要があります。

kms:ViaService 条件キーをサポートするサービス
カスタマーマネージドキーの kms:ViaService 条件キーの使用をサポートする、AWS KMS と統合さ
れた AWS のサービスを以下の表に一覧表示します。この表に表示されているサービスは、すべてのリー
ジョンでは使用できない場合があります。すべての AWS パーティションで、AWS KMS ViaService 名の
.amazonaws.com サフィックスを使用します。

Note
この表のすべてのデータを表示するには、水平または垂直にスクロールする必要があります。
サービス名

AWS KMS ViaService 名

AWS App Runner

apprunner.AWS_region.amazonaws.com

Amazon AppFlow

appflow.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Application Migration Service

mgn.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Athena

athena.AWS_region.amazonaws.com

AWS Audit Manager

auditmanager.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Aurora

rds.AWS_region.amazonaws.com

AWS Backup

backup.AWS_region.amazonaws.com

AWS Backup ゲートウェイ

backupgateway.AWS_region.amazonaws.com

AWS CodeArtifact

codeartifact.AWS_region.amazonaws.com
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サービス名

AWS KMS ViaService 名

Amazon CodeGuru Reviewer

codegurureviewer.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Comprehend

comprehend.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Connect

connect.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Connect Customer Profiles

profile.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Connect Wisdom

wisdom.AWS_region.amazonaws.com

AWS Database Migration Service (AWS DMS)

dms.AWS_region.amazonaws.com

AWS Directory Service

directoryservice.AWS_region.amazonaws.com

Amazon DynamoDB

dynamodb.AWS_region.amazonaws.com

Amazon EC2 Systems Manager (SSM)

ssm.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

ec2.AWS_region.amazonaws.com (EBS のみ)

Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)

ecr.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

elasticfilesystem.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)

eks.AWS_region.amazonaws.com

Amazon ElastiCache

条件キーバリューに両方の ViaService 名を含めま
す。
• elasticache.AWS_region.amazonaws.com
• dax.AWS_region.amazonaws.com

Amazon OpenSearch Service (OpenSearch
Service)

es.AWS_region.amazonaws.com

AWS Elemental MediaTailor

mediatailor.AWS_region.amazonaws.com

Amazon FinSpace

finspace.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Forecast

forecast.AWS_region.amazonaws.com

Amazon FSx

fsx.AWS_region.amazonaws.com

Amazon GuardDuty

malwareprotection.AWS_region.amazonaws.com

AWS Glue

glue.AWS_region.amazonaws.com

Amazon HealthLake

healthlake.AWS_region.amazonaws.com

AWS IoT SiteWise

iotsitewise.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Kendra

kendra.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Keyspaces (Apache Cassandra 向け)

cassandra.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Kinesis

kinesis.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Kinesis Data Firehose

firehose.AWS_region.amazonaws.com
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サービス名

AWS KMS ViaService 名

Amazon Kinesis Video Streams

kinesisvideo.AWS_region.amazonaws.com

AWS Lambda

lambda.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Lex

lex.AWS_region.amazonaws.com

AWS License Manager

licensemanager.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Location Service

geo.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Lookout for Equipment

lookoutequipment.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Lookout for Metrics

lookoutmetrics.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Lookout for Vision

lookoutvision.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Macie

macie.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Managed Blockchain

managedblockchain.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka
(Amazon MSK)

kafka.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Managed Workflows for Apache Airflow
(MWAA)

airflow.AWS_region.amazonaws.com

Amazon MemoryDB

memorydb.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Monitron

monitron.AWS_region.amazonaws.com

Amazon MQ

mq.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Neptune

rds.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Nimble Studio

nimble.AWS_region.amazonaws.com

AWS Proton

proton.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Quantum Ledger Database (Amazon
QLDB)

qldb.AWS_region.amazonaws.com

Amazon RDS Performance Insights

rds.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Redshift

redshift.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Redshift クエリエディタ V2

sqlworkbench.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Redshift サーバーレス

redshiftserverless.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Rekognition

rekognition.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Relational Database Service (Amazon
RDS)

rds.AWS_region.amazonaws.com

AWS Secrets Manager

secretsmanager.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Simple Email Service (Amazon SES)

ses.AWS_region.amazonaws.com
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サービス名

AWS KMS ViaService 名

Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

sns.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

sqs.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)

s3.AWS_region.amazonaws.com

AWS Snowball

importexport.AWS_region.amazonaws.com

AWS Storage Gateway

storagegateway.AWS_region.amazonaws.com

AWS Systems Manager Incident Manager

ssm-incidents.AWS_region.amazonaws.com

AWS Systems Manager Incident Manager お問い
合わせ

ssm-contacts.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Timestream

timestream.AWS_region.amazonaws.com

Amazon Translate

translate.AWS_region.amazonaws.com

Amazon WorkMail

workmail.AWS_region.amazonaws.com

Amazon WorkSpaces

workspaces.AWS_region.amazonaws.com

Amazon WorkSpaces Web

workspacesweb.AWS_region.amazonaws.com

AWS X-Ray

xray.AWS_region.amazonaws.com

kms:WrappingAlgorithm
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

文字列
kms:WrappingAlgorithm

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

キーポリシーと
GetParametersForImport
IAM ポリシー

この条件キーは、リクエストの WrappingAlgorithm パラメータ値に基づいて、GetParametersForImport オ
ペレーションへのアクセスを制御します。この条件を使用して、インポートプロセス時にプリンシパルが
特定のアルゴリズムを使用してキーマテリアルを暗号化するよう要求できます。異なるラップアルゴリズ
ムを指定すると必要なパブリックキーとインポートトークンのリクエストが失敗します。
次のキーポリシーステートメントの例では、kms:WrappingAlgorithm 条件キーを使用し
て、GetParametersForImport オペレーションを呼び出すアクセス許可をサンプルユーザーに付与しま
すが、RSAES_OAEP_SHA_1 ラップアルゴリズムの使用を阻止します。WrappingAlgorithm リクエスト
の GetParametersForImport が RSAES_OAEP_SHA_1 の場合、オペレーションは失敗します。
{

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": "kms:GetParametersForImport",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringNotEquals": {
"kms:WrappingAlgorithm": "RSAES_OAEP_SHA_1"
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}

}

}

以下の資料も参照してください。
• kms:ExpirationModel (p. 234)
• kms:ValidTo (p. 252)
• kms:WrappingKeySpec (p. 258)

kms:WrappingKeySpec
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

文字列
kms:WrappingKeySpec

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

キーポリシーと
GetParametersForImport
IAM ポリシー

この条件キーが、リクエストの WrappingKeySpec パラメータ値に基づいて、GetParametersForImport オ
ペレーションへのアクセスを制御します。この条件を使用して、インポートプロセス時にプリンシパルが
特定のタイプのパブリックキーを使用するよう要求できます。リクエストで別のキータイプを指定する
と、エラーになります。
WrappingKeySpec パラメータ値の有効な値は RSA_2048 のみであるため、ユーザーによるこの値の使
用を無効にすることで、GetParametersForImport オペレーションを効率的に無効にすることができま
す。
次のポリシーステートメントの例では、kms:WrappingAlgorithm 条件キーを使用してリクエストの
WrappingKeySpec が RSA_2048 になるようにします。
{

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": "kms:GetParametersForImport",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:WrappingKeySpec": "RSA_2048"
}
}

以下の資料も参照してください。
• kms:ExpirationModel (p. 234)
• kms:ValidTo (p. 252)
• kms:WrappingAlgorithm (p. 257)

AWS Nitro Enclaves の AWS KMS 条件キー
AWS Nitro Enclaves は Amazon EC2 の機能で、エンクレーブと呼ばれる隔離されたコンピューティング
環境を作成して、機密性の高いデータを保護および処理します。AWS KMS は条件キーを提供して、AWS
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Nitro Enclaves をサポートします。これらの条件キーは、AWS KMSオペレーションのリクエストがエンク
レーブから発生した場合にのみ機能します。
エンクレーブから、kms-decrypt、kms-generate-data-key、または kms-generate-random AWS
Nitro Enclaves SDK API を呼び出すと、これらの API が対応する AWS KMS オペレーションをエンクレー
ブの署名付きアテステーションドキュメントを含むパラメータで呼び出します。署名付きアテステーショ
ンドキュメントは、AWS KMS へのエンクレーブのアイデンティティを証明します。
次の条件キーを使用すると、署名付きアテステーションドキュメントの内容に基づいて、これらのオペ
レーションのアクセス許可を制限できます。オペレーションを許可する前に、AWS KMS はエンクレーブ
からのアテステーションドキュメントを、これらの AWS KMS 条件キーの値と比較します。

kms:RecipientAttestation:ImageSha384
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

[Value type] (値の
型)

文字列
単一値
kms:RecipientAttestation:ImageSha384

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

Decrypt

キーポリシーと
IAM ポリシー

GenerateDataKey
GenerateRandom

kms:RecipientAttestation:ImageSha384 条件キーは、リクエスト内の署名付きアテステー
ションドキュメントからのイメージハッシュが条件キーの値と一致する場合にのみ、エンクレーブか
らの kms-decrypt、kms-generate-data-key、kms-generate-random リクエストを許可しま
す。ImageSha384 値は、アテステーションドキュメントの PCR[0] に対応します。この条件キーは、エ
ンクレーブから AWS Nitro Enclaves SDK API を呼び出した場合にのみ有効です。

Note
この条件キーは、IAM コンソールまたは IAM サービス認証リファレンスに表示されない場合で
も、キーポリシーステートメントおよび IAM ポリシーステートメントで有効です。
例えば、次のキーポリシーステートメントでは、kms-decrypt (Decrypt)、kms-generate-data-key
(GenerateDataKey)、kms-generate-random (GenerateRandom) オペレーションの KMS キーの使用を
data-processing ロールに許可します。kms:RecipientAttestation:ImageSha384 条件キーで
は、リクエスト内のアテステーションドキュメントのイメージハッシュ値 (PCR[0]) が条件内のイメージ
ハッシュ値と一致する場合にのみ、オペレーションを許可します。
リクエストにアテステーションドキュメントが含まれていない場合は、この条件が満たされないため、ア
クセス許可は拒否されます。
{

"Sid" : "Enable enclave data processing",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:role/data-processing"
},
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:GenerateRandom"
],
"Resource" : "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
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"kms:RecipientAttestation:ImageSha384":
"9fedcba8abcdef7abcdef6abcdef5abcdef4abcdef3abcdef2abcdef1abcdef1abcdef0abcdef1abcdef2abcdef3abcdef4ab
}
}

}

kms:RecipientAttestation:PCR<PCR_ID>
AWS KMS 条件
キー

条件の種類

文字列
kms:RecipientAttestation:PCR

[Value type] (値の
型)

API オペレーショ
ン

ポリシータイプ

単一値

Decrypt

キーポリシーと
IAM ポリシー

GenerateDataKey
GenerateRandom

kms:RecipientAttestation:PCR<PCR_ID> 条件キーは、リクエスト内の署名付きアテステーション
ドキュメントからのプラットフォーム設定登録 (PCR) が条件キーの PCR と一致する場合にのみ、エンク
レーブからの kms-decrypt、kms-generate-data-key、kms-generate-random リクエストを許可
します。この条件キーは、エンクレーブから AWS Nitro Enclaves SDK API を呼び出した場合にのみ有効
です。

Note
この条件キーは、IAM コンソールまたは IAM サービス認証リファレンスに表示されない場合で
も、キーポリシーステートメントおよび IAM ポリシーステートメントで有効です。
PCR 値を指定するには、次の形式を使用します。PCR ID を条件キー名に連結します。PCR 値は、最大
96 バイトの小文字の 16 進文字列である必要があります。
"kms:RecipientAttestation:PCRPCR_ID": "PCR_value"

例えば、次の条件キーは PCR[1] の特定の値を指定します。これは、エンクレーブとブートストラッププ
ロセスに使用されるカーネルのハッシュに対応します。

kms:RecipientAttestation:PCR1:
"0x1abcdef2abcdef3abcdef4abcdef5abcdef6abcdef7abcdef8abcdef9abcdef8abcdef7abcdef6abcdef5abcdef4abcdef3

次のキーポリシーステートメントの例では、data-processing ロールに kms-decrypt (Decrypt) オペ
レーションでの KMS キーの使用を許可します。
このステートメントの kms:RecipientAttestation:PCR 条件キーでは、リクエスト内の署名付きアテ
ステーションドキュメントの PCR1 値が条件の kms:RecipientAttestation:PCR1 値と一致した場合
にのみ、オペレーションを許可します。StringEqualsIgnoreCase ポリシー演算子を使用して、PCR
値の大文字と小文字を区別しない比較を要求します。
リクエストにアテステーションドキュメントが含まれない場合は、この条件が満たされないため、アクセ
ス許可は拒否されます。
{

"Sid" : "Enable enclave data processing",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
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"AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:role/data-processing"
},
"Action": "kms:Decrypt",
"Resource" : "*",
"Condition": {
"StringEqualsIgnoreCase": {
"kms:RecipientAttestation:PCR1":
"0x1de4f2dcf774f6e3b679f62e5f120065b2e408dcea327bd1c9dddaea6664e7af7935581474844767453082c6f1586116376
}
}

}

AWS KMS の ABAC
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の方法で
す。AWS KMS は、KMS キーに関連付けられたタグとエイリアスに基づいてカスタマーマネージドキーへ
のアクセスを制御することで、ABAC をサポートします。AWS KMS の ABAC を有効にするタグおよびエ
イリアスの条件キーは、ポリシーを編集したりグラントを管理したりすることなく、プリンシパルに KMS
キーの使用を許可する強力で柔軟な方法を提供します。ただし、プリンシパルが誤ってアクセスを許可さ
れたり拒否されないように、注意してこれらの機能を使用する必要があります。
ABAC を使用する場合は、タグとエイリアスを管理する許可が、アクセス制御許可になることに注意して
ください。タグまたはエイリアスに依存するポリシーをデプロイする前に、すべての KMS キーの既存の
タグとエイリアスを把握していることを確認してください。エイリアスの追加、削除、更新時、および
キーのタグ付けおよびタグ解除時には、妥当な予防措置を講じます。タグとエイリアスを必要とするプリ
ンシパルにのみ管理する許可を付与し、管理できるタグとエイリアスを制限します。

メモ
ABACを AWS KMS で使用する際は、タグとエイリアスを管理する許可をプリンシパルに付与す
ることに注意してください。タグまたはエイリアスを変更すると、KMS キーに対するアクセス許
可を、許可または拒否する可能性があります。キーポリシーを変更したり、グラントを作成した
りする許可を持たないキー管理者も、タグやエイリアスを管理する許可があれば、KMS キーへの
アクセスを制御できます。
タグとエイリアスの変更が KMS キーの認可に影響を及ぼすまでに最長 5 分かかることがありま
す。最近の変更は、認可に影響を与える前に API オペレーションで表示される場合があります。
エイリアスに基づいて KMS キーへのアクセスを制御するには、条件キーを使用する必要があり
ます。ポリシーステートメントの Resource 要素のエイリアスを使用して KMS キーを表すこと
はできません。エイリアスが Resource 要素で表示される場合、ポリシーステートメントは、関
連付けられた KMS キーではなく、エイリアスに適用されます。
詳細はこちら
• 例を含む、ABAC の AWS KMS サポートについての詳細は、エイリアスを使用して KMS キーへのアク
セスを制御する (p. 44) および タグを使用してKMS キーへのアクセスを制御する (p. 76) を参照してくだ
さい。
• AWS リソースへのアクセスを制御するタグの使用に関する一般情報の詳細は、IAM ユーザーガイドの
What is ABAC for AWS? および Controlling Access to AWS Resources Using Resource Tags を参照して
ください。

AWS KMS のABAC 条件キー
タグとエイリアスに基づいて KMS キーへのアクセスを認可するには、キーポリシーまたは IAM ポリシー
で次の条件キーを使用します。
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ABAC 条件キー

説明

ポリシータイプ

AWS KMS オペレー
ション

aws:ResourceTag

KMS キーのタグ (キー
と値) が、ポリシーのタ
グ (キーと値) またはタ
グパターンと一致する

IAM ポリシーのみ

KMS キーリソースのオ
2
ペレーション

aws:RequestTag/tagkey

リクエスト内のタグ
キーポリシーと IAM ポ
1
(キーと値) が、ポリシー リシー
内のタグ (キーと値) ま
たはタグパターンと一
致する

TagResource、UntagResource

aws:TagKeys

リクエスト内のタグ
キーが、ポリシーのタ
グキーと一致する

キーポリシーと IAM ポ
1
リシー

TagResource、UntagResource

kms:ResourceAliases (p. 248)
KMS キーに関連付けら
れたエイリアスが、ポ
リシーのエイリアスま
たはエイリアスパター
ンと一致する

IAM ポリシーのみ

KMS キーリソースのオ
2
ペレーション

kms:RequestAlias (p. 247) リクエスト内の KMS
キーを表すエイリアス
が、ポリシーのエイリ
アスまたはエイリアス
パターンと一致する。

キーポリシーと IAM ポ
1
リシー

Cryptographic
operations (p. 14)、DescribeKey、GetP

1

キーポリシーで使用できる条件キーは、IAM ポリシーでも使用できます。ただし、キーポリシーによっ
て許可される場合 (p. 168)に限ります。
2

KMS キーのリソースオペレーションは、特定の KMS キーに対して認可されるオペレーションで
す。KMS キーリソースオペレーションを識別するには、AWS KMS アクセス許可の表 (p. 291)で、オペ
レーションの Resources 列の KMS キー値を探します。
例えば、これらの条件キーを使用して、次のポリシーを作成できます。
• 特定のエイリアスまたはエイリアスパターンを持つ KMS キーを使用するアクセス許可を付与する
aws:ResourceAliases を備えた IAM ポリシー。これは、タグに依存するポリシーとは少し異なりま
す。ポリシーでエイリアスパターンを使用できますが、各エイリアスは AWS アカウント とリージョン
で、一意である必要があります。これにより、KMS キーのキー ARN をポリシーステートメントに表示
せずに、選択した KMS キーのセットにポリシーを適用できます。セットの KMS キーを追加または削除
するには、KMS キーのエイリアスを変更します。
• Encrypt リクエストがエイリアスを使用して KMS キーを識別する場合にのみ、Encrypt オペレー
ションでプリンシパルの KMS キー使用を許可する aws:RequestAlias を備えたキーポリシー。
• 特定のタグキーとタグ値を持つ KMS キーを使用するアクセス許可を拒否する
aws:ResourceTag/tag-key を備えた IAMポリシー。これにより、KMS キーのキー ARN をポリシー
ステートメントに表示せずに、選択した KMS キーのセットにポリシーを適用できます。セットの KMS
キーを追加または削除するには、KMS キーをタグ付けまたはタグ解除します。
• プリンシパルが "Purpose"="Test" KMS キータグのみを削除することを許可する
aws:RequestTag/tag-key を備えた IAMポリシー。
• Restricted タグキーで KMS キーをタグ付けまたはタグ解除する許可を拒否する aws:TagKeys を備
えた IAMポリシー。
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ABAC は、アクセス管理を柔軟かつスケーラブルにします。例えば、aws:ResourceTag/tag-key 条件
キーを使用して、KMS キーが Purpose=Test タグを持つ場合にのみ、プリンシパルが指定されたオペ
レーションに KMS キーを使用することを許可する IAM ポリシーを作成します。このポリシーは、AWS ア
カウント のすべてのリージョンの KMS キーに適用されます。
ユーザーまたはロールにアタッチされると、以下の IAM ポリシーにより、プリンシパルは指定されたオ
ペレーションの Purpose=Test タグで既存のKMS キーを使用できるようになります。新規または既存
の KMS キーにこのアクセスを提供するためにポリシーを変更する必要はありません。単に、KMS キーに
Purpose=Test タグをアタッチします。同様に、Purpose=Test タグでこのアクセスを KMS キーから
削除するには、タグを編集または削除します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AliasBasedIAMPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:Encrypt",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Purpose": "Test"
}
}
}
]

ただし、この機能を使用する場合は、タグとエイリアスを管理する際に注意が必要です。タグまたはエイ
リアスを追加、変更、削除する際に、KMS キーへのアクセスを誤って許可または拒否する可能性がありま
す。キーポリシーを変更したり、グラントを作成したりする許可を持たないキー管理者も、タグとエイリ
アスを管理する許可があれば、KMS キーへのアクセスを制御できます。このリスクを軽減するには、タグ
およびエイリアス (p. 43)を管理する許可の制限 (p. 74)を検討します。例えば、選択したプリンシパルのみ
が Purpose=Test タグを管理できるようにします。詳細については、「エイリアスを使用して KMS キー
へのアクセスを制御する (p. 44)」および「タグを使用してKMS キーへのアクセスを制御する (p. 76)」を
参照してください。

タグまたはエイリアス
AWS KMS は、タグとエイリアスで ABAC をサポートします。どちらのオプションも、柔軟でスケーラブ
ルなアクセス制御方法を提供しますが、互いに若干異なります。
タグを使用するか、特定の AWS 使用パターンに基づいてエイリアスを使用するかを決定します。例え
ば、すでにほとんどの管理者にタグ付け許可を付与している場合は、エイリアスに基づいて認可の方法を
制御する方が簡単です。または、KMS キーごとのエイリアス (p. 464)のクォータに近づいている場合、
タグに基づく認可の方法の方が得策かもしれません。
以下は、一般的な利点です。
タグベースのアクセスコントロールの利点
• 異なるタイプの AWS リソースで同じ認可メカニズム。
同じタグまたはタグキーを使用して、Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) クラス
ター、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ボリューム、KMS キーなど、複数のリソースタイプ
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へのアクセスを制御できます。この機能により、従来のロールベースのアクセス制御よりも柔軟性が高
い、複数の異なる認可モデルが可能になります。
• KMS キーグループへのアクセスを認可します。
タグを使用すると、同じ AWS アカウント およびリージョンの KMS キーグループへのアクセスを管
理できます。選択した KMS キーに同じタグまたはタグキーを割り当てます。次に、タグまたはタグ
キーに基づいて、シンプルで保守が容易なポリシーステートメントを作成します。認可グループの KMS
キーを追加または削除するには、タグを追加または削除します。ポリシーを編集する必要はありませ
ん。
エイリアスベースのアクセス制御の利点
• エイリアスに基づいて暗号化オペレーションへのアクセスを認可します。
属性に対するほとんどのリクエストベースのポリシー条件 (aws:RequestTag/tag-key など) は、属性を追
加、編集、削除するオペレーションにのみ影響します。ただし、kms:RequestAlias (p. 247) 条件キー
は、リクエストの KMS キーの識別に使用されるエイリアスに基づき、暗号化オペレーションへのアク
セスを制御します。例えば、Encrypt オペレーションで KMS キーを使用するプリンシパルに、KeyId
パラメータ値が alias/restricted-key-1 の場合にのみ、アクセス許可を付与できます。この条件
を満たすには、次のすべてが必要です。
• KMS キーがそのエイリアスに関連付けられている必要があります。
• リクエストで、KMS キーを識別するためにエイリアスを使用する必要があります。
• kms:RequestAlias を条件として、プリンシパルが KMS キーを使用するアクセス許可が必要です。
これは、アプリケーションが一般的にエイリアス名またはエイリアス ARN を使用して KMS キーを参照
する場合に特に便利です。
• きわめて限定されたアクセス許可を付与します。
エイリアスは AWS アカウント とリージョン内で、一意である必要があります 結果として、プリンシ
パルに、エイリアスに基づいて KMS キーへのアクセスを許可することは、タグに基づいてプリンシパ
ルにアクセスを許可するよりもはるかに制限が厳しくなります。エイリアスとは異なり、タグは同じア
カウントとリージョン内の複数の KMS キーに割り当てることができます。選択すると、エイリアスパ
ターン (alias/test* など) を使用して、プリンシパルに同じアカウントとリージョン内の KMS キー
グループへのアクセスを許可します。ただし、特定のエイリアスへのアクセスを許可または拒否する
と、KMS キーのきわめて厳密な制御が可能になります。

AWS KMS の ABAC トラブルシューティング
タグとエイリアスに基づいて KMS キーへのアクセスを制御することは、便利で強力です。ただし、いく
つかの予測可能なエラーが発生しやすいため、予防する必要があります。

タグの変更によりアクセスが変更される
タグが削除されるかその値が変更されると、そのタグのみに基づいて KMS キーにアクセスするプリンシ
パルは、KMS キーへのアクセスを拒否されます。これは、拒否ポリシーステートメントに含まれるタグが
KMS キーに追加された場合にも発生します。ポリシー関連のタグを KMS キーに追加すると、KMS キーへ
のアクセスを拒否されるプリンシパルにアクセスを許可できます。
例えば、プリンシパルに、Project=Alpha タグに基づく KMS キーへのアクセス許可 (以下の例の、IAM
ポリシーステートメントによって付与されるアクセス許可など) があるとします。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
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{

}

]

}

"Sid": "IAMPolicyWithResourceTag",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "arn:aws:kms:ap-southeast-1:111122223333:key/*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:ResourceTag/Project": "Alpha"
}
}

タグがその KMS キーから削除されるか、タグの値が変更されると、プリンシパルには指定されたオペ
レーションで KMS キーを使用するアクセス許可がなくなります。これは、プリンシパルが、カスタマー
マネージドキーを使用する AWS サービスのデータを読み取る、または書き込む際に明らかになります。
タグの変更を追跡するには、TagResource (p. 126) または UntagResource entries (p. 126) の CloudTrail ロ
グを確認します。
ポリシーを更新せずにアクセスを復元するには、KMS キーのタグを変更します。このアクション
は、AWS KMS 全体で有効な期間中、短い期間を除いて影響は最小限です。このようなエラーを防ぐに
は、タグ付けとタグ解除の許可を必要なプリンシパルのみに付与し、タグ付け許可を、管理する必要があ
るタグに制限します (p. 74)。タグを変更する前にポリシーを検索して、タグに依存するアクセスを検出
し、タグを持つすべてのリージョンで KMS キーを取得します。特定のタグが変更されるときは、Amazon
CloudWatch アラームの作成を検討してください。

エイリアスの変更によるアクセス変更
エイリアスが削除されたり、別の KMS キーに関連付けられている場合、そのエイリアスのみに基づいて
KMS キーにアクセスするプリンシパルは、KMS キーへのアクセスを拒否されます。これは、KMS キー に
関連付けられたエイリアスが拒否ポリシーステートメントに含まれる場合にも発生します。ポリシー関連
のエイリアスを KMS キーに追加すると、KMS キーへのアクセスを拒否されるプリンシパルへのアクセス
を許可できます。
例えば、次の IAM ポリシーステートメントは、kms:ResourceAliases (p. 248) 条件キーを使用して、指
定されたエイリアスを持つアカウントの異なるリージョンの KMS キーへのアクセスを許可します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "AliasBasedIAMPolicy",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:List*",
"kms:Describe*",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "arn:aws:kms:*:111122223333:key/*",
"Condition": {
"ForAnyValue:StringEquals": {
"kms:ResourceAliases": [
"alias/ProjectAlpha",
"alias/ProjectAlpha_Test",
"alias/ProjectAlpha_Dev"
]
}
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}

]

}

}

エイリアスの変更を追跡するには、CloudTrail ログ
で、CreateAlias (p. 93)、UpdateAlias (p. 127)、DeleteAlias (p. 99) エントリを確認します。
ポリシーを更新せずにアクセスを復元するには、KMS キーに関連付けられたエイリアスを変更します。各
エイリアスは、アカウントおよびリージョン内の 1 つの KMS キーのみにしか関連付けできないため、エ
イリアスの管理は、タグの管理よりも若干難しくなります。ある KMS キーの一部のプリンシパルへのア
クセスを復元すると、異なる KMS キーの同じプリンシパルまたは他のプリンシパルへのアクセスが拒否
されることがあります。
このエラーを防ぐには、エイリアス管理許可を必要なプリンシパルのみに付与し、エイリアス管理許可の
制限 (p. 43)を管理する必要があるエイリアスに制限します。エイリアスを更新または削除する前に、ポリ
シーを検索してエイリアスに依存するアクセスを検出し、エイリアスに関連付けられているすべてのリー
ジョンで KMS キーを検索します。

エイリアスクォータによりアクセスが拒否された
kms:ResourceAliases (p. 248) 条件によって KMS キーの使用を認可されているユーザーには、KMS キー
がそのアカウントまたはリージョンの、デフォルトのKMS キーあたりのエイリアス (p. 464)クォータを
超えた場合、AccessDenied の例外が適用されます。
アクセスを復元するには、KMS キーに関連付けられたエイリアスを削除して、クォータに適合させます。
または、別のメカニズムを使用して、ユーザーに KMS キーへのアクセスを許可します。

認可変更の遅延
タグとエイリアスを変更すると、KMS キーの認可に影響を及ぼすまでに最大 5 分かかる場合があります。
結果として、タグやエイリアスの変更が認可に影響を与える前に、API オペレーションからのレスポンス
に反映される可能性があります。この遅延はほとんどの場合、結果整合性の短い遅延よりも長くなる可能
性があり、AWS KMS オペレーションに最も大きく影響します。
例えば、特定のプリンシパルに "Purpose"="Test" タグで KMS キーの使用を許可する IAM ポリシーな
どです。次に、"Purpose"="Test"タグを KMS キーに追加します。TagResource オペレーションが完
了し、ListResourceTags レスポンスによって、タグが KMS キーに割り当てられていることが確認されて
も、プリンシパルは KMS キーに最大 5 分間アクセスできない場合があります。
エラーを防ぐには、この予想される遅延をコードに組み込みます。

エイリアスの更新によるリクエストの失敗
エイリアスを更新するときは、既存のエイリアスを別の KMS キーに関連付けます。
エイリアス名 (p. 17)またはエイリアス ARN (p. 16) を指定する Decrypt および ReEncrypt リクエストは、
エイリアスが暗号文を暗号化していない KMS キーに関連付けられたため、失敗することがあります。こ
の状況は通常、IncorrectKeyException または NotFoundException を返します。または、リクエ
ストに KeyId または DestinationKeyId パラメータがない場合、発信者が暗号文を暗号化した KMS
キーにアクセスできなくなったため、AccessDenied の例外により、オペレーションは失敗する可能性が
あります。
CloudTrail ログで CreateAlias (p. 93)、UpdateAlias (p. 127)、DeleteAlias (p. 99) ログエントリを探して、
変更を追跡できます。ListAliases レスポンスの LastUpdatedDate フィールド値を使用して、変更を検出
することもできます。
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例えば、次の ListAliases レスポンスの例では、kms:ResourceAliases 条件の ProjectAlpha_Test
エイリアスが更新されたことを確認できます。この結果、エイリアスに基づくアクセス許可を持つプリン
シパルは、以前に関連付けられた KMS キーにアクセスできなくなります。代わりに、新しく関連付けら
れた KMS キーにアクセスできます。
$ aws kms list-aliases --query 'Aliases[?starts_with(AliasName, `alias/ProjectAlpha`)]'
{

}

"Aliases": [
{
"AliasName": "alias/ProjectAlpha_Test",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/ProjectAlpha_Test",
"TargetKeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"CreationDate": 1566518783.394,
"LastUpdatedDate": 1605308931.903
},
{
"AliasName": "alias/ProjectAlpha_Restricted",
"AliasArn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/ProjectAlpha_Restricted",
"TargetKeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1553410800.010,
"LastUpdatedDate": 1553410800.010
}
]

この変更を回避するのは簡単ではありません。エイリアスを再度更新して、元の KMS キーに関連付ける
ことができます。ただし、オペレーションを行う前に、その変更が現在関連付けられている KMS キーに
及ぼす影響を考慮する必要があります。プリンシパルが暗号化オペレーションで後者の KMS キーを使用
した場合は、引き続きそのキーにアクセスする必要がある可能性もあります。この場合はポリシーを更新
し、プリンシパルに両方の KMS キーを使用するアクセス許可があることを確認します。
エイリアスを更新する前にポリシーを検索して、エイリアスに依存するアクセスを検出することで、この
ようなエラーを防ぐことができます。次に、エイリアスに関連付けられているすべてのリージョンで KMS
キーを取得します。エイリアス管理許可を、必要とするプリンシパルにのみ付与し、エイリアス管理許可
の制限 (p. 43)を、管理する必要があるエイリアスに設定します。

他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許
可する
異なる AWS アカウント で、IAM ユーザーまたはロールに、アカウントの AWS KMS key (KMS キー) の
使用を許可できます。クロスアカウントアクセスには、KMS キーのキーポリシーと、外部ユーザーアカウ
ントの IAM ポリシーのアクセス許可が必要です。
クロスアカウント許可は、以下のオペレーションに対してのみ有効です。
• 暗号化オペレーション (p. 14)
• CreateGrant
• DescribeKey
• GetKeyRotationStatus
• GetPublicKey
• ListGrants
• RetireGrant
• RevokeGrant
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別のアカウントのユーザーに他のオペレーションのアクセス許可を付与しても、それらのアクセス許可に
は効果がありません。例えば、別のアカウントのプリンシパルに、IAM ポリシーの kms:ListKeys アクセス
許可を付与した場合、またはキーポリシーの KMS キーで kms:ScheduleKeyDeletion を付与した場合、リ
ソースでこれらのオペレーションを呼び出そうとするユーザーの試行は失敗します。
別のアカウントの AWS KMS オペレーションで KMS キーを使用する方法の詳細については、AWS KMS
アクセス権限 (p. 291) および 他のアカウントで KMS キーを使用する (p. 273) のクロスアカウント使
用の記事を参照してください。また、AWS Key Management Service API リファレンスの各 API の説明
に、クロスアカウント使用のセクションがあります。

Warning
KMS キー使用のアクセス許可をプリンシパルに付与する際は注意してください。可能な限り、
最小権限 の原則に従ってください。オペレーションで必要な KMS キーのみに、アクセスを許可
します。
また、使い慣れていない KMS キー、特に別のアカウントの KMS キーを使用する際にも注意して
ください。悪意のあるユーザーは、ユーザーまたはユーザーのアカウントに関する情報を取得す
るために、KMS キーの使用許可を付与する可能性があります。
ポリシーを使用してアカウント内のリソースを保護する方法については、「IAM ポリシーのベス
トプラクティス (p. 186)」を参照してください。
別のアカウントのユーザーとロールに KMS キーを使用するアクセス許可を付与するには、2 つの異なるタ
イプのポリシーを使用する必要があります。
• KMS キーのキーポリシーでは、KMS キーを使用するアクセス許可を、外部アカウント (または外部アカ
ウントのユーザーとロール) に付与する必要があります。キーポリシーは、KMS キーを所有するアカウ
ントにあります。
• 外部アカウントの IAM ポリシーは 、キーポリシーのアクセス権限をそのユーザーとロールに委任する必
要があります。これらのポリシーは外部アカウントで設定され、そのアカウントのユーザーとロールに
アクセス許可を与えます。
キーポリシーによって、KMS キーにアクセスできるユーザーが決定されます。IAM ポリシーによっ
て、KMS キーにアクセスするユーザーが決定されます。キーポリシーも IAM ポリシーも十分ではありま
せん。両方を変更する必要があります。
キーポリシーを編集するために、AWS Management Console のポリシー
ビュー (p. 181)、CreateKey、PutKeyPolicy オペレーションを使用できます。KMS キーの作成時にキー
ポリシーを設定する方法については、他のアカウントで使用できる KMS キーを作成する (p. 271) を参照
してください。
IAM ポリシーの編集については、「AWS KMS で IAM ポリシーを使用する (p. 184)」を参照してくださ
い。
キーポリシーと IAM ポリシーが連携して、別のアカウントで KMS キーの使用を許可する方法を示す例に
ついては、例 2: ユーザーが別の AWS アカウント の KMS キーを使用するためのアクセス許可を持つロー
ルを引き受ける (p. 288) を参照してください。
KMS キーのクロスアカウント AWS KMS オペレーションの結果は、AWS CloudTrail ログ (p. 88)に表示さ
れます。他のアカウントで KMS キーを使用するオペレーションは、発信者のアカウントと KMS キー所有
者のアカウントの両方に記録されます。
トピック
• ステップ 1: ローカルアカウントにキーポリシーステートメントを追加する (p. 269)
• ステップ 2: 外部アカウントに IAM ポリシーを追加する (p. 271)
• 他のアカウントで使用できる KMS キーを作成する (p. 271)
• 外部 KMS キーの使用を許可する AWS のサービス (p. 273)
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• 他のアカウントで KMS キーを使用する (p. 273)

Note
このトピックの例は、キーポリシーと IAM ポリシーを併用して、KMS キーへのアクセス権を付
与し、それらを制限する方法を示しています。これらの一般的な例は、特定の AWS のサービス
が必要とする KMS キーの許可を表すものではありません。AWS のサービスが必要とする許可の
詳細については、サービスドキュメントの暗号化トピックを参照してください。

ステップ 1: ローカルアカウントにキーポリシース
テートメントを追加する
KMS キーのキーポリシーは、KMS キーにアクセスできるユーザーと、実行できるオペレーションの主要
な決定要因です。キーポリシーは常に、KMS キーを所有するアカウントにあります。IAM ポリシーとは
異なり、キーポリシーはリソースを指定しません。リソースは、キーポリシーに関連付けられている KMS
キーです。
KMS キーを使用する許可を外部アカウントに付与するには、外部アカウントを指定するステートメント
をキーポリシーに追加します。キーポリシーの Principal 要素に、外部アカウントの Amazon リソース
ネーム (ARN) を入力します。

Note
KMS キーのキーポリシーでは、KMS キーを使用するアクセス許可を、外部アカウント (または外
部アカウントのユーザーとロール) に付与する必要があります。
キーポリシーで外部アカウントを指定すると、外部アカウントの IAM 管理者は IAM ポリシーを使用し
て、外部アカウントのすべてのユーザーおよびロールにこれらのアクセス権限を委任できます。また、
ユーザーおよびロールが実行できるキーポリシーで指定されたアクションを決定することもできます。
外部アカウントとそのプリンシパルに付与されたアクセス許可は、KMS キーとそのキーポリシーをホスト
するリージョンで外部アカウントが有効になっている場合にのみ有効です。デフォルトで有効になってい
ないリージョン (「オプトインリージョン」) については、AWS 全般のリファレンスの AWS リージョン
の管理を参照してください。
例えば、アカウント 444455556666 にアカウント 111122223333 の対称暗号化 KMS キーの使用を許可
するとします。これを行うには、次の例のようなポリシーステートメントを、アカウント 111122223333
の KMS キーのキーポリシーに追加します。このポリシーステートメントは、対称暗号化 KMS キーの暗号
化オペレーションで KMS キーを使用する許可を外部アカウントである 444455556666 に付与します。
{

}

"Sid": "Allow an external account to use this KMS key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::444455556666:root"
]
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"
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外部アカウントにアクセス許可を付与する代わりに、キーポリシーで特定の外部ユーザーとロールを指
定できます。ただし、外部アカウントの IAM 管理者が適切な IAM ポリシーを IAM 管理者のアイデンティ
ティにアタッチするまで、これらのユーザーとロールは KMS キーを使用できません。IAM ポリシーは、
キーポリシーで指定されている外部ユーザーとロールのすべてまたはサブセットにアクセス許可を与え
ることができます。また、キーポリシーで指定されたアクションのすべてまたはサブセットを許可できま
す。
キーポリシーで ID を指定すると、外部アカウントの IAM 管理者が提供できるアクセス権限が制限されま
す。ただし、2 つのアカウントを使用したポリシー管理はより複雑になります。例えば、ユーザーまたは
ロールを追加する必要があるとします。IAM 管理者のアイデンティティを、KMS キーを所有するアカウン
トのキーポリシーに追加し、アイデンティティのアカウントに IAM ポリシーを作成する必要があります。
キーポリシーで特定の外部ユーザーまたはロールを指定するには、Principal 要素に、外部アカウント
のユーザーまたはロールの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します。
例えば、次のキーポリシーステートメントの例では、ExampleRole、および 444455556666 の
ExampleUser に、アカウント 111122223333 の KMS キーの使用を許可します。このキーポリシース
テートメントは、対称暗号化 KMS キーの暗号化オペレーションで KMS キーを使用する許可を外部アカウ
ントである 444455556666 に付与します。
{

}

"Sid": "Allow an external account to use this KMS key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::444455556666:role/ExampleRole",
"arn:aws:iam::444455556666:user/ExampleUser"
]
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"

Note
条件を使用してキーポリシーを制限しない限り、アクセス許可を許可するキーポリシーステート
メントで、プリンシパルをアスタリスク (*) に設定しないでください。アスタリスクは、別のポリ
シーステートメントが明示的に拒否しない限り、すべての AWS アカウント のすべてのアイデン
ティティに、KMS キーを使用するアクセス許可を付与します。他の AWS アカウント のユーザー
は、KMS キーを使用するために、各自のアカウントで対応する IAM アクセス許可が必要です。
また、外部アカウントに付与するアクセス許可を決定する必要があります。KMS キーに対するアクセス許
可のリストについては、AWS KMS アクセス権限 (p. 291) を参照してください 。
暗号化オペレーション (p. 14)で KMS キーを使用したり、AWS KMS と統合された AWS のサービス
で KMS キーを使用したりするためのアクセス許可を外部アカウントに付与できます。これを行うに
は、AWS Management Console の Key Users セクションを使用します。詳細については、「他のアカウ
ントで使用できる KMS キーを作成する (p. 271)」を参照してください。
キーポリシーで他のアクセス許可を指定するには、キーポリシードキュメントを編集します。例えば、復
号するが暗号化しないアクセス許可をユーザーに付与したり、KMS キーが表示されても使用できないアク
セス許可を付与したりできます。キーポリシードキュメントを編集するには、AWS Management Console
でポリシービュー (p. 181)を使用するか、CreateKey オペレーションまたは PutKeyPolicy オペレーショ
ンを使用します。
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ステップ 2: 外部アカウントに IAM ポリシーを追加す
る
KMS キーを所有するアカウントのキーポリシーは、アクセス許可の有効範囲を設定します。ただし、外部
アカウントのユーザーとロールは、それらのアクセス許可を委任する IAM ポリシーをアタッチするか、権
限を使用して KMS キーへのアクセスを管理するまで、KMS キーを使用できません。IAM ポリシーは外部
アカウントで設定されます。
キーポリシーが外部アカウントにアクセス許可を与える場合は、アカウント内の任意のユーザーまたは
ロールに IAM ポリシーをアタッチできます。ただし、キーポリシーが指定したユーザーまたはロールにア
クセス許可を付与する場合、IAM ポリシーでは、指定したユーザーとロールのすべてまたはサブセットに
のみそれらのアクセス許可を付与できます。IAM ポリシーが他の外部ユーザーまたはロールにKMS キーへ
のアクセスを許可しても、影響はありません。
キーポリシーは、IAM ポリシー内のアクションも制限します。IAM ポリシーは、キーポリシーで指定され
たアクションのすべてまたはサブセットを委任できます。IAM ポリシーに、キーポリシーで指定されてい
ないアクションがリストされている場合、それらのアクセス権限は有効ではありません。
以下の IAM ポリシー例では、プリンシパルがアカウント 111122223333 の KMS キーを暗号化オペ
レーションに使用することを許可します。アカウント内のユーザーとロールにこの権限を付与するには
444455556666, 、アカウント内のユーザーまたはロールにポリシーをアタッチ 444455556666します。
{

"Sid": "AllowUseOfKeyInAccount111122223333",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}

このポリシーに関する以下の詳細情報に注意してください。
• キーポリシーとは異なり、IAM ポリシーステートメントには Principal 要素が含まれていませ
ん。IAM ポリシーでは、プリンシパルはポリシーがアタッチされている ID です。
• IAM ポリシーの Resource エレメントは、プリンシパルが使用できる KMS キーを識別します。KMS
キーを指定するには、そのキー ARN (p. 16) を Resource 要素に追加します。
• Resource 要素には複数の KMS キーを指定できます。ただし、Resource 要素で特定の KMS キーを
指定しないと、意図したよりも多くの KMS キーへのアクセス許可を、誤って付与する可能性がありま
す。
• 外部ユーザーが AWS KMS と統合された AWS サービスで KMS キーを使用できるようにするには、
キーポリシーまたは IAM ポリシーにアクセス許可を追加する必要があります。詳細については、「外部
KMS キーの使用を許可する AWS のサービス (p. 273)」を参照してください。
IAM ポリシーのオペレーションの詳細については、「IAM ポリシー (p. 184)」を参照してください。

他のアカウントで使用できる KMS キーを作成する
CreateKey オペレーションを使用して KMS キーを作成する場合、その Policy パラメータを使用し
て、KMS キーを使用する許可を外部アカウント、または外部ユーザーとロールに付与するキーポリ
シー (p. 269)を指定できます。また、キーとロールがキー ポリシーで指定されている場合でも、これら
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のアクセス権限をアカウントのユーザーとロールに委任する IAM (p. 271) ポリシーを外部アカウントに
追加する必要があります。キーポリシーは、 PutKeyPolicy オペレーションを使用していつでも変更できま
す。
AWS Management Console で KMS キーを作成するときは、そのキーポリシーも作成します。キー管理
者セクションとキーユーザーセクションでアイデンティティを選択すると、AWS KMS はこれらのアイデ
ンティティのポリシーステートメントを KMS キーのキーポリシーに追加します。
Key Users セクションでは、外部アカウントをキーユーザーとして追加することもできます。

外部アカウントのアカウント ID を入力すると、 AWS KMS はキーポリシーに 2 つのステートメントを
追加します。このアクションは、キーポリシーにのみ影響します。外部アカウントのユーザーとロー
ルは、IAM ポリシーを (p. 271)アタッチしてこれらのアクセス許可の一部またはすべてを付与するま
で、KMS キーを使用できません。
最初のポリシーステートメントでは、暗号化オペレーションで KMS キーを使用するアクセス許可を外部
アカウントに付与します。
{

}

"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::444455556666:root"
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"

2 番目のポリシーステートメントでは、外部アカウントが KMS キーで権限を作成、表示、取り消すこと
を許可します。ただし、リクエストが AWS KMS と統合された AWS サービスからのものである場合に限
ります。これらのアクセス許可は、KMS キーを使用するためにユーザーデータを暗号化するなどの、他の
AWS のサービスを許可します。
これらのアクセス許可は、Amazon WorkMail (p. 518) などの AWS サービスのユーザーデータを暗号化
する KMS キー向けに設計されています。これらのサービスでは、通常、ユーザーに代わって KMS キーを
使用するために必要なアクセス許可を取得するために権限を使用します。詳細については、「外部 KMS
キーの使用を許可する AWS のサービス (p. 273)」を参照してください。
{

"Sid": "Allow attachment of persistent resources",
"Effect": "Allow",
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}

"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::444455556666:root"
},
"Action": [
"kms:CreateGrant",
"kms:ListGrants",
"kms:RevokeGrant"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Bool": {
"kms:GrantIsForAWSResource": "true"
}
}

これらのアクセス許可がニーズを満たさない場合は、コンソールのポリシービュー (p. 181)で 、または
PutKeyPolicy オペレーションを使用して編集できます。外部アカウントにアクセス許可を付与する代わ
りに、特定の外部ユーザーとロールを指定できます。ポリシーで指定するアクションを変更できます。ま
た、グローバル条件と AWS KMS ポリシー条件を使用して、アクセス許可を絞り込むことができます。

外部 KMS キーの使用を許可する AWS のサービス
別のアカウントのユーザーに、AWS KMS と統合されたサービスで KMS キーを使用するアクセス許可
を付与できます。例えば、外部アカウントのユーザーは KMS キーを使用して、Amazon S3 バケット
内のオブジェクトを暗号化 (p. 508)したり、AWS Secrets Manager に保存されたシークレットを暗号
化 (p. 505)したりできます。
キーポリシーでは、KMS キーを使用するための許可を外部ユーザーまたは外部ユーザーのアカウントに付
与する必要があります。さらに、AWS サービスを使用するアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリ
シーを、アイデンティティにアタッチする必要があります。また、このサービスでは、ユーザーがキーポ
リシーまたは IAM ポリシーで、追加のアクセス許可を持っている必要があります。詳細については、サー
ビスのドキュメントを参照してください。

他のアカウントで KMS キーを使用する
KMS キーを使用するアクセス許可を別の AWS アカウント で持っている場合、AWS Management
Console、AWS SDK、AWS CLI、AWS Tools for PowerShell で KMS キーを使用できます。
シェルコマンドまたは API リクエストで別のアカウントの KMS キーを識別するには、次のキー識別
子 (p. 15)を使用します。
• 暗号化オペレーション (p. 14)、DescribeKey、GetPublicKey の場合は、KMS キーのキー ARN (p. 16) ま
たはエイリアス ARN (p. 16) を使用します。
• CreateGrant、GetKeyRotationStatus、ListGrants、RevokeGrant の場合、KMS キーのキー ARN を使用
します。
キー ID またはエイリアス名のみを入力する場合、AWS では、KMS キーがアカウントにあることを前提と
します。
AWS KMS コンソールでは、他のアカウントの KMS キーを使用するためのアクセス許可がある場合で
も、KMS キーは表示されません。他の AWS サービスのコンソールに表示される KMS キーのリストに
は、他のアカウントの KMS キーは含まれません。
AWS サービスのコンソールで異なるアカウントの KMS キーを指定するには、KMS キーのキー ARN また
はエイリアス ARN を入力する必要があります。必要なキー識別子はサービスによって異なり、サービス
コンソールとその API オペレーションとの間でも異なる場合があります。詳細については、サービスのド
キュメントを参照してください。
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AWS KMS のサービスにリンクされたロールの使用
AWS Key Management Service は AWS Identity and Access Management (IAM) サービスリンクロールを
使用します。サービスにリンクされたロールは、 に直接リンクされた一意のタイプの IAM ロールです
AWS KMS サービスにリンクされたロールは、AWS KMS によって定義されたロールであり、ユーザーに
代わってサービスから AWS の他のサービスを呼び出すために必要なすべてのアクセス許可を備えていま
す。
サービスにリンクされたロールを使用すると、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなるた
め、AWS KMS の設定が簡単になります。AWS KMS は、このサービスにリンクされたロールのアクセス
許可を定義します。特に定義されている場合を除き、AWS KMS 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を削除するには、まずその関連リソースを削除します。これにより、リ
ソースへの意図しないアクセスによるアクセス許可の削除が防止され、AWS KMS リソースは保護されま
す。
サービスにリンクされたロールをサポートする他のサービスについては、IAM と連携する AWS のサービ
スを参照して、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列が [Yes] (はい) になっているサー
ビスを見つけてください。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、はい リンクを選択します。

AWS KMS カスタムキーストア用のサービスにリンク
されたロールのアクセス許可
AWS KMS は、AWSServiceRoleForKeyManagementServiceCustomKeyStores という名前のサービスリ
ンクロールを使用して、カスタムキーストア (p. 407)をサポートします。このサービスリンクロール
は、AWS KMS に、AWS CloudHSM クラスターを表示して、カスタムキーストアとその AWS CloudHSM
クラスターをサポートするネットワークインフラストラクチャを作成する許可を付与します。AWS KMS
はこのロールを、カスタムキーストア (p. 407)を作成する場合にのみ作成します。このサービスにリンク
されたロールを直接作成することはできません。
AWSServiceRoleForKeyManagementServiceCustomKeyStores サービスリンクロールは、ロールを引き受
ける cks.kms.amazonaws.com ことを信頼します。その結果、AWS KMS だけがこのサービスにリンク
されたロールを引き受けることができます。
ロールのアクセス許可は、カスタムキーストアを AWS KMS クラスターに接続するために AWS
CloudHSM が実行するアクションに限定されます。AWS KMS に対して追加のアクセス許可は付与され
ません。たとえば、AWS KMS に、AWS CloudHSM クラスター、HSM、またはバックアップを作成、管
理、または削除するためのアクセス許可はありません。
AWSServiceRoleForKeyManagementServiceCustomKeyStores ロールの、アクセス許可リスト、ロールの
表示方法、ロールの説明の編集、ロールの削除、および AWS KMS による再作成の方法を含む詳細につい
ては、AWS CloudHSM および Amazon EC2 リソースの管理を AWS KMS に認可する (p. 412) を参照し
てください。

AWS KMS マルチリージョンキーのサービスリンク
ロールの許可
AWS KMS は、AWSServiceRoleForKeyManagementServiceMultiRegionKeys という名前のサービスリ
ンクロールを使用して、マルチリージョンキー (p. 349)をサポートします。このサービスリンクロー
ルは、AWS KMS にアクセス許可を付与して、マルチリージョンのプライマリキーのキーマテリアル
に対する変更をレプリカキーと同期します。AWS KMS はこのロールを、マルチリージョンプライマリ
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キー (p. 355)を作成する場合にのみ作成します。このサービスにリンクされたロールを直接作成すること
はできません。
AWSServiceRoleForKeyManagementServiceMultiRegionKeys サービスリンクロール
は、mrk.kms.amazonaws.com を信頼してロールを引き受けます。その結果、AWS KMS だけがこの
サービスにリンクされたロールを引き受けることができます。ロールのアクセス許可は、AWS KMS が
実行するアクションに制限され、キーマテリアルと関連するマルチリージョンキーの同期を維持しま
す。AWS KMS に対して追加のアクセス許可は付与されません。
AWSServiceRoleForKeyManagementServiceMultiRegionKeys ロールの、アクセス許可リスト、ロールの
表示方法の説明、ロールの説明の編集、ロールの削除、および AWS KMS による再作成の方法を含む詳細
については、マルチリージョンキーの同期を AWS KMS に認可する (p. 361) を参照してください。

AWS KMS でハイブリッドポスト量子 TLS を使用
する
AWS Key Management Service (AWS KMS) は、Transport Layer Security (TLS) ネットワーク暗号化
プロトコル用のハイブリッドポスト量子キー交換オプションをサポートします。この TLS オプション
は、AWS KMS API エンドポイントに接続するときに使用できます。この機能はポスト量子アルゴリズム
が標準化される前に提供されているため、これらのキー交換プロトコルの AWS KMS コールへの影響のテ
ストを開始できます。これらのオプションのハイブリッドポスト量子キー交換機能は、現在使用している
TLS 暗号化と同等以上に安全であり、セキュリティ上のさらなる利点をもたらす可能性があります。ただ
し、現在使用されている従来のキー交換プロトコルと比較して、レイテンシーとスループットに影響しま
す。
AWS Key Management Service (AWS KMS) に送信されたデータは、Transport Layer Security (TLS) 接続
が提供する暗号化によって転送中に保護されます。AWS KMS が TLS セッションでサポートしている従
来の暗号スイートにより、現在のテクノロジーではキー交換メカニズムに対するブルートフォース攻撃
は実行不可能です。しかし、大規模な量子コンピューティングが将来実用的になると、TLS 鍵交換メカ
ニズムで使用される従来の暗号スイートは、これらの攻撃の影響を受けやすくなります。TLS 接続を介
して渡されるデータの長期的な機密性に依存するアプリケーションを開発している場合は、大規模な量
子コンピュータが使用できるようになる前に、ポスト量子暗号化に移行する計画を検討する必要がありま
す。AWS は、この未来に備えるために取り組んでいます。また、皆さんにも十分に備えてほしいと思って
います。
潜在的な将来の攻撃から現在暗号化されたデータを保護するために、AWS は量子耐性またはポスト量子ア
ルゴリズムを開発する暗号化コミュニティに参加しています。AWS KMS エンドポイントにハイブリッド
ポスト量子キー交換暗号スイートを実装しました。これらのハイブリッド暗号スイートは、従来の要素と
ポスト量子要素を組み合わせたもので、これにより TLS 接続が少なくとも従来の暗号スイートと同じくら
い強力になります。
これらのハイブリッド暗号スイートは、ほとんどの AWS リージョン (p. 276) の本稼働用ワークロード
で使用できます。ただし、ハイブリッド暗号スイートのパフォーマンス特性と帯域幅要件は従来のキー交
換メカニズムのものとは異なるため、異なる条件下での AWS KMS API コールでテストする (p. 278)こ
とをお勧めします。
フィードバック
これまでと同様、皆様のフィードバックや私たちのオープンソースリポジトリへの参加はいつでも歓迎で
す。特に、この新しい種類の TLS トラフィックが皆様のインフラストラクチャとどのように相互作用する
かをぜひお聞かせください。
• このトピックに関するフィードバックを提供するには、このページの右下隅にある [フィードバック] リ
ンクを使用してください。また、GitHub の aws-kms-developer-docs リポジトリで、問題またはプルリ
クエストを作成することもできます。
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• これらのハイブリッド暗号スイートは、GitHub の s2n-tls リポジトリのオープンソースで開発されてい
ます。暗号スイートのユーザビリティに関するフィードバックを提供したり、新しいテスト条件や結果
を共有したりするには、s2n-tls リポジトリで課題を作成してください。
• AWS KMS でハイブリッドポスト量子 TLS を使用するためのコードサンプルを、aws-kms-pq-tlsexample GitHub リポジトリに記述しています。ハイブリッド暗号スイートを使用するための HTTP ク
ライアントまたは AWS KMS クライアントの設定に関して質問したり、アイデアを共有するには、awskms-pq-tls-example リポジトリで課題を作成します。
サポートされる AWS リージョン
AWS KMS 用のポスト量子 TLS は、AWS GovCloud (米国東部)、AWS GovCloud (米国西部)、中国 (北
京)、中国 (寧夏) を除き、AWS KMS がサポートされているすべての AWS リージョン で使用できます。
それぞれの AWS リージョン の AWS KMS エンドポイントのリストについては、「アマゾン ウェブ サー
ビス全般リファレンス」の「AWS Key Management Service エンドポイントとクォータ」を参照してくだ
さい。FIPS エンドポイントの詳細については、「アマゾン ウェブ サービス全般リファレンス」の「FIPS
エンドポイント」を参照してください。

TLS におけるハイブリッドポスト量子キー交換につい
て
AWS KMS は、ハイブリッドポスト量子キー交換暗号スイートをサポートします。AWS SDK for Java 2.x
および AWS 共通ランタイム (CRT) を使用して HTTP クライアントを設定し、これらの暗号スイートを
Linux システムで使用することができます。その後、HTTP クライアントで AWS KMS エンドポイントに
接続するたびに、ハイブリッド暗号スイートが使用されます。
この HTTP クライアントは、TLS プロトコルのオープンソース実装である s2n-tls を使用します。s2n-tls
には、転送中の暗号化のためのハイブリッドポスト量子アルゴリズムの実装を含む pq-crypto モジュール
が含まれています。
s2n-tls のハイブリッド暗号スイートは、直接データ暗号化ではなく、キー交換専用に実装されています。
キー交換中、クライアントとサーバーは、転送中にデータの暗号化と復号に使用するキーを計算します。
s2n-tls が使用しているアルゴリズムは、Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH)、TLS で現在使用されている
従来の鍵交換アルゴリズムを Kyber を組み合わせたハイブリッドで、アメリカ国立標準技術研究所 (NIST)
が最初の標準ポスト量子キー合意アルゴリズとして指定した公開鍵暗号化およびキー確立アルゴリズムで
す。このメカニズムは、各アルゴリズムを独立して使用してキーを生成します。次に、2つのキーを暗号
的に組み合わせます。s2n-tls では、プリファレンスリストで ECDH と Kyber を最初に配置する暗号プリ
ファレンスを使用して、HTTP クライアントを設定 (p. 277)できます。互換性を確保するために、従来の
キー交換アルゴリズムがプリファレンスリストに含まれていますが、プリファレンスの順序では低くなっ
ています。
進行中の研究で、Kyber アルゴリズムには予想されるポスト量子強度が欠けていることが明らかになった
場合でも、ハイブリッドキーは現在使用されている単独の ECDH キーと少なくとも同じ強度です。このプ
ロセスが完了するまで、ポスト量子アルゴリズムを単独で使用するのではなく、ハイブリッドアルゴリズ
ムを使用することをお勧めします。

AWS KMS でハイブリッドポスト量子 TLS を使用す
る
AWS KMS へのコールには、ハイブリッドポスト量子 TLS を使用できます。HTTP クライアントのテスト
環境を設定するときは、次の点に注意してください。
転送時の暗号化

276

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
設定方法

s2n-tls のハイブリッド暗号スイートは、転送中の暗号化のみに使用されます。これらはクライアントから
AWS KMS エンドポイントへ移動中のデータを保護します。AWS KMS はこれらの暗号スイートを使用し
て AWS KMS keys のデータを暗号化しません。
代わりに、AWS KMS が KMS キーでデータを暗号化する際は、256 ビットキーによる対称暗号化と、既
に量子耐性を備えている Advanced Encryption Standard in Galois Counter Mode (AES-GCM) アルゴリズ
ムを使用します。理論上の将来、256 ビット AES-GCM キーで作成された暗号文に対する大規模な量子コ
ンピューティング攻撃は、キーの効果的なセキュリティを 128 ビットに低下させます。このセキュリティ
レベルは、AWS KMS 暗号文に対するブルートフォース攻撃を実行不可能にするのに十分です。
サポートされているシステム
s2n-tls のハイブリッド暗号スイートの使用は、現在 Linux システムでのみサポートされています。加え
て、これらの暗号スイートは、AWS SDK for Java 2.x などの AWS 共通ランタイムをサポートする SDK
でのみサポートされます。例については、「ハイブリッドポスト量子 TLS の設定方法 (p. 277)」を参照
してください。
AWS KMS エンドポイント
ハイブリッド暗号スイートを使用する場合は、標準 AWS KMS エンドポイントを使用します。s2n-tls のハ
イブリッド暗号スイートは、AWS KMS の FIPS 140-2 検証済みエンドポイントと互換性がありません。ポ
スト量子アルゴリズムは、検証済み暗号モジュールでは許可されていません。
s2n-tls のハイブリッドポスト量子暗号プリファレンスを使用して HTTP クライアントを構成すると、ポス
ト量子暗号は暗号プリファレンスリストの先頭になります。ただし、互換性を保つため、プリファレンス
リストには優先順で低い従来の非ハイブリッド暗号が含まれています。AWS KMS FIPS 140-2 検証済みエ
ンドポイントでこの暗号設定を使用する場合、s2n-tls は従来の非ハイブリッドキー交換暗号をネゴシエー
トします。
それぞれの AWS リージョン の AWS KMS エンドポイントのリストについては、「アマゾン ウェブ サー
ビス全般リファレンス」の「AWS Key Management Service エンドポイントとクォータ」を参照してくだ
さい。FIPS エンドポイントの詳細については、「アマゾン ウェブ サービス全般リファレンス」の「FIPS
エンドポイント」を参照してください。
期待されるパフォーマンス
初期のベンチマークテストでは、s2n-tls のハイブリッド暗号スイートは従来の TLS 暗号スイートよりも遅
いことが示されています。この効果は、ネットワークプロファイル、CPU 速度、コア数、コールレートに
よって異なります。パフォーマンステストの結果については、「How to tune TLS for hybrid post-quantum
cryptography with Kyber」(Kyber でハイブリッドポスト量子暗号用に TLS を調整する方法) を参照してく
ださい。

ハイブリッドポスト量子 TLS の設定方法
この手順では、AWS 共通ランタイム HTTP クライアントのプレビューリリースに Maven 依存関係を追
加します。次に、ハイブリッドポスト量子暗号プリファレンスを使用する HTTP クライアントを設定しま
す。次に、HTTP クライアントを使用する AWS KMS クライアントを作成します。
AWS KMS でのハイブリッドポスト量子 TLS の設定と使用の完全な実例については、aws-kms-pq-tlsexample リポジトリを参照してください。
1.

Maven 依存関係に AWS 共通ランタイムクライアントを追加します。利用可能な最新バージョンを使
用することをお勧めします。
たとえば、以下のステートメントは Maven の依存関係に AWS 共通ランタイムクライアントのバー
ジョン 2.17.69-PREVIEW を追加します。
<dependency>
<groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
<artifactId>aws-crt-client</artifactId>
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<version>2.17.69-PREVIEW</version>
</dependency>

2.

ハイブリッドポスト量子暗号スイートを有効にするには、AWS SDK for Java 2.x をプロジェクトに追
加して初期化します。次に、次の例に示すように、ハイブリッド暗号スイートを有効にします。
このコードにより、ハイブリッド暗号スイートをサポートするシステムで作業していることを
確認できます。このコードでは、その後 Kyber ハイブリッド暗号スイートと ECDH を優先する
TLS_CIPHER_PREF_PQ_TLSv1_0_2021_05 暗号プリファレンスを使用して HTTP クライアントが
作成されます。最後に、データ転送に HTTP クライアントを使用する AWS KMS クライアントが作成
されます。
このコードでは、AWS KMS 非同期クライアントである KmsAsyncClient を使用します。こ
のクライアントは AWS KMS を非同期に呼び出します。このクライアントの詳細については、
「KmsAsyncClient Javadoc」 を参照してください。
このコードが完了すると、AWS KMS 非同期クライアントの AWS KMS API リクエストは、TLS のハ
イブリッド暗号スイートを使用します。
TlsCipherPreference tlsCipherPreference = TLS_CIPHER_PREF_PQ_TLSv1_0_2021_05;
// Check platform support
if(!tlsCipherPreference.isSupported()){
throw new RuntimeException("Hybrid post-quantum cipher suites are not supported on
this platform");
}
// Configure HTTP client
SdkAsyncHttpClient awsCrtHttpClient = AwsCrtAsyncHttpClient.builder()
.tlsCipherPreference(tlsCipherPreference)
.build();
// Create the AWS KMS async client
KmsAsyncClient kmsAsync = KmsAsyncClient.builder()
.httpClient(awsCrtHttpClient)
.build();

3.

ポスト量子 TLS を使用して AWS KMS の呼び出しをテストします。
構成された AWS KMS クライアントで AWS KMS API オペレーションを呼び出すと、コールはハイブ
リッドポスト量子 TLS を使用して AWS KMS エンドポイントに送信されます。設定をテストするに
は、ListKeys などの単純な AWS KMS API コールを実行します。
ListKeysReponse keys = kmsAsync.listKeys().get();

AWS KMS でハイブリッドポスト量子 TLS をテスト
する
AWS KMS を呼び出すアプリケーションで、ハイブリッド暗号スイートを使用して次のテストを実行する
ことを検討してください。
• 負荷テストとベンチマークを実行します。ハイブリッド暗号スイートの動作は、従来のキー交換アルゴ
リズムとは異なります。ハンドシェイク時間が長くなるように、接続のタイムアウトを調整する必要が
ある場合があります。AWS Lambda 関数内で実行している場合は、実行タイムアウト設定を拡張しま
す。
• 別の場所からの接続を試します。要求が通過するネットワークパスによっては、ディープパケットイン
スペクション (DPI) を持つ中間ホスト、プロキシ、またはファイアウォールが要求をブロックしている
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ことが検出されることがあります。これは、TLS ハンドシェイクの ClientHello 部分で新しい暗号スイー
トを使用した場合や、大きなキー交換メッセージから発生することがあります。これらの問題を解決で
きない場合は、セキュリティチームまたは IT 管理者と協力して、関連する構成を更新し、新しい TLS
暗号スイートのブロックを解除してください。

AWS KMS でのポスト量子 TLS について
AWS KMS でのハイブリッドポスト量子 TLS の使用の詳細については、次のリソースを参照してくださ
い。
• Amazon のポスト量子の見通しについては、アマゾンサイエンスのブログ「Preparing today for a postquantum cryptographic future」(ポスト量子暗号化の将来に向けて今から準備する) を参照してくださ
い。
• AWS KMS でのハイブリッドポスト量子の TLS 暗号スイートの使用については、パフォーマンスデータ
についても含めて、「How to tune TLS for hybrid post-quantum cryptography with Kyber」(Kyber でハイ
ブリッドポスト量子暗号用に TLS を調整する方法) を参照してください。
• TLS でのハイブリッドポスト量子キー交換の使用に関する技術情報については、「Hybrid PostQuantum Key Encapsulation Methods (PQ KEM) for Transport Layer Security 1.2 (TLS)」(TLS 1.2 のハ
イブリッドポスト量子キーカプセル化方式 (PQ KEM)) を参照してください。
• s2n-tls の詳細については、「新しいオープンソース TLS 実装である s2n-tls の導入」と「s2n-tls の使
用」を参照してください。
• AWS 共通ランタイム HTTP クライアントの詳細については、「Introducing AWS Common Runtime
HTTP Client in the AWS SDK for Java 2.x」を参照してください。
• AWS SDK for Java 2.x の詳細については、「AWS SDK for Java 2.x デベロッパーガイド」および
「AWS SDK for Java 2.x のリリース」ブログ投稿を参照してください。
• 米国国立標準技術研究所 (NIST) のポスト量子暗号プロジェクトの詳細については、「Post-Quantum
Cryptography」(ポスト量子暗号化) を参照してください。
• 米国国立標準技術研究所 (NIST) のポスト量子暗号標準化の詳細については、「Status Report on the
Third Round of the NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process」(NIST ポスト量子暗号
標準化プロセスの第 3 ラウンドに関するステータスレポート) (PDF) を参照してください。

AWS KMS keys へのアクセスを特定する
現在、AWS KMS key へアクセスできるユーザーやアプリケーションの範囲を明らかにするには、KMS
キーのキーポリシーと KMS キーに適用されるすべての権限 (p. 195)を確認する必要があります。また、
すべての AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーの確認が必要な可能性もあります。これ
らを確認することで、潜在的な KMS キーの使用範囲を明らかにしたり、コンプライアンスや監査の要件
を満たしたりできます。次のトピックは、現在 KMS キーにアクセスできる AWS プリンシパル (アイデン
ティティ) の完全なリストを作成するのに役立ちます。
トピック
• キーポリシーを確認する (p. 279)
• IAM ポリシーの確認 (p. 282)
• 許可の確認 (p. 283)
• キーアクセスのトラブルシューティング (p. 284)

キーポリシーを確認する
キーポリシー (p. 163)は、KMS キーへのアクセスを制御するための主要な方法です。すべての KMS
キーには、厳密に 1 つのキーポリシーが必要です。
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キーポリシーがデフォルトのキーポリシー (p. 168)で設定されるか、含まれている場合、キーポリシー
によって、アカウントの IAM 管理者が IAM ポリシーを使用し、KMS キーへのアクセスを制御できるよ
うになります。また、キーポリシーによって KMS キーを使用するアクセス許可が別の AWS アカウン
ト (p. 267) に付与されている場合、外部アカウントの IAM 管理者は、IAM ポリシーを使用してこれら
のアクセス許可を委任できます。KMS キーにアクセスできるプリンシパルの完全なリストを確認するに
は、IAM ポリシーを調べます (p. 282)。
AWS KMS カスタマーマネージドキー (p. 5)またはアカウントの AWS マネージドキー (p. 5) でキーポ
リシーを表示するには、AWS KMS APIで AWS Management Console または GetKeyPolicy オペレー
ションを使用します。キーポリシーを表示するには、KMS キーの kms:GetKeyPolicy アクセス許可が
必要です。KMS キーのキーポリシーを表示する手順については、the section called “キーポリシーの表
示” (p. 177) を参照してください。
キーポリシードキュメントを確認し、各ポリシーステートメントの Principal 要素で指定されているす
べてのプリンシパルを書き留めます。Principal 要素内の IAM ユーザー、IAM ロール、AWS アカウン
ト は、この KMS キーにアクセスできるアカウントを持っています。

Note
条件を使用してキーポリシーを制限しない限り、アクセス許可を許可するキーポリシーステート
メントで、プリンシパルをアスタリスク (*) に設定しないでください。アスタリスクは、別のポリ
シーステートメントが明示的に拒否しない限り、すべての AWS アカウント のすべてのアイデン
ティティに、KMS キーを使用するアクセス許可を付与します。他の AWS アカウント のユーザー
は、KMS キーを使用するために、各自のアカウントで対応する IAM アクセス許可が必要です。
次の例では、デフォルトのキーポリシー (p. 168)で見つかったポリシーステートメントを使用してこれを
行う方法を示します。

Example ポリシーステートメント 1
{

}

"Sid": "Enable IAM policies",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"

ポリシーステートメント 1 で、arn:aws:iam::111122223333:root は AWS アカウント
111122223333 を参照します。デフォルトでは、このようなポリシーステートメントは、AWS
Management Console で新しい KMS キーを作成するときに、キーポリシードキュメントに存在します。
このステートメントは、新しい KMS キーをプログラムで作成する際、キーポリシーが提供されない場合
にも存在します。
AWS アカウント (ルートユーザー) へのアクセスを許可するステートメントを持つキーポリシードキュメ
ントでは、アカウントの IAM ポリシーで KMS キーへのアクセスが有効化されます (p. 168)。つまり、ア
カウントの IAM ユーザーとロールは、キーポリシードキュメントにプリンシパルとして明示的にリストさ
れていない場合でも、KMS キーにアクセスできる可能性があります。プリンシパルとしてリストされてい
るすべての AWS アカウント のすべての IAM ポリシー (p. 282)を調べて、この KMS キーへのアクセス
を許可しているかどうかを判断します。

Example ポリシーステートメント 2
{

"Sid": "Allow access for Key Administrators",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/KMSKeyAdmin"},
"Action": [
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"kms:Describe*",
"kms:Put*",
"kms:Create*",
"kms:Update*",
"kms:Enable*",
"kms:Revoke*",
"kms:List*",
"kms:Disable*",
"kms:Get*",
"kms:Delete*",
"kms:ScheduleKeyDeletion",
"kms:CancelKeyDeletion"

}

],
"Resource": "*"

ポリシーステートメント 2 で、arn:aws:iam::111122223333:user/KMSKeyAdmin は AWS アカウン
ト の111122223333 の KMSKeyAdmin という名前の IAM ユーザーを参照します。このユーザーは、KMS
キーを管理するための管理アクションである、ポリシーステートメントにリストされたアクションを実行
できます。

Example ポリシーステートメント 3
{

}

"Sid": "Allow use of the key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/EncryptionApp"},
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:Encrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "*"

ポリシーステートメント 3 で、arn:aws:iam::111122223333:role/EncryptionApp は AWS アカ
ウント の111122223333 の EncryptionApp という名前の IAM ロールを参照します。このロールを引き受
けることができるプリンシパルは、KMS キーによるデータの暗号化および復号のための暗号化アクション
である、ポリシーステートメントにリストされたアクションを実行できます。

Example ポリシーステートメント 4
{

}

"Sid": "Allow attachment of persistent resources",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/EncryptionApp"},
"Action": [
"kms:ListGrants",
"kms:CreateGrant",
"kms:RevokeGrant"
],
"Resource": "*",
"Condition": {"Bool": {"kms:GrantIsForAWSResource": true}}

ポリシーステートメント 4 で、arn:aws:iam::111122223333:role/EncryptionApp は AWS アカ
ウント の111122223333 の EncryptionApp という名前の IAM ロールを参照します。このロールを引き受
けることができるプリンシパルは、ポリシーステートメントにリストされたアクションを実行できます。
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これらのアクションは、ポリシーステートメント 3 の例で許可されたアクションと連動する際に、KMS
キーの使用を、AWS KMS と統合されたほとんどの AWS のサービス (p. 475) (特に、権限 (p. 195)を使
用するサービス) に委任するために必要なアクションになります。Condition 要素により、AWS と統合
され、かつ認証に許可を使用する AWS KMS サービスが移譲対象である場合にのみ移譲が許可されるよう
になります。
キーポリシードキュメントでプリンシパルを指定する各種方法をすべて確認するには、IAM ユーザーガイ
ドのプリンシパルの指定を参照してください。
AWS KMS キーポリシーの詳細については、「AWS KMS のキーポリシー (p. 163)」を参照してくださ
い。

IAM ポリシーの確認
キーポリシーと権限に加えて、IAM ポリシーと KMS キーのキーポリシーを組み合わせて使用し、KMS
キーへのアクセスを許可することもできます。IAM ポリシーとキーポリシーがどのように連携するかにつ
いては、「キーアクセスのトラブルシューティング (p. 284)」を参照してください。
IAM ポリシーを使用して KMS キーに現在アクセスできるプリンシパルを特定するには、ブラウザベース
の IAM Policy Simulator ツールを使用するか、IAM API にリクエストします。
IAM ポリシーを調べる方法
• IAM ポリシーシミュレーターを使用した IAM ポリシーの確認 (p. 282)
• IAM API を使用した IAM ポリシーの確認 (p. 283)

IAM ポリシーシミュレーターを使用した IAM ポリシーの確認
IAM Policy Simulator は、IAM ポリシーを介して KMS キーにアクセスできるプリンシパルを学習するのに
役立ちます。

IAM Policy Simulator を使用して KMS キーへのアクセスを特定するには
1.

AWS Management Console にサインインし、https://policysim.aws.amazon.com/ で IAM Policy
Simulator を開きます。

2.

[Users, Groups, and Roles] ペインで、ポリシーをシミュレートするユーザー、グループ、またはロー
ルを選択します。

3.

(オプション) シミュレーションから除外するポリシーの横のチェックボックスをオフにします。すべ
てのポリシーをシミュレートする場合は、すべてのポリシーが選択された状態にします。

4.

[Policy Simulator] ペインで、以下のオペレーションを行います。
a.

[Select service] で、[Key Management Service] を選択します。

b.

特定の AWS KMS アクションをシミュレートするには、[Select actions] でシミュレートするアク
ションを選択します。すべての AWS KMS アクションをシミュレートする場合は、[Select All] を
選択します。

5.

(オプション) Policy Simulator が、デフォルトですべての KMS キーへのアクセスをシミュレートし
ます。 特定の KMS キーへのアクセスをシミュレートするには、[Simulation Settings] (シミュレー
ション設定) を選択し、シミュレートする KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) を入力しま
す。

6.

[Run Simulation (シミュレーションの実行)] を選択します。

シミュレーションの結果は、[Results] セクションに表示されます。AWS アカウント のすべての IAM ユー
ザー、グループ、ロールについて、ステップ 2 ～ 6 を繰り返します。
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IAM API を使用した IAM ポリシーの確認
IAM API を使用して、IAM ポリシーをプログラムで調べることができます。次のステップは、API でユー
ザーベースのポリシーを確認する方法の概要を示します。
1. キーポリシーでプリンシパルとしてリストされる各 AWS アカウント (つまり、"Principal":
{"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"} 形式でリストされる各ルートアカウント) につ
いて、IAM API の ListUsers オペレーションと ListRoles オペレーションを使用して、アカウントのすべ
ての IAM ユーザーとロールのリストを取得します。
2. リスト内の各 IAM ユーザーとロールについて、IAM API の SimulatePrincipalPolicy オペレーションを使
用し、以下のパラメータを渡します。
• PolicySourceArn について、リストのユーザーやロールから Amazon リソースネーム (ARN) を指
定します。 PolicySourceArn リクエスト SimulatePrincipalPolicy ごとに 1 つしか指定でき
ないので、このオペレーションは、リスト内の IAM ユーザーおよびロールごとに 1 回複数回呼び出
す必要があります。
• ActionNames のリストについて、シミュレートするすべての AWS KMS API アクションを指
定します。すべての AWS KMS API アクションをシミュレートするには、kms:* を使用しま
す。AWS KMS API アクションを個別にテストするには、各 API アクションを「kms:", for example
"kms:ListKeys」で実行します。すべての AWS KMS API アクションの完全なリストについて
は、AWS Key Management Service API リファレンスのアクションを参照してください。
• (オプション) IAM ユーザーやロールが特定の KMS キーにアクセスできるかどうかを特定するため
に、ResourceArns パラメータを使用して KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) のリスト
を指定します。IAM ユーザーまたはロールが KMS キーにアクセスできるかどうかを特定するため
に、ResourceArns パラメータを使用しないでください。
IAM は各 SimulatePrincipalPolicy リクエストに対して、、 allowed, explicitDeny, 、またはの
評価決定で応答 implicitDenyします。allowed の評価決定を含む各応答には、許可された特定の AWS
KMS API オペレーションの名前が含まれます。評価で使用した KMS キーの ARN がある場合は、これも
含まれます。

許可の確認
権限は、ユーザー、または AWS KMS と統合された AWS サービスが、KMS キーをいつどのように使用す
るかを指定できるアクセス許可を指定する、アドバンストメカニズムです。権限は KMS キーにアタッチ
され、各権限には KMS キーを使用するためのアクセス許可を受け取るプリンシパルと、許可されるオペ
レーションのリストが含まれます。許可は、キーポリシーに代わる手段であり、特定のユースケースで役
立ちます。詳細については、「AWS KMS でのグラント (p. 195)」を参照してください。
KMS キーの権限のリストを取得するには、AWS KMS の ListGrants オペレーションを使用します。KMS
キーの権限を確認することで、これらの権限で KMS キーを使用するアクセス許可を現在持っているユー
ザーやアプリケーションを特定できます。例えば、AWS CLI の list-grants コマンドから取得した権限の
JSON 表現を次に示します。
{"Grants": [{
"Operations": ["Decrypt"],
"KeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"Name": "0d8aa621-43ef-4657-b29c-3752c41dc132",
"RetiringPrincipal": "arn:aws:iam::123456789012:root",
"GranteePrincipal": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/aws:ec2-infrastructure/
i-5d476fab",
"GrantId": "dc716f53c93acacf291b1540de3e5a232b76256c83b2ecb22cdefa26576a2d3e",
"IssuingAccount": "arn:aws:iam::111122223333:root",
"CreationDate": 1.444151834E9,
"Constraints": {"EncryptionContextSubset": {"aws:ebs:id": "vol-5cccfb4e"}}
}]}
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KMS キーにアクセスできるユーザーやアプリケーションを見つけるには、"GranteePrincipal" 要素
を確認します。前述の例では、被付与者のプリンシパルは、EC2 インスタンス i-5d476fab に関連して割り
当てられたロールユーザーです。EC2 インフラストラクチャはこのロールを使用して、暗号化された EBS
ボリューム vol-5cccfb4e をインスタンスにアタッチします。この場合、EC2 インフラストラクチャロール
は、KMS キーを使用するアクセス許可を持っています。これは、この KMS キーで保護された、暗号化さ
れた EBS ボリュームを以前に作成したためです。その後、ボリュームを EC2 インスタンスにアタッチし
ました。
以下は、AWS CLI の list-grants コマンドから取得した権限の JSON 表現の別の例です。次の例では、被付
与者プリンシパルは別の AWS アカウント アカウントです。
{"Grants": [{
"Operations": ["Encrypt"],
"KeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"Name": "",
"GranteePrincipal": "arn:aws:iam::444455556666:root",
"GrantId": "f271e8328717f8bde5d03f4981f06a6b3fc18bcae2da12ac38bd9186e7925d11",
"IssuingAccount": "arn:aws:iam::111122223333:root",
"CreationDate": 1.444151269E9
}]}

キーアクセスのトラブルシューティング
KMS キーへのアクセスを許可する際、AWS KMS は以下を評価します。
• KMS キーにアタッチされているキーポリシー (p. 279)。キーポリシーは常に、AWS アカウント およ
び KMS キーを所有するリージョンで定義されます。
• リクエストを行う IAM ユーザーまたはロールにアタッチされているすべての IAM ポリシー (p. 282) 。
プリンシパルの KMS キーの使用を管理する IAM ポリシーは、常にプリンシパルの AWS アカウント で
定義されます。
• KMS キーに適用されるすべての権限 (p. 283)。
• AWS Organizations のサービスコントロールポリシーや VPC エンドポイントポリシー (p. 210)な
ど、KMS キーを使用するリクエストに適用できるその他の種類のポリシー。これらのポリシーはオプ
ションであり、デフォルトですべてのアクションを許可しますが、プリンシパルに付与される権限を制
限するために使用できます。
AWS KMS は、これらのポリシーメカニズムも合わせて評価し、KMS キーへのアクセスの許可または拒否
を決定します。そのために、AWS KMS は以下のフローチャートに示されているようなプロセスを使用し
ます。以下のフローチャートは、ポリシーの評価プロセスを視覚的に表したものです。
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このフローチャートは 2 つの部分に分かれています。これらの部分には順序があるように見えますが、一
般的に同時に評価されます。
• 認可の使用は、キーポリシー、IAM ポリシー、権限、およびその他の適用可能なポリシーに基づい
て、KMS キーの使用を許可するかどうかを判断します。
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• キーの信頼は、使用が許可されている KMS キーを信頼すべきかどうかを判断します。通常、ユーザー
は自分の AWS アカウント のリソースを信頼します。ただし、アカウントの権限または IAM ポリシーで
KMS キーの使用が許可される場合は、別の AWS アカウント で KMS キーの使用を信頼できます。
このフローチャートを使用すると、発信者が KMS キーの使用許可を許可または拒否された理由がわ
かります。また、ポリシーと許可を評価することもできます。例えば、フローチャートは、キーポリ
シー、IAM ポリシー、または許可で、明示的な DENY ステートメントまたは明示的な ALLOW ステートメン
トがないことによって、呼び出し元がアクセスを拒否できることを示しています。
フローチャートでは、いくつかの一般的なアクセス許可のシナリオについて説明しています。
アクセス許可の例
• 例 1: ユーザーが自分の AWS アカウント で KMS キーへのアクセスを拒否された (p. 286)
• 例 2: ユーザーが別の AWS アカウント の KMS キーを使用するためのアクセス許可を持つロールを引
き受ける (p. 288)

例 1: ユーザーが自分の AWS アカウント で KMS キーへのアク
セスを拒否された
Alice は、111122223333 AWS アカウント の IAM ユーザーです。Alice は、同じ AWS アカウント の KMS
キーへのアクセスを拒否されました。Alice が KMS キーを使用できないのはなぜでしょうか。
この場合、Alice が KMS キーへのアクセスを拒否されたのは、必要なアクセス許可を付与するキーポリ
シー、IAM ポリシー、権限がないためです。KMS キーのキーポリシーでは、AWS アカウント が IAM ポ
リシーを使用して KMS キーへのアクセスを制御することができますが、KMS キーを使用する許可を Alice
に付与する IAM ポリシーはありません。
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この例に関連するポリシーを考えてみます。
• Alice が使用する KMS キーには、デフォルトキーポリシー (p. 168)があります。このポリシー
は、KMS キーを所有する AWS アカウント (p. 168) に、IAM ポリシーを使用して KMS キーへのアク
セスを制御することを許可します。このキーポリシーは、フローチャートのキーポリシーが、発信者の
アカウントが IAM ポリシーを使用してキーへのアクセスをコントロールすることを許可しているか?と
いう条件を満たしています。
{

"Version" : "2012-10-17",
"Id" : "key-test-1",
"Statement" : [ {
"Sid" : "Delegate to IAM policies",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action" : "kms:*",
"Resource" : "*"
} ]
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}

• ただし、Alice に KMS キーの使用許可を付与するキーポリシー、IAM ポリシー、権限はありません。こ
のため、Alice は KMS キーの使用許可を拒否されます。

例 2: ユーザーが別の AWS アカウント の KMS キーを使用する
ためのアクセス許可を持つロールを引き受ける
Bob はアカウント 1 (111122223333) のユーザーです。彼は、暗号化オペレーション (p. 14)でアカウント
2 (444455556666) の KMS キーの使用を許可されています。これはどのようにすれば可能になるのでしょ
うか。

Tip
クロスアカウントのアクセス許可を評価するときは、キーポリシーが KMS キーのアカウントで
指定されていることに注意してください。IAM ポリシーは、発信者が別のアカウントにいる場合
でも、発信者のアカウントで指定されます。KMS キーへのクロスアカウントアクセス提供の詳細
については、他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する (p. 267) を参照してくだ
さい。
• アカウント 2 の KMS キーのキーポリシーにより、アカウント 2 は IAM ポリシーを使用して KMS キー
へのアクセスを制御できます。
• アカウント 2 の KMS キーのキーポリシーは、アカウント 1 が暗号化オペレーションで KMS キーを使
用することを許可します。ただし、アカウント 1 は IAM ポリシーを使用して、プリンシパルに KMS
キーへのアクセスを許可する必要があります。
• アカウント 1 の IAM ポリシーでは、Engineering ロールがアカウント 2 の KMS キーを暗号化オペ
レーションに使用することを許可します。
• アカウント 1 のユーザーである Bob には、Engineering ロールを引き受けるアクセス権限がありま
す。
• Bob はこの KMS キーを信頼できます。この KMS キーは Bob のアカウントではありませんが、アカウ
ントの IAM ポリシーにより、この KMS キーを使用する明示的なアクセス許可が Bob に付与されるため
です。
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アカウント 1 のユーザーである Bob が、アカウント 2 の KMS キーを使用することを許可するポリシーを
考えてみます。
• KMS キーのキーポリシーにより、アカウント 2 (444455556666、KMS キーを所有するアカウント) は
IAM ポリシーを使用して、KMS キーへのアクセスを制御できます。このキーポリシーでは、アカウン
ト 1 (111122223333) に、KMS キーを暗号化オペレーション (ポリシーステートメントの Action 要素
で指定) で使用することも許可します。ただし、プリンシパルに KMS キーへのアクセスを許可する IAM
ポリシーがアカウント 1 で定義されるまでは、アカウント 1 のユーザーはアカウント 2 の KMS キーを
使用できません。
フローチャートでは、アカウント 2 のこのキーポリシーは、キーポリシーは、呼び出し元のアカウント
に IAM ポリシーを使用してキーへのアクセスを制御することを許可しますか? という条件を満たしてい
ます。
{

"Id": "key-policy-acct-2",
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Permission to use IAM policies",
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},
{

}

]

}

"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::444455556666:root"
},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
"Sid": "Allow account 1 to use this KMS key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncryptFrom",
"kms:ReEncryptTo",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"

• 発信者の AWS アカウント (アカウント 1、111122223333) の IAM ポリシーでは、アカウント 2
(444455556666) の KMS キーを使用して、暗号化オペレーションを実行するためのアクセス許可を
プリンシパルに付与します。Action 要素は、アカウント 2 のキーポリシーがアカウント 1 に付与
したのと同じアクセス許可をプリンシパルに委任します。これらのアクセス許可をアカウント 1 の
Engineering のロールに付与するために、このインラインポリシーは Engineering のロールに埋め
込まれています。
このようなクロスアカウント IAM ポリシーは、アカウント 2 の KMS キーのキーポリシーが、KMS キー
の使用許可をアカウント 1 に付与している場合にのみ有効です。また、アカウント 1 がプリンシパルに
付与できるのは、キーポリシーがそのアカウントに付与しているアクションの実行アクセス許可のみで
す。
フローチャートでは、これは IAM ポリシーが呼び出し元にこのアクションを実行することを許可してい
ますか? という条件を満たしています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncryptFrom",
"kms:ReEncryptTo",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:uswest-2:444455556666:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
]
}
]
}
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• 最後に必要な要素は、アカウント 1 での Engineering ロールの定義です。ロールの
AssumeRolePolicyDocument により、Bob は Engineering ロールを引き受けることができます。
{

}

"Role": {
"Arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Engineering",
"CreateDate": "2019-05-16T00:09:25Z",
"AssumeRolePolicyDocument": {
"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/bob"
},
"Effect": "Allow",
"Action": "sts:AssumeRole"
}
},
"Path": "/",
"RoleName": "Engineering",
"RoleId": "AROA4KJY2TU23Y7NK62MV"
}

AWS KMS アクセス権限
この表は、AWS KMS 許可を理解して AWS KMS リソースへのアクセスを管理できるようにすることを目
的としたものです。列見出しの定義は、表の下に表示されます。
AWS KMS 許可については、サービス認可リファレンスにある AWS Key Management Service のアクショ
ン、リソース、条件キートピックでも説明しています。ただし、このトピックには、各許可の絞り込みに
使用できる条件キーがすべて一覧表示されているわけではありません。

Note
テーブル内のすべてのデータを表示するには、水平または垂直にスクロールする必要がありま
す。
アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

CancelKeyDeletion

キーポリ
シー

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:

kms:CancelKeyDeletion

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
ConnectCustomKeyStore

IAM ポリ
シー
kms:ConnectCustomKeyStore

いいえ

*

kms:CallerAccount (p. 221)

CreateAlias

IAM ポリ
シー (エイリ
アス用)

いいえ

エイリアス

なし (エイリアスへのアクセ
スを制御する場合)

キーポリ
シー (KMS
キー用)

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:

kms:CreateAlias
このオペレーションを
使用するには、発信者に
は 2 つのリソースでの
kms:CreateAlias 許可が
必要です。

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)

• エイリアス (IAM ポリシー
における)

kms:KeyUsage (p. 242)

• KMS キー (キーポリシー
内)

kms:KeyOrigin (p. 239)

詳細については、「エイ
リアスへのアクセスの制
御 (p. 40)」を参照してくだ
さい。

kms:MultiRegionKeyType (p. 245)

kms:MultiRegion (p. 244)

kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)

CreateCustomKeyStore

IAM ポリ
シー
kms:CreateCustomKeyStore

いいえ
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

CreateGrant

キーポリ
シー

はい

KMS キー

暗号化コンテキスト条件:

kms:CreateGrant

kms:EncryptionContext:
context-key (p. 232)
kms:EncryptionContextKeys (p. 232)
権限条件:
kms:GrantConstraintType (p. 235)
kms:GranteePrincipal (p. 238)
kms:GrantIsForAWSResource (p. 236)
kms:GrantOperations (p. 237)
kms:RetiringPrincipal (p. 250)
KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

CreateKey

IAM ポリ
シー

いいえ

*

kms:BypassPolicyLockoutSafetyCheck (p. 2

kms:CreateKey

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ViaService (p. 253)
aws:RequestTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
aws:TagKeys (AWS グロー
バル条件キー)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

Decrypt

キーポリ
シー

はい

KMS キー

暗号化オペレーションの条
件

kms:Decrypt

kms:EncryptionAlgorithm (p. 223)
kms:RequestAlias (p. 247)
暗号化コンテキスト条件:
kms:EncryptionContext:
context-key (p. 232)
kms:EncryptionContextKeys (p. 232)
KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

DeleteAlias

IAM ポリ
シー (エイリ
アス用)

いいえ

エイリアス

なし (エイリアスへのアクセ
スを制御する場合)

キーポリ
シー (KMS
キー用)

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:

kms:DeleteAlias
このオペレーションを
使用するには、発信者に
は 2 つのリソースでの
kms:DeleteAlias 許可が
必要です。

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)

• エイリアス (IAM ポリシー
における)

kms:KeyUsage (p. 242)

• KMS キー (キーポリシー
内)

kms:KeyOrigin (p. 239)

詳細については、「エイ
リアスへのアクセスの制
御 (p. 40)」を参照してくだ
さい。

kms:MultiRegionKeyType (p. 245)

kms:MultiRegion (p. 244)

kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)

DeleteCustomKeyStore

IAM ポリ
シー
kms:DeleteCustomKeyStore

いいえ

*

kms:CallerAccount (p. 221)

DeleteImportedKeyMaterial

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:

キーポリ
シー
kms:DeleteImportedKeyMaterial

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)

DescribeCustomKeyStores

IAM ポリ
シー
kms:DescribeCustomKeyStores

いいえ
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

DescribeKey

キーポリ
シー

はい

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:

kms:DescribeKey

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
その他の条件:
kms:RequestAlias (p. 247)

DisableKey
kms:DisableKey

キーポリ
シー

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

DisableKeyRotation

キーポリ
シー

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:

kms:DisableKeyRotation

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)

DisconnectCustomKeyStore

IAM ポリ
シー
kms:DisconnectCustomKeyStore

いいえ

*

kms:CallerAccount (p. 221)

EnableKey

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:

kms:EnableKey

キーポリ
シー

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

EnableKeyRotation

キーポリ
シー

いいえ

KMS キー
(対称のみ)

KMS キーオペレーションの
条件:

kms:EnableKeyRotation

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)

Encrypt
kms:Encrypt

キーポリ
シー

はい

KMS キー

暗号化オペレーションの条
件
kms:EncryptionAlgorithm (p. 223)
kms:RequestAlias (p. 247)
暗号化コンテキスト条件:
kms:EncryptionContext:
context-key (p. 232)
kms:EncryptionContextKeys (p. 232)
KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

GenerateDataKey

キーポリ
シー

はい

KMS キー
(対称のみ)

暗号化オペレーションの条
件

kms:GenerateDataKey

kms:EncryptionAlgorithm (p. 223)
kms:RequestAlias (p. 247)
暗号化コンテキスト条件:
kms:EncryptionContext:
context-key (p. 232)
kms:EncryptionContextKeys (p. 232)
KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
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アクションおよびアクセス
許可
GenerateDataKeyPair

ポリシータ
イプ

キーポリ
シー
kms:GenerateDataKeyPair

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

はい

KMS キー
(対称のみ)

データキーペアの条件:

kms:DataKeyPairSpec (p. 222)
GenerateDataKeyPair
暗号化オペレーションの条
および
件
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
は、対称暗
kms:EncryptionAlgorithm (p. 223)
号化 KMS
キーによっ
kms:RequestAlias (p. 247)
て保護さ
れる非対称
暗号化コンテキスト条件:
データキー
ペアを生成
kms:EncryptionContext:
します。
context-key (p. 232)
kms:EncryptionContextKeys (p. 232)
KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
キーポリ
はい
シー
kms:GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

KMS キー
(対称のみ)

データキーペアの条件:

kms:DataKeyPairSpec (p. 222)
GenerateDataKeyPair
暗号化オペレーションの条
および
件
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
は、対称暗
kms:EncryptionAlgorithm (p. 223)
号化 KMS
キーによっ
kms:RequestAlias (p. 247)
て保護さ
れる非対称
暗号化コンテキスト条件:
データキー
ペアを生成
kms:EncryptionContext:
します。
context-key (p. 232)
kms:EncryptionContextKeys (p. 232)
KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
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アクションおよびアクセス
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ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

GenerateDataKeyWithoutPlaintext
キーポリ
はい
シー
kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

KMS キー
(対称のみ)

暗号化オペレーションの条
件
kms:EncryptionAlgorithm (p. 223)
kms:RequestAlias (p. 247)
暗号化コンテキスト条件:
kms:EncryptionContext:
context-key (p. 232)
kms:EncryptionContextKeys (p. 232)
KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

GenerateMac

キーポリ
シー

はい

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:

kms:GenerateMac

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
暗号化オペレーションの条
件:
kms:MacAlgorithm (p. 243)
kms:RequestAlias (p. 247)

GenerateRandom
kms:GenerateRandom
GetKeyPolicy
kms:GetKeyPolicy

IAM ポリ
シー

該当なし

*

なし

キーポリ
シー

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

GetKeyRotationStatus

キーポリ
シー
kms:GetKeyRotationStatus

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

はい

KMS キー
(対称のみ)

KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)

GetParametersForImport

キーポリ
シー
kms:GetParametersForImport

いいえ

KMS キー
(対称のみ)

kms:WrappingAlgorithm (p. 257)
kms:WrappingKeySpec (p. 258)
KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

GetPublicKey

キーポリ
シー

はい

KMS キー
(非対称のみ)

KMS キーオペレーションの
条件:

kms:GetPublicKey

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
その他の条件:
kms:RequestAlias (p. 247)

ImportKeyMaterial
kms:ImportKeyMaterial

キーポリ
シー

いいえ

KMS キー
(対称のみ)

KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
その他の条件:
kms:ExpirationModel (p. 234)
kms:ValidTo (p. 252)

ListAliases
kms:ListAliases

IAM ポリ
シー

いいえ
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

ListGrants

キーポリ
シー

はい

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:

kms:ListGrants

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
その他の条件:
kms:GrantIsForAWSResource (p. 236)

ListKeyPolicies
kms:ListKeyPolicies

キーポリ
シー

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)

ListKeys
kms:ListKeys

IAM ポリ
シー

いいえ
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

ListResourceTags

キーポリ
シー

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:

kms:ListResourceTags

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)

ListRetirableGrants

IAM ポリ
シー
kms:ListRetirableGrants

指定された
プリンシ
パルがロー
カルアカウ
ントにある
必要があり
ます。オペ
レーション
はすべての
アカウント
で権限を返
します。
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

PutKeyPolicy

キーポリ
シー

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:

kms:PutKeyPolicy

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
その他の条件:

kms:BypassPolicyLockoutSafetyCheck (p. 2
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

ReEncrypt

キーポリ
シー

はい

KMS キー

暗号化オペレーションの条
件

kms:ReEncryptFrom

kms:EncryptionAlgorithm (p. 223)

kms:ReEncryptTo

kms:RequestAlias (p. 247)

このオペレーションを使用
するには、発信者に 2 つの
KMS キーでのアクセス許可
が必要です。

暗号化コンテキスト条件:
kms:EncryptionContext:
context-key (p. 232)

• 復号に使用され
る KMS キーの
kms:ReEncryptFrom

kms:EncryptionContextKeys (p. 232)
KMS キーオペレーションの
条件:

• 暗号化に使用さ
れる KMS キーの
kms:ReEncryptTo

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
その他の条件:
kms:ReEncryptOnSameKey (p. 246)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

ReplicateKey

キーポリ
シー

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:

kms:ReplicateKey

kms:CallerAccount (p. 221)

このオペレーションを使用
するには、発信者に次のア
クセス許可が必要です。

kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)

• マルチリージョン
プライマリキーの
kms:ReplicateKey

kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)

• レプリカリージョン
の IAM ポリシーの
kms:CreateKey

kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
その他の条件:
kms:ReplicaRegion (p. 250)

RetireGrant
kms:RetireGrant
権限を使用停止にするアク
セス許可は、主に権限に
よって決定されます。ポ
リシーだけでは、このオ
ペレーションへのアクセス
を許可することはできませ
ん。詳細については、「グ
ラントの使用停止と取り消
し (p. 208)」を参照してく
ださい。

IAM ポリ
シー

はい

KMS キー

kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)

(このアク
セス許可
はキーポリ
シーでは無
効です)。
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

RevokeGrant

キーポリ
シー

はい

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:

kms:RevokeGrant

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
その他の条件:
kms:GrantIsForAWSResource (p. 236)

ScheduleKeyDeletion

キーポリ
シー
kms:ScheduleKeyDeletion

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

Sign

キーポリ
シー

はい

KMS キー
(非対称のみ)

署名および検証の条件:

kms:Sign

kms:MessageType (p. 244)
kms:RequestAlias (p. 247)
kms:SigningAlgorithm (p. 251)
KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

TagResource

キーポリ
シー

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:

kms:TagResource

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
タグ付けの条件:
aws:RequestTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
aws:TagKeys (AWS グロー
バル条件キー)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

UntagResource

キーポリ
シー

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:

kms:UntagResource

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
タグ付けの条件:
aws:RequestTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
aws:TagKeys (AWS グロー
バル条件キー)

UpdateAlias
kms:UpdateAlias
このオペレーションを
使用するには、発信者に
は 3 つのリソースでの
kms:UpdateAlias 許可が
必要です。

IAM ポリ
シー (エイリ
アス用)

いいえ

エイリアス

なし (エイリアスへのアクセ
スを制御する場合)

キーポリ
シー (KMS
キー用)

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)

• エイリアス

kms:KeyUsage (p. 242)

• 現在関連付けられている
KMS キー

kms:KeyOrigin (p. 239)

• 新しく関連付けられた
KMS キー

kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)

詳細については、「エイ
リアスへのアクセスの制
御 (p. 40)」を参照してくだ
さい。

kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

UpdateCustomKeyStore

IAM ポリ
シー
kms:UpdateCustomKeyStore

いいえ

*

kms:CallerAccount (p. 221)

UpdateKeyDescription

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:

キーポリ
シー
kms:UpdateKeyDescription

kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)

UpdatePrimaryRegion

キーポリ
シー
kms:UpdatePrimaryRegion

いいえ

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)

発信者がこのオペレー
ションを使用するには、
レプリカキーとなるマ
ルチリージョンプライ
マリキー (p. 355)と、
プライマリキーとな
るマルチリージョンレ
プリカキー (p. 356)の
両方に対する
kms:UpdatePrimaryRegion
のアクセス許可が必要で
す。

kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
その他の条件
kms:PrimaryRegion (p. 246)
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アクションおよびアクセス
許可

ポリシータ
イプ

クロスアカ
ウントの使
用

リソース
(IAM ポリ
シー用)

AWS KMS 条件キー

Verify

キーポリ
シー

はい

KMS キー
(非対称のみ)

署名および検証の条件:

kms:Verify

kms:MessageType (p. 244)
kms:RequestAlias (p. 247)
kms:SigningAlgorithm (p. 251)
KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)

VerifyMac
kms:VerifyMac

キーポリ
シー

はい

KMS キー

KMS キーオペレーションの
条件:
kms:CallerAccount (p. 221)
kms:KeySpec (p. 240)
kms:KeyUsage (p. 242)
kms:KeyOrigin (p. 239)
kms:MultiRegion (p. 244)
kms:MultiRegionKeyType (p. 245)
kms:ResourceAliases (p. 248)
aws:ResourceTag/tag-key
(AWS グローバル条件キー)
kms:ViaService (p. 253)
暗号化オペレーションの条
件:
kms:MacAlgorithm (p. 243)
kms:RequestAlias (p. 247)
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このテーブルの列には、以下の情報が表示されます:
• アクションとアクセス許可は、各 AWS KMS API オペレーションおよびオペレーションを許可するアク
セス許可を一覧表示します。ポリシーステートメントの Action 要素でオペレーションを指定します。
• ポリシータイプは、アクセス許可がキーポリシーまたは IAM ポリシーで使用できるかどうかを表示しま
す。
キーポリシーは、キーポリシーでアクセス許可を指定できることを意味します。キーポリシーに IAM ポ
リシーを有効にするポリシーステートメント (p. 168)が含まれている場合には、IAM ポリシーで許可を
指定できます。
IAM ポリシーは、IAM ポリシーでのみアクセス許可を指定できることを意味します。
• クロスアカウント使用は、別の AWS アカウント で、認可されたユーザーが実行できるオペレーション
を表示します。
はいの値は、別の AWS アカウント で、プリンシパルがリソースに対してオペレーションを実行できる
ことを意味します。
いいえの値は、自分の AWS アカウント で、プリンシパルがリソースに対してのみオペレーションを実
行できることを意味します。
別のアカウントのプリンシパルにクロスアカウントリソースで使用できないアクセス許可を付与した場
合、そのアクセス許可は無効になります。例えば、別のアカウントでプリンシパルに、ユーザーのアカ
ウントのKMS キーへの kms:TagResource 許可を付与した場合、KMS キーをユーザーのアカウントへタ
グ付けする試行は失敗します。
• リソースには、アクセス許可が適用される AWS KMS リソースが一覧表示されます。AWS KMS
は、KMS キーとエイリアスの 2 つのリソースタイプをサポートします。キーポリシーでは、Resource
要素の値は常に * であり、キーポリシーがアタッチされている KMS キーを示します。
IAM ポリシー内の AWS KMS リソースを表すには、次の値を使用します。
KMS キー
リソースが KMS キーの場合は、そのキー ARN (p. 16) を使用します。ヘルプについては、「the
section called “キー ID とキー ARN を検索する” (p. 64)」を参照してください。
arn:AWS_partition_name:kms:AWS_Region:AWS_account_ID:key/key_ID
例:
arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
エイリアス
リソースがエイリアスの場合は、そのエイリアス ARN (p. 16) を使用します。ヘルプについては、
「the section called “エイリアス名とエイリアス ARN を見つける” (p. 65)」を参照してください。
arn:AWS_partition_name:kms:AWS_region:AWS_account_ID:alias/alias_name
例:
arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/ExampleAlias
* (アスタリスク)
アクセス許可が特定のリソース (KMS キーまたはエイリアス) に適用されない場合は、アスタリス
ク (*) を使用します。
IAM ポリシーの AWS KMS アクセス許可では、Resource 要素のアスタリスクはすべて
の AWS KMS リソース (KMS キーとエイリアス) を示します。AWS KMS アクセス許可が
特定の KMS キーやエイリアスに適用されない場合にも、Resource
要素でアスタリスク
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を使用できます。例えば、kms:CreateKey 権限または kms:ListKeys 権限を許可また
は禁止する場合、Resource 要素を * に設定したり、アカウント固有のバリエーション
(arn:AWS_partition_name:kms:AWS_region:AWS_account_ID:* など) に設定したりできま
す。
• AWS KMS 条件キーには、オペレーションへのアクセスを制御するために使用できる AWS KMS 条件
キーが一覧表示されます。ポリシーの Condition 要素で条件を指定します。詳細については、「AWS
KMS 条件キー (p. 218)」を参照してください。また、この列には でサポートされる (ただし、すべて
の AWS サービスではなく) AWS KMS グローバル条件キーAWSも含まれています。
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特定用途のキー
AWS Key Management Service (AWS KMS) は、さまざまな用途に対応し、複数の異なるタイプのキーを
サポートします。
AWS KMS key を作成するときは、デフォルトで対称暗号化用の KMS キーが作成されます。AWS KMS
では、対称暗号化 KMS キーは、暗号化と復号に使用される 256 ビット AES-GCM キーを表します。ただ
し、中国リージョンでは SM4 暗号化を使用する 128 ビットの対称キーを表します。対称キーマテリアル
が、暗号化されずに AWS KMS 外で使用されることは一切ありません。タスクが非対称暗号化キーまたは
HMAC キーを明示的に要求する場合以外は、暗号化されずに AWS KMS 外で使用されることがない対称暗
号化 KMS キーが良い選択肢になります。また、AWS KMS と統合された AWS のサービスでも、データの
暗号化には対称暗号化 KMS キーのみが使用されます。これらのサービスは、非対称 KMS キーを使用する
暗号化をサポートしません。
AWS KMS で対称暗号化 KMS キーを使用して、データの暗号化、復号、再暗号化、データキーとデータ
キーペアの生成、およびランダムバイト文字列の生成を行うことができます。対称暗号化 KMS キーに独
自のキーマテリアルをインポート (p. 390)し、カスタムキーストア (p. 407)で対称暗号化 KMS キーを
作成することができます。対称 KMS キーと非対称 KMS キーで実行できるオペレーションを比較した表に
ついては、「キータイプリファレンス (p. 449)」を参照してください。
また、AWS KMS は、次の専用 KMS キータイプもサポートします。
• パブリックキー暗号化用の非対称 RSA キー (p. 325)
• 署名および検証用の非対称 RSA キーおよび ECC キー (p. 325)
• 非対称 SM2 キー (p. 338) (中国リージョンのみ) パブリックキー暗号または署名と検証用
• Hash-based Message Authentication Code を生成して検証するための HMAC キー (p. 342)
• 異なる AWS リージョン で同じキーのコピーのように機能するマルチリージョンキー (p. 349) (対称お
よび非対称)
• 指定されたインポートしたキーマテリアルを含むキー (p. 390)
• AWS CloudHSM クラスターによりバックアップされたカスタムキーストアのキー (p. 407)

KMS キータイプの選択
AWS KMS は複数タイプの KMS キーをサポートしており、これには対称暗号化キー、対称 HMAC キー、
非対称暗号化キー、および非対称署名キーがあります。
KMS キーに違いがあるのは、異なる暗号化キーマテリアルが含まれているからです。
• 対称暗号化 KMS キー (p. 6): 単一の 256 ビット AES-GCM 暗号化キーを表します。ただし、中国リー
ジョンでは 128 ビット SM4 暗号化キーを表します。対称キーマテリアルが、暗号化されずに AWS
KMS 外で使用されることは一切ありません。対称暗号化 KMS キーを使用するには、AWS KMS を呼び
出す必要があります。
デフォルト KMS キーである対称暗号化キーは、ほとんどの用途に最適です。AWS のサービス内のデー
タを保護するために KMS キーを使用する必要がある場合は、別のタイプのキーを使用するように指示
される場合を除き、対称暗号化キーを使用します。
• 非対称 KMS キー (p. 325): 暗号化および復号、または検証に使用できますが、両方には使用できな
い、数学的に関連するパブリックキーとプライベートキーペアを表します。プライベートキーが暗号化
されないまま AWS KMS から出ていくことはありません。AWS KMS API オペレーションを呼び出す
ことによって、AWS KMS 内でパブリックキーを使用することも、パブリックキーをダウンロードして
AWS KMS の外部で使用することもできます。
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• HMAC KMS キー (p. 342) (対称): Hash-based Message Authentication Code の生成と検証に使用さ
れる、さまざまな長さの対称キーを表します。HMAC KMS キーのキーマテリアルが、暗号化されずに
AWS KMS 外で使用されることはありません。HMAC KMS キーを使用するには、AWS KMS を呼び出
す必要があります。

作成する KMS キーのタイプは、KMS キーの使用計画、セキュリティ要件、認可要件に大きく依存しま
す。KMS キーの作成時は、KMS キーの暗号化設定 (キー仕様やキーの使用方法を含む) は、KMS キーの作
成時に設定され、変更できないことに注意してください。
以下のガイダンスを使用し、ユースケースに基づいて必要なタイプの KMS キーを決定します。
データの暗号化と復号
データの暗号化と復号を必要とするほとんどのユースケースには、対称 KMS キー (p. 6)を使用しま
す。AWS KMS が使用する対称暗号化アルゴリズムは、高速かつ効率的で、データの機密性と信頼性
を保証します。これは、暗号化コンテキスト (p. 20)として定義された追加認証データ (AAD) による認
証された暗号化をサポートします。このタイプの KMS キーでは、暗号化されたデータの送信者と受
信者の両方が AWS KMS を呼び出す有効な AWS 認証情報を持っている必要があります。
AWS KMS を呼び出しできないユーザーが AWS 外部で暗号化を必要とするユースケースの場合
は、非対称 KMS キー (p. 325)が適しています。非対称 KMS キーのパブリックキーを配信して、こ
れらのユーザーがデータを暗号化できるようにします。また、そのデータを復号する必要があるアプ
リケーションは、AWS KMS 内で非対称 KMS キーのプライベートキーを使用できます。
メッセージの署名および署名の検証
メッセージに署名して、署名を検証するには、非対称 KMS キー (p. 325)を使用する必要がありま
す。RSA キーペアまたは楕円曲線 (ECC) キーペア、または SM2 キーペア (中国リージョンのみ) を
表すキー仕様 (p. 323)で KMS キーを使用できます。選択するキー仕様は、使用する署名アルゴリズ
ムによって決まります。場合によっては、署名を検証するユーザーが AWS の外側にあり、Verify オ
ペレーションを呼び出せないことがあります。その場合は、これらのユーザーがローカルアプリケー
ションでサポートできる署名アルゴリズムに関連付けられたキー仕様を選択します (p. 323)。
パブリックキー暗号化の実行
パブリックキーの暗号化を実行するには、RSA キー仕様 (p. 335)、または SM2 キーペア仕
様 (p. 338) (中国リージョンのみ) で、非対称 KMS キー (p. 325)を使用する必要があります。KMS
キーペアのパブリックキーを使用して、AWS KMS でデータを暗号化するには、Encrypt オペレー
ションを使用します。パブリックキーをダウンロードして (p. 329)、AWS KMS の外部でデータを暗
号化する必要がある当事者と共有することもできます。
非対称 KMS キーのパブリックキーをダウンロードする場合、AWS KMS の外部で使用できます。た
だし、AWS KMS の KMS キーを保護するセキュリティ管理の対象ではなくなります。例えば、AWS
KMS キーポリシーまたは許可を使用して、パブリックキーの使用を制御することはできません。また
は、AWS KMS がサポートする暗号化アルゴリズムを使用して、キーを暗号化および復号のみに使用
するかどうかを制御することもできません。詳細については、「パブリックキーのダウンロードに関
する特別な考慮事項 (p. 330)」を参照してください。
AWS KMS の外部のパブリックキーで暗号化されたデータを復号するには、Decrypt オペレーション
を呼び出します。SIGN_VERIFY のキーの用途 (p. 322)で KMS キーからのパブリックキーでデータ
が暗号化された場合、Decrypt オペレーションは失敗します。また、AWS KMS が、選択されたキー
仕様をサポートしないアルゴリズムを使用して暗号化されている場合にも失敗します。主な仕様とサ
ポートされているアルゴリズムの詳細については、「非対称キーの仕様」を参照してください。
これらのエラーを回避するには、AWS KMS の外部でパブリックキーを使用するすべてのユーザーが
キー設定を保存する必要があります。AWS KMS コンソールと GetPublicKey レスポンスは、パブリッ
クキーを共有するときに含める必要がある情報を提供します。
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HMAC コードを生成して検証する
Hash-based Message Authentication Code を生成して検証するには、HMAC KMS キーを使用しま
す。AWS KMS で HMAC キーを作成すると、AWS KMS がキーマテリアルを作成して保護し、キーに
正しい MAC アルゴリズムが使用されることを確実にします。HMAC コードは、擬似乱数としての使
用、および対称署名とトークン化のための特定のシナリオでの使用も可能です。
HMAC KMS キーは対称キーです。AWS KMS コンソールで HMAC KMS キーを作成するとき
は、Symmetric キータイプを選択します。

Note
HMAC KMS キーは、すべての AWS リージョンでサポートされているわけではありませ
ん。HMAC KMS キーがサポートされるリージョンのリストについては、「HMAC リージョ
ン (p. 343)」を参照してください。
AWS のサービスと使用する
AWS KMS と統合されている AWS のサービス (p. 475)での使用のために KMS キーを作成するに
は、そのサービスのドキュメントを参照してください。データを暗号化する AWS のサービスには対
称暗号化 KMS キー (p. 6)が必要です。
これらの考慮事項に加えて、キー仕様が異なる KMS キーでは、料金とリクエストクォータも異なりま
す。AWS KMS の料金については、AWS Key Management Service の料金を参照してください。リクエス
トクォータの詳細については、「クォータのリクエスト (p. 465)」を参照してください 。

キーの用途の選択
KMS キーのキーの用途 (p. 19)は、KMS キーが暗号化と復号、署名と署名の検証、または HMAC タグ
の生成と検証のどれに使用されのるかを決定します。キーの用途は、各 KMS キーに 1 つしかありませ
ん。KMS キーを複数タイプのオペレーションに使用すると、すべてのオペレーションの成果が攻撃に対し
てより脆弱になります。
以下の表にあるように、対称暗号化 KMS キーは暗号化と復号のみに使用できます。HMAC KMS キー
は、HMAC コードの生成と検証のみに使用できます。楕円曲線 (ECC) KMS キーは、署名と検証にのみ使
用できます。キーの用途を決定する必要があるのは、RSA KMS キーのみです。

KMS キータイプの有効なキーの用途
KMS キータイプ

暗号化と復号化

署名と検証

ENCRYPT_DECRYPT

SIGN_VERIFY

対称暗号化 KMS キー
HMAC KMS キー (対称)
RSA キーペアを使用し
た非対称 KMS キー
ECC キーペアを使用し
た非対称 KMSキー
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KMS キータイプ

暗号化と復号化

署名と検証

ENCRYPT_DECRYPT

SIGN_VERIFY

HMAC を生成して検証
する
GENERATE_VERIFY_MAC

SM2 キーペアを持つ
非対称 KMS キー (中国
リージョンのみ)
AWS KMS コンソールでは、まずキータイプ (対称か非対称) を選択してから、キーの用途を選択します。
選択するキーのタイプによって、表示されるキーの用途が決まります。選択するキーの用途によって、表
示されるキーの仕様 (p. 323) (存在する場合) が決まります。
AWS KMS コンソールでキーの用途を選択するには:
• 対称暗号化 KMS キー (デフォルト) の場合は、[Encrypt and decrypt] (暗号化および復号) を選択します。
• HMAC KMS キーの場合は、[Generate and verify MAC] (MAC の生成と検証) を選択します。

Note
HMAC KMS キーは、すべての AWS リージョンでサポートされているわけではありませ
ん。HMAC KMS キーがサポートされるリージョンのリストについては、「HMAC リージョ
ン (p. 343)」を参照してください。
• 楕円曲線 (ECC) キーマテリアルを持つ非対称 KMS キーの場合は、[Sign and verify] (署名および検証) を
選択します。
• RSA キーマテリアルを持つ非対称 KMS キーの場合は、[Encrypt and decrypt] (暗号化および復号) また
は [Sign and verify] (署名および検証) を選択します。
• SM2 キーマテリアルを持つ非対称 KMS キーの場合は、[Encrypt and decrypt] (暗号化および復号) また
は [Sign and verify] (署名および検証) を選択します。SM2 キー仕様は、中国リージョンでのみ利用可能
です。
プリンシパルが特定のキーの用途だけに KMS キーを作成できるようにするには、kms:KeyUsage (p. 242)
条件キーを使用します。kms:KeyUsage 条件キーを使用して、プリンシパルがキーの用途に基づい
て KMS キーの API オペレーションを呼び出せるようにすることもできます。例えば、キーの用途が
SIGN_VERIFY である場合にのみ、KMS キーを無効にするアクセス許可を許可できます。

キー仕様の選択
非対称 KMS キーまたは HMAC KMS キーを作成するときは、そのキーの仕様 (p. 18)を選択します。キー
仕様は、すべての AWS KMS key のプロパティであり、KMS キーの暗号化設定を表します。KMS キーの
作成時に選択したキー仕様を変更することはできません。間違ったキー仕様を選択した場合は、KMS キー
を削除し (p. 143)、新しいキー仕様を作成します。

Note
KMS キーのキー仕様は、「カスタマーマスターキー仕様」として知られていました。CreateKey
オペレーションの CustomerMasterKeySpec パラメータは非推奨です。代わりに、KeySpec パ
ラメータを使用します。CreateKey および DescribeKey オペレーションのレスポンスには、同
じ値を持つ KeySpec および CustomerMasterKeySpec メンバーが含まれます。
キーの仕様によって、KMS キーのタイプ (対称か非対称)、KMS キーのキーマテリアルのタイプ、および
AWS KMS が KMS キーに対してサポートする暗号化アルゴリズム、署名アルゴリズム、またはメッセー
ジ認証コード (MAC) アルゴリズムが決まります。選択するキー仕様は、通常、ユースケースと規制要件に
よって決まります。
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アカウントのプリンシパルが KMS キーに使用できるキー仕様を決定するには、kms:KeySpec (p. 240) 条
件キーを使用します。
AWS KMS は、KMS キーの次のキー仕様をサポートします。

Note
HMAC KMS キーは、すべての AWS リージョンでサポートされているわけではありませ
ん。HMAC KMS キーがサポートされるリージョンのリストについては、「HMAC リージョ
ン (p. 343)」を参照してください。
対称暗号化キーの仕様 (p. 342) (デフォルト)
• SYMMETRIC_DEFAULT
HMAC キーの仕様 (p. 344)
• HMAC_224
• HMAC_256
• HMAC_384
• HMAC_512
RSA キー仕様 (p. 334)（暗号化と復号、または署名と検証）
• RSA_2048
• RSA_3072
• RSA_4096
楕円曲線のキー仕様 (p. 337)
• 非対称 NIST 推奨楕円曲線キーペア（署名と検証）
• ECC_NIST_P256 (secp256r1)
• ECC_NIST_P384 (secp384r1)
• ECC_NIST_P521 (secp521r1)
• その他の非対称楕円曲線キーペア (署名と検証)
• ECC_SECG_P256K1 (secp256k1)、暗号化に一般的に使用されます。
SM2 キー仕様 (p. 338) (暗号化と復号、または署名と検証)
• SM2 (中国リージョンのみ)

AWS KMS の非対称キー
AWS KMS は、数学的に関連する RSA、楕円曲線 (ECC)、SM2 (中国リージョンのみ) のパブリックキー
とプライベートキーのペアを表す非対称 KMS キーをサポートします。これらのキーペアは、中国 (北京)
および中国 (寧夏) リージョンを除き、FIPS 140-2 暗号化モジュール検証プログラムで認定された AWS
KMS ハードウェアセキュリティモジュールで生成されます。プライベートキーにより、AWS KMS HSM
が暗号化されないままになることはありません。ディストリビューション用にパブリックキーをダウン
ロードして AWS の外部で使用できます。暗号化および復号用、または署名および検証用に非対称 KMS
キーを作成できますが、両方には作成できません。
AWS アカウント で、非対称 KMS キーの作成と管理が可能です。キーポリシー (p. 163)、IAM ポリ
シー (p. 184)、およびキーへのアクセスを制御するグラント (p. 195)の設定、KMS キーの有効化と無効
化 (p. 78)、タグ (p. 68)とエイリアス (p. 32)の作成、KMS キーの削除 (p. 143)などが含まれます。AWS
CloudTrail ログ (p. 88)で AWS 内の非対称 KMS キーを使用または管理する、すべてのオペレーションを監
査できます。
AWS KMS は、AWS KMS 外部のクライアント側で暗号化に使用するように設計された非対称データキー
ペア (p. 9)も提供しています。非対称データキーペアの対称データキーとプライベートキーは、AWS KMS
の対称暗号化 KMS キー (p. 6)によって保護されます。
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このトピックでは、非対称 KMS キーの仕組み、他の KMS キーとの違い、およびデータを保護するために
必要な KMS キーのタイプを判断する方法について説明します。また、非対称データキーペアの仕組み、
および AWS KMS の外部でそれらを使用する方法についても説明します。
リージョン
非対称 KMS キーと非対称データキーペアは、AWS KMS がサポートするすべての AWS リージョン でサ
ポートされます。
詳細はこちら
• 非対称 KMS キーを作成するには、「非対称 KMS キーを作成する (p. 326)」を参照してください。対
称暗号化 KMS キーを作成するには、「キーの作成 (p. 24)」を参照してください。
• マルチリージョンの非対称 KMS キーを作成するには、「マルチリージョンキーを作成する (p. 362)」
を参照してください。
• KMS キーが対称か非対称かを調べるには、「非対称 KMS キーの識別 (p. 331)」を参照してくださ
い。
• 各タイプの KMS キーに適用される AWS KMS API オペレーションを比較する表については、「the
section called “キータイプリファレンス” (p. 449)」を参照してください。
• アカウントのプリンシパルが KMS キーおよびデータキーに使用できるキー仕様、キーの用途、暗号化
アルゴリズム、署名アルゴリズムへのアクセスを制御するには、「the section called “AWS KMS 条件
キー” (p. 218)」を参照してください。
• 各種タイプの KMS キーに適用されるリクエストクォータについては、the section called “クォータのリ
クエスト” (p. 465) を参照してください。
• 非対称 KMS キーを使用してメッセージに署名し、署名を検証する方法については、AWS セキュリティ
ブログの Digital signing with the new asymmetric keys feature of AWS KMS を参照してください。
トピック
• 非対称 KMS キー (p. 325)
• 非対称 KMS キーを作成する (p. 326)
• パブリックキーのダウンロード (p. 329)
• 非対称 KMS キーの識別 (p. 331)
• 非対称キーの仕様 (p. 334)

非対称 KMS キー
AWS KMS で非対称 KMS キーを作成できます。非対称 KMS キーは、数学的に関連する公開キーとプライ
ベートキーペアを表します。パブリックキーは、たとえ信頼されていなくても、誰にでも渡すことができ
ますが、シークレットキーは秘密にしておく必要があります。
非対称 KMS キーでは、プライベートキーが AWS KMS で作成され、AWS KMS を暗号化されないままに
しません。プライベートキーを使用するには、AWS KMS を呼び出す必要があります。AWS KMS API オ
ペレーションを呼び出すことによって、AWS KMS 内でパブリックキーを使用できます。または、パブ
リックキーをダウンロード (p. 329)し、AWS KMS の外部で使用することもできます。
AWS KMS を呼び出しできないユーザーが AWS 外部で暗号化を必要とするユースケースの場合は、非対
称 KMS キーが適しています。ただし、AWS のサービスで保存または管理するデータを暗号化するため
の KMS キーを作成している場合は、対称暗号化 KMS キーを使用してください。AWS KMS と統合された
AWS のサービスは、データの暗号化に対称暗号化 KMS キーのみを使用します。これらのサービスは、非
対称 KMS キーを使用する暗号化をサポートしません。
AWS KMS では、3 種類の非対称 KMS キーがサポートされます。
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• RSA KMS キー: 暗号化と復号、または署名と検証用 (両方ではない) の RSA キーペアを持つ KMS
キー。AWS KMS は、さまざまなセキュリティ要件に対応し、複数のキーの長さをサポートします。
• 楕円曲線 (ECC) KMS キー: 署名と検証のための楕円曲線キーペアを持つ KMS キー。AWS KMS は、一
般的に使用される複数の曲線をサポートします。
• SM2 KMS キー (中国リージョンのみ): 暗号化と復号、または署名と検証用 (両方ではない) の SM2 キー
ペアを持つ KMS キー。
非対称キーの設定を選択する方法については、「KMS キータイプの選択 (p. 320)」を参照してくださ
い。AWS KMS がサポートする RSA KMS キーの暗号化および署名アルゴリズムの技術的な詳細について
は、「RSA キー仕様 (p. 334)」を参照してください。AWS KMS がサポートする ECC KMS キーの署名
アルゴリズムの技術的な詳細については、「楕円曲線のキー仕様 (p. 337)」を参照してください。AWS
KMS がサポートする SM2 KMS キーの暗号化および署名アルゴリズムの技術的な詳細については、「SM2
キー仕様 (p. 338)」を参照してください。
対称および非対称 KMS キーで実行できるオペレーションを比較した表については、「対称および非対称
KMS キーの比較 (p. 449)」を参照してください。KMS キーが対称か非対称かを判断する方法について
は、非対称 KMS キーの識別 (p. 331) を参照してください。
リージョン
非対称 KMS キーと非対称データキーペアは、AWS KMS がサポートするすべての AWS リージョン でサ
ポートされます。

非対称 KMS キーを作成する
CreateKey API または AWS CloudFormation テンプレート (p. 142)を使用して、AWS KMS コンソール
で非対称 KMS キー (p. 325)を作成できます。非対称 KMS キーは、暗号化または署名に使用できる公
開キーとプライベートキーのキーペアを表します。プライベートキーは AWS KMS の範囲内にありま
す。AWS KMS の外部で使用するために公開キーをダウンロードするには、パブリックキーのダウンロー
ド (p. 329) を参照してください。
AWS のサービスで保存または管理するデータを暗号化するための KMS キーを作成するときは、対称暗号
化 KMS キーを使用します。AWS KMS と統合された AWS のサービスは、非対称 KMS キーをサポートし
ません。対称または非対称のどちらの KMS キーを作成するかを決定する方法については、「KMS キータ
イプの選択 (p. 320)」を参照してください。
KMS キーの作成に必要なアクセス許可については、KMS キーを作成するためのアクセス許可 (p. 25) を参
照してください。
トピック
• 非対称 KMS キーを作成する (コンソール) (p. 326)
• 非対称 KMS キーを作成する (AWS KMS API) (p. 328)

非対称 KMS キーを作成する (コンソール)
AWS Management Console を使用して、非対称 AWS KMS keys (KMS キー) を作成できます。各非対称
KMS キーは、公開キーとプライベートキーのキーペアを表します。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。

4.

[キーの作成] を選択します。
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5.

非対称 KMS キーを作成するには、[Key type] (キータイプ) で [Asymmetric] (非対称) を選択します。
AWS KMS コンソールで対称暗号化 KMS キーを作成する方法については、「対称暗号化 KMS キーの
作成 (コンソール) (p. 26)」を参照してください。

6.

公開キー暗号化用の非対称 KMS キーを作成するには、[Key usage] (キーの使用方法) で [Encrypt and
decrypt] (暗号化と復号) を選択します。メッセージに署名して署名を検証するための非対称 KMS キー
を作成するには、[Key usage] (キーの使用方法) で [Sign and verify] (署名と検証) を選択します。
キー使用法の値の選択については、を参照してください キーの用途の選択 (p. 322)。

7.

非対称 KMS キーの仕様 ( [Key spec] (キー仕様)) を選択します。
選択するキー仕様は、多くの場合、規制、セキュリティ、ビジネス要件によって決定されます。ま
た、暗号化または署名する必要があるメッセージのサイズによっても影響を受ける可能性がありま
す。一般に、長い暗号化キーは、ブルートフォース攻撃に対してより耐性があります。
主要な仕様の選択については、「キー仕様の選択 (p. 323)」を参照してください。

8.

[Next] を選択します。

9.

KMS キーのエイリアス (p. 29)を入力します。エイリアス名の先頭を aws/ にすることはできません。
この aws/ プレフィックスは、アカウント内の AWS マネージドキー を表すために、Amazon Web
Services によって予約されます。
エイリアスは、コンソールおよび一部の AWS KMS API で、KMS キーを識別するために使用される
わかりやすい名前です。。保護する予定のデータタイプ、または KMS キーで使用する予定のアプリ
ケーションを示すエイリアスを選択することをお勧めします。
エイリアスは AWS Management Console で KMS キーを作成するときに必要です。CreateKey
オペレーションの使用時にエイリアスを指定することはできません。ただし、コンソールまたは
CreateAlias オペレーションを使用して、既存の KMS キーのエイリアスを作成できます。詳細につい
ては、「エイリアスの使用 (p. 29)」を参照してください。

10. (オプション) KMS キーの説明を入力します。
保護する予定のデータタイプ、または KMS キーで使用する予定のアプリケーションを表す説明を入
力します。
今すぐ説明を追加するか、キーの状態 (p. 153)が Pending Deletion または Pending
Replica Deletion でない限り、後でいつでも更新できます。既存のカスタマーマネージ
ドキーの説明を追加、変更、削除するには、AWS Management Console で説明を編集する
か (p. 68)、UpdateKeyDescription オペレーションを使用します。
11. (オプション) タグキーとオプションのタグ値を入力します。KMS キーに複数のタグを追加するには、
[Add tag] (タグを追加) を選択します。
AWS リソースにタグを追加すると、使用量とコストがタグごとに集計されたコスト配分レポートが
AWS によって生成されます。タグは、KMS キーへのアクセスの制御にも使用できます。KMS キーの
タグ付けについては、キーのタグ付け (p. 68) および AWS KMS の ABAC (p. 261) を参照してくださ
い。
12. [Next] を選択します。
13. KMS キーを管理できる IAM ユーザーとロールを選択します。

Note
このキーポリシーにより、AWS アカウント はこの KMS キーを完全に制御できるようにな
ります。これにより、アカウント管理者は IAM ポリシーを使用して、他のプリンシパルに
KMS キーを管理する許可を付与できます。詳細については、「the section called “デフォル
トのキーポリシー” (p. 168)」を参照してください。
14. (オプション) 選択した IAM ユーザーとロールがこの KMS キーを削除しないようにするには、ページ
の下部にある [Key deletion] (キーの削除) セクションで、[Allow key administrators to delete this key]
(キー管理者にこのキーの削除を許可する) のチェックボックスをオフにします。
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15. [Next] を選択します。
16. 暗号化オペレーション (p. 14)で KMS キーを使用できる IAM ユーザーとロールを選択します。

Note
このキーポリシーにより、AWS アカウント はこの KMS キーを完全に制御できるようにな
ります。これにより、アカウント管理者は IAM ポリシーを使用して、他のプリンシパルに
暗号化オペレーションで KMS キーを管理する許可を付与できます。詳細については、「the
section called “デフォルトのキーポリシー” (p. 168)」を参照してください。
17. (オプション) 他の AWS アカウント が暗号化オペレーションにこの KMS キーを使用できるようにし
ます。これを行うには、ページの下部にある [Other AWS アカウント] セクションで、[Add another
AWS アカウント] を選択し、外部アカウントの AWS アカウント ID 番号を入力します。複数の外部ア
カウントを追加するには、この手順を繰り返します。

Note
外部アカウントでプリンシパルが KMS キーを使用できるようにするには、外部アカウント
の管理者が、これらの許可を付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。詳細につい
ては、「他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する (p. 267)」を参照してくだ
さい。
18. [Next] を選択します。
19. 選択したキー設定を確認します。戻って、すべての設定を変更することもできます。
20. [Finish] (完了) を選択し、KMS キーを作成します。

非対称 KMS キーを作成する (AWS KMS API)
CreateKey オペレーションを使用して、非対称 AWS KMS key を作成できます。以下の例では AWS
Command Line Interface (AWS CLI) を使用しますが、サポートされている任意のプログラミング言語を使
用することができます。
非対称 KMS キーを作成する場合は、作成するキーのタイプを決定する KeySpec パラメータを指定する必
要があります。また、ENCRYPT_DECRYPT または SIGN_VERIFY の KeyUsage 値も指定する必要があ
ります。KMS キー作成後にこれらのプロパティを変更することはできません。
CreateKey オペレーションでは、エイリアスを指定することはできませんが、CreateAlias オペレーショ
ンを実行して、新しい KMS キーのエイリアスを作成できます。
次の例では、CreateKey オペレーションを使用して、公開キーの暗号化用に設計された 4096 ビット
RSA キーの非対称 KMS キーを作成します。
$ aws kms create-key --key-spec RSA_4096 --key-usage ENCRYPT_DECRYPT
{
"KeyMetadata": {
"KeyState": "Enabled",
"KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"Description": "",
"Arn": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1569973196.214,
"MultiRegion": false,
"KeySpec": "RSA_4096",
"CustomerMasterKeySpec": "RSA_4096",
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"EncryptionAlgorithms": [
"RSAES_OAEP_SHA_1",
"RSAES_OAEP_SHA_256"
],
"AWSAccountId": "111122223333",
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}

}

"Origin": "AWS_KMS",
"Enabled": true

次のコマンド例では、署名と検証に使用される ECDSA キーのペアを表す非対称 KMS キーを作成しま
す。暗号化と復号のために楕円曲線キーペアを作成することはできません。
$ aws kms create-key --key-spec ECC_NIST_P521 --key-usage SIGN_VERIFY
{
"KeyMetadata": {
"KeyState": "Enabled",
"KeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"CreationDate": 1570824817.837,
"Origin": "AWS_KMS",
"SigningAlgorithms": [
"ECDSA_SHA_512"
],
"Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321",
"AWSAccountId": "111122223333",
"KeySpec": "ECC_NIST_P521",
"CustomerMasterKeySpec": "ECC_NIST_P521",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"Description": "",
"Enabled": true,
"MultiRegion": false,
"KeyUsage": "SIGN_VERIFY"
}
}

パブリックキーのダウンロード
AWS Management Console または AWS KMS API を使用して、非対称 KMS キーペアからパブリックキー
を表示、コピー、ダウンロードできます。非対称 KMS キーに対する kms:GetPublicKey アクセス許可
が必要です。
各非対称 KMS キーペアは、AWS KMS を暗号化されないままにしないプライベートキーと、ダウンロー
ドして共有できるパブリックキーで構成されます。
パブリックキーを共有して、プライベートキーでのみ復号できる AWS KMS 外部のデータを他のユーザー
が暗号化できるようにすることもできます。または、プライベートキーを使用して生成した AWS KMS の
外部にあるデジタル署名を他のユーザーが確認できるようにすることができます。
AWS KMS 内の非対称 KMS キーでパブリックキーを使用すると、すべての AWS KMS オペレーションの
一部である認証、認可、ロギングの利点を得ることができます。また、復号できないデータを暗号化す
るリスクも軽減します。これらの機能は、AWS KMS の外部では有効ではありません。詳細については、
「パブリックキーのダウンロードに関する特別な考慮事項 (p. 330)」を参照してください。

Tip
データキーまたは SSH キーをお探しですか。このトピックでは、プライベートキーをエクスポー
トすることができない AWS Key Management Service での非対称キーの管理方法を説明していま
す。プライベートキーが対称暗号化 KMS キーで保護されているエクスポート可能なデータキー
ペアについては、「GenerateDataKeyPair」を参照してください。Amazon EC2 インスタンスに
関連付けられたパブリックキーのダウンロード方法については、「Linux インスタンス用 Amazon
EC2 ユーザーガイド」および「Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「パ
ブリックキーの取得」を参照してください。
トピック
• パブリックキーのダウンロードに関する特別な考慮事項 (p. 330)

329

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
パブリックキーのダウンロード

• パブリックキーをダウンロードする (コンソール) (p. 330)
• パブリックキーをダウンロードする (AWS KMS API) (p. 331)

パブリックキーのダウンロードに関する特別な考慮事項
KMS キーを保護するために、AWS KMS は、アクセス制御、認証された暗号化、すべてのオペレーション
の詳細なログを提供します。AWS KMS は、KMS キーの使用を一時的または永続的に阻止することもでき
ます。最後に、AWS KMS オペレーションは、復号できないデータを暗号化するリスクを最小限に抑える
ように設計されています。これらの機能は、ダウンロードしたパブリックキーを AWS KMS の外部で使用
する場合には使用できません。
承認
AWS KMS 内の KMS キーへのアクセスを制御するキーポリシー (p. 163)および IAM ポリ
シー (p. 184)は、AWS の外部で実行されるオペレーションには影響しません。パブリックキーを
取得できるユーザーは、KMS キーで、データを暗号化、または署名を検証する許可がない場合で
も、AWS KMS の外部でパブリックキーを使用できます。
キーの用途の制限
キーの用途の制限は、AWS KMS の外部では有効ではありません。SIGN_VERIFY の KeyUsage を持
つ KMS キーで Encrypt オペレーションを呼び出すと、AWS KMS オペレーションは失敗します。た
だし、SIGN_VERIFY の KeyUsage で、KMS キーからパブリックキーを使用して AWS KMS の外部
のデータを暗号化する場合、データを復号することはできません。
アルゴリズムの制限
AWS KMS がサポートする暗号化および署名アルゴリズムの制限は、AWS KMS の外部では有効
ではありません。AWS KMS の外部の KMS キーからのパブリックキーを使用してデータを暗号化
し、AWS KMS がサポートしていない暗号化アルゴリズムを使用すると、データを復号できません。
KMS キーの無効化と削除
AWS KMS 内の暗号化オペレーションで KMS キーの使用を阻止するために実行できるアクション
は、AWS KMS の外部でパブリックキーを使用することを妨げません。例えば、KMS キーの無効
化、KMS キーの削除のスケジューリング、KMS キーの削除、KMS キーからのキーマテリアルの削
除は、AWS KMS の外部のパブリックキーには影響しません。非対称 KMS キーを削除、またはその
キーマテリアルを削除したり紛失したりすると、AWS KMS の外部にあるパブリックキーで暗号化し
たデータを回復できなくなります。
ログ記録
AWS CloudTrail ログは、リクエスト、レスポンス、日付、時刻、許可されたユーザーなど、すべての
AWS KMS オペレーションを記録しますが、AWS KMS の外部でのパブリックキーの使用は記録され
ません。
SM2 キーペアによるオフライン検証 (中国リージョンのみ)
SM2 パブリックキーを使用して AWS KMS の外部で署名を検証するには、識別 ID を指定する必要が
あります。デフォルトでは、AWS KMS は識別 ID として 1234567812345678 を使用します。詳細
については、「SM2 キーペアによるオフライン検証 (p. 339)」(中国リージョンのみ) を参照してく
ださい。

パブリックキーをダウンロードする (コンソール)
AWS Management Console を使用して、AWS アカウント アカウントの非対称 KMS キーからパブリック
キーを表示、コピー、ダウンロードできます。別の AWS アカウント で非対称 KMS キーからパブリック
キーをダウンロードするには、AWS KMS API を使用します。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。
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2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.
4.
5.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。
非対称 KMS キーのエイリアスまたはキー ID を選択します。
[Cryptographic configuration] (暗号化の設定) タブを選択します。[Key spec] (キー仕様)、[Key usage]
(キーの用途)、[Encryption algorithms] (暗号化アルゴリズム)、または [Signing Algorithms] (署名アルゴ
リズム) フィールドの値を記録します。AWS KMS の外部でパブリックキーを使用するには、これら
の値を使用する必要があります。パブリックキーを共有するときは、必ずこの情報を共有してくださ
い。
[Public key] (パブリックキー) タブを選択します。

6.
7.

パブリックキーをクリップボードにコピーするには、[Copy] (コピー) を選択します。パブリックキー
をファイルにダウンロードするには、[Download] (ダウンロード) を選択します。

パブリックキーをダウンロードする (AWS KMS API)
GetPublicKey オペレーションは、非対称 KMS キーでパブリックキーを返します。また、キーの用途や暗
号化アルゴリズムなど、AWS KMS の外部でパブリックキーを正しく使用するために必要な重要な情報も
返されます。これらの値を保存し、パブリックキーを共有する場合は必ず共有してください。
このセクションの例では AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用しますが、サポートされている
任意のプログラミング言語を使用することができます。
KMS キーを指定するには、そのキー ID (p. 16)、キー ARN (p. 16)、エイリアス名 (p. 17)、エイリアス
ARN (p. 16) を使用します。エイリアス名を使用する場合は、接頭辞として alias/ を付けます。別の AWS
アカウント で KMS キーを指定するには、そのキー ARN またはエイリアス ARN を使用する必要がありま
す。
このコマンドを実行する前に、サンプルのエイリアス名を KMS キーの有効な識別子に置き換えます。こ
のコマンドを実行するには、KMS キーに対する kms:GetPublicKey アクセス許可が必要です。
$ aws kms get-public-key --key-id alias/example_RSA_3072
{

}

"KeySpec": "RSA_3072",
"KeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"EncryptionAlgorithms": [
"RSAES_OAEP_SHA_1",
"RSAES_OAEP_SHA_256"
],
"PublicKey": "MIIBojANBgkqhkiG..."

非対称 KMS キーの識別
特定の KMS キーが非対称 KMS キーであるかどうかを判断するには、キーのタイプ、またはキーの仕
様 (p. 18)を見つけます。AWS KMS コンソールまたは AWS KMS API を使用できます。
これらの方法の一部では、キー使用法、および KMS キーがサポートする暗号化アルゴリズムまたは署名
アルゴリズムなど、KMS キーの暗号化設定のその他の状況も表示されます。既存の KMS キーの暗号化設
定を表示できますが、変更することはできません。
コンソール表示のソート、フィルタリング、列の選択など、KMS キーの表示に関する一般情報について
は、コンソールで KMS キーを表示する (p. 48) を参照してください。
トピック
• KMS キーテーブルでキータイプを検索する (p. 332)
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• [詳細] ページでのキータイプの検索 (p. 332)
• AWS KMS API を使用したキー仕様の検索 (p. 333)

KMS キーテーブルでキータイプを検索する
AWS KMS コンソールのキータイプ列には、各 KMS キーが対称であるか非対称であるかが表示されま
す。コンソールの [Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) または [AWS マネージドキー]
ページで、キータイプ列を KMS キーテーブルに追加できます。
KMS キーテーブルで対称および非対称 KMS キーを識別するには、以下の手順に従います。
1.
2.

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

3.

ユーザーが作成および管理するアカウント内のキーを表示するには、ナビゲーションペインで
[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。AWS によって作成および管理さ
れるアカウントのキーを表示するには、ナビゲーションペインで [AWS マネージドキー] を選択しま
す。
キータイプ列には、各 KMS キーが対称であるか非対称であるかが表示されます。キータイプによ
り、ソートおよびフィルタリング (p. 49)も実行できます。

4.

KMS キーテーブルにキータイプ列が表示されない場合は、ページの右上隅にある歯車アイコン、[Key
type (キータイプ)]、[Confirm (確認)] の順に選択します。[Key spec (キー仕様)] 列と [Key usage (キー
使用法)] 列を追加することもできます。

[詳細] ページでのキータイプの検索
AWS KMS コンソールでは、各 KMS キーの詳細ページに Cryptographic Configuration タブがあります。
このタブには、キータイプ (対称または非対称) と、KMS キーに関するその他の暗号化の詳細が表示され
ます。
KMS キーの詳細ページで対称および非対称 KMS キーを識別するには、以下の手順に従います。
1.
2.
3.

4.
5.

https://console.aws.amazon.com/kms で AWS KMS コンソールを開きます。
AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
ユーザーが作成および管理するアカウント内のキーを表示するには、ナビゲーションペインで
[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。AWS によって作成および管理さ
れるアカウントのキーを表示するには、ナビゲーションペインで [AWS マネージドキー] を選択しま
す。
KMS キーのエイリアスまたは キー ID を選択します。
[ 暗号構成 ] タブを選択します。これらのタブは、[ 一般設定 ] セクションの下にあります。
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[ 暗号化設定 ] タブに [ Key Type, ] が表示され、対称か非対称かを示します。KMS キーが暗号化と復
号、または署名と検証に使用できるかどうかを示すキー使用法など、KMS キーに関するその他の詳細
も表示されます。非対称 KMS キーの場合は、KMS キーがサポートする暗号化アルゴリズムまたは署
名アルゴリズムが表示されます。
例えば、以下は対称暗号化 KMS キーの [Cryptographic configuration] (暗号化設定) タブの例です。

次の例は、署名と検証に使用される非対称 RSA KMS キーの暗号化設定タブです。

AWS KMS API を使用したキー仕様の検索
KMS キーが対称か非対称かを判断するには、DescribeKey オペレーションを使用します。レスポンス
の KeySpec フィールドには、KMS キーのキー仕様 (p. 18)が含まれます。対称暗号化 KMS キーの場
合、KeySpec の値は SYMMETRIC_DEFAULT です。これ以外の値は、非対称 KMS キーまたは HMAC
KMS キーを示しています。

Note
CustomerMasterKeySpec メンバーは非推奨です。代わりに KeySpec を使用します。互
換性を破る変更を防ぐために、DescribeKey レスポンスは同じ値を持つ KeySpec および
CustomerMasterKeySpec メンバーを含みます。
例えば、DescribeKey は、対称暗号化 KMS キーについて以下のレスポンスを返します。KeySpec 値は
SYMMETRIC_DEFAULT です。
{

"KeyMetadata": {
"AWSAccountId": "111122223333",
"KeyId": "0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321",
"CreationDate": 1496966810.831,
"Enabled": true,
"Description": "",
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}

}

"KeyState": "Enabled",
"Origin": "AWS_KMS",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"MultiRegion": false,
"KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"EncryptionAlgorithms": [
"SYMMETRIC_DEFAULT"
]

署名および検証に使用される非対称 RSA KMS キーに対する DescribeKey のレスポンスは、こ
の例のようになります。KeySpec 値は RSA_2048 (p. 334)、KeyUsage は SIGN_VERIFY で
す。SigningAlgorithms 要素は KMS キーの有効な署名アルゴリズムを一覧表示します。
{

}

"KeyMetadata": {
"AWSAccountId": "111122223333",
"KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1571767572.317,
"CustomerMasterKeySpec": "RSA_2048",
"Enabled": false,
"Description": "",
"KeyState": "Disabled",
"Origin": "AWS_KMS",
"MultiRegion": false,
"KeyManager": "CUSTOMER",
"KeySpec": "RSA_2048",
"KeyUsage": "SIGN_VERIFY",
"SigningAlgorithms": [
"RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256",
"RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_384",
"RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_512",
"RSASSA_PSS_SHA_256",
"RSASSA_PSS_SHA_384",
"RSASSA_PSS_SHA_512"
]
}

非対称キーの仕様
以下のトピックは、非対称 KMS キーについて AWS KMS がサポートするキー仕様に関する技術的な情報
を提供します。比較できるように、対称暗号化キーの SYMMETRIC_DEFAULT キー仕様に関する情報が含
まれています。
トピック
•
•
•
•

RSA キー仕様 (p. 334)
楕円曲線のキー仕様 (p. 337)
SM2 キー仕様 (中国リージョンのみ) (p. 338)
SYMMETRIC_DEFAULT キー仕様 (p. 342)

RSA キー仕様
RSA キー仕様を使用する際、AWS KMS は RSA キーペアを持つ非対称 KMS キーを作成します。プライ
ベートキーが暗号化されないまま AWS KMS から出ていくことはありません。AWS KMS 内でパブリック
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キーを使用することも、AWS KMS の外部で使用するためにパブリックキーをダウンロードすることもで
きます。

Warning
AWS KMS の外部でデータを暗号化する場合は、暗号文を復号できることを確認してくださ
い。AWS KMS から削除された KMS キーのパブリックキー、署名と検証用に設定された KMS
キーのパブリックキー、または KMS キーでサポートされていない暗号化アルゴリズムを使用す
る場合、データは回復できません。
AWS KMS では、非対称 KMS キーを RSA キーペアとともに暗号化と復号、または署名と検証に使用でき
ますが、両方には使用できません。このプロパティは、キーの用途 (p. 322)と呼ばれ、キー仕様とは別に
決定されますが、キー仕様を選択する前に決定する必要があります。
AWS KMS は、暗号化と復号、署名と検証について、次の RSA キー仕様をサポートしています。
• RSA_2048
• RSA_3072
• RSA_4096
RSA キー仕様は、RSA キーの長さ（ビット単位）によって異なります。選択する RSA キー仕様は、セ
キュリティ標準またはタスクの要件によって決定される場合があります。一般的に、タスクに実用的で手
頃な価格の、最大のキーを使用します。RSA キー仕様の異なる KMS キーは、料金が異なるため、リクエ
スト・クォータも異なる場合があります。AWS KMS の価格設定については、「AWS Key Management
Service の料金」を参照してください。リクエストクォータの詳細については、「クォータのリクエス
ト (p. 465)」を参照してください。

暗号化および復号の RSA キー仕様
RSA 非対称 KMS キーを暗号化および復号に使用する場合、パブリックキーで暗号化し、プライベート
キーで復号します。RSA KMS キーの AWS KMS で Encrypt オペレーションを呼び出す場合、AWS KMS
は RSA キーペアのパブリックキーと、指定された暗号化アルゴリズムを使用してデータを暗号化します。
暗号テキストを復号するには、Decrypt オペレーションを呼び出し、同じ KMS キーと暗号化アルゴリズ
ムを指定します。AWS KMS は次に、RSA キーペアのプライベートキーを使用してデータを復号します。
パブリックキーをダウンロードして、AWS KMS の外部のデータを暗号化するために使用することもでき
ます。必ず、AWS KMS が RSA KMS キーでサポートする暗号化アルゴリズムを使用してください。暗号
テキストを復号するには、同じ KMS キーと暗号化アルゴリズムを使用して Decrypt 関数を呼び出しま
す。
AWS KMS は、RSA キー仕様を持つ KMS キーの 2 つの暗号化アルゴリズムをサポートします。PKCS #1
v2.2 で定義されるこれらのアルゴリズムは、内部的に使用するハッシュ関数によって異なります。AWS
KMS で、RSAES_OAEP アルゴリズムは、ハッシュ目的とマスク生成関数 (MGF1) の両方に常に同じハッ
シュ関数を使用します。Encrypt および Decrypt オペレーションを呼び出すときは、暗号化アルゴリズム
を指定する必要があります。リクエストごとに異なるアルゴリズムを選択できます。

RSA キー仕様にサポートされる暗号化アルゴリズム
暗号化アルゴリズム

アルゴリズムの説明

RSAES_OAEP_SHA_1

PKCS #1 v2.2、セクション 7.1。ハッシュと
MGF1 マスク生成機能の両方に空のラベルととも
に SHA-1 を使用した OAEP パディングによるRSA
暗号化。

RSAES_OAEP_SHA_256

PKCS #1、セクション 7.1. ハッシュと MGF1 マス
ク生成機能の両方に空のラベルとともに SHA-256
を使用した OAEP パディングによるRSA暗号化。
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特定の暗号化アルゴリズムを使用するように KMS キーを設定することはできません。ただ
し、kms:EncryptionAlgorithm (p. 223) ポリシー条件を使用して、プリンシパルが KMS キーで使用できる
暗号化アルゴリズムを指定できます。
KMS キーの暗号化アルゴリズムを取得するには、AWS KMS コンソールの KMS キーの暗号化設定を
表示する (p. 52)か、DescribeKey オペレーションを使用します。パブリックキーをダウンロードする際
に、AWS KMS が AWS KMS コンソール内で、あるいは GetPublicKey オペレーションを使用して、キー
仕様と暗号化アルゴリズムも提供します。
各リクエストで暗号化できるプレーンテキストデータの長さに基づいて、RSA キー仕様を選択できます。
次の表に、Encrypt オペレーションに対する 1 回の呼び出しで暗号化できるプレーンテキストの最大サイ
ズをバイト単位で示します。値は、キー仕様と暗号化アルゴリズムによって異なります。比較すると、対
称暗号化 KMS キーは一度に最大 4,096 バイトを暗号化するために使用できます。
これらのアルゴリズムのプレーンテキストの最大長（バイト単位）を計算するには、次の式を使用しま
す。(key_size_in_bits / 8) - (2 * hash_length_in_bits/8) - 2。例えば、RSA_2048 と SHA-256 の
場合、バイト単位のプレーンテキストの最大サイズは、(2048/8) - (2 * 256/8) -2 = 190 です。

暗号化オペレーションの最大プレーンテキストサイズ（バイト単位）
暗号化アルゴリズム
RSA_2048

214

190

RSA_3072

342

318

RSA_4096

470

446

署名および検証用の RSA キー仕様
署名と検証に RSA 非対称 KMS キーを使用する場合、プライベートキーを持つメッセージの署名を生成
し、パブリックキーで署名を検証します。
非対称 KMS キーの AWS KMS で Sign オペレーションを呼び出すと、AWS KMS は RSA キーペアのプラ
イベートキー、メッセージ、指定した署名アルゴリズムを使用して、署名を生成します。署名を検証する
には、Verify オペレーションを呼び出します。署名に加えて、同じ KMS キー、メッセージ、署名アルゴ
リズムを指定します。AWS KMS は、RSA キーペアのパブリックキーを使用して、署名を検証します。ま
た、パブリックキーをダウンロードして、AWS KMS の外部で署名を検証するために使用することもでき
ます。
AWS KMS は、RSA キー仕様の KMS キーに対して、次の署名アルゴリズムをサポートします。Sign オペ
レーションと Verify オペレーションを呼び出すときは、署名アルゴリズムを指定する必要があります。リ
クエストごとに異なるアルゴリズムを選択できます。

RSA キー仕様でサポートされる署名アルゴリズム
署名アルゴリズム

アルゴリズムの説明

RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_256

PKCS #1 v2.2、セクション 8.2、PKCS #1v1.5 パ
ディングおよび SHA-256 を使用した RSA 署名

RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_384

PKCS #1 v2.2、セクション 8.2、PKCS #1v1.5 パ
ディングおよび SHA-384 を使用した RSA 署名

RSASSA_PKCS1_V1_5_SHA_512

PKCS #1 v2.2、セクション 8.2、PKCS #1v1.5 パ
ディングおよび SHA-512 を使用した RSA 署名

RSASSA_PSS_SHA_256

PKCS #1 v2.2、セクション 8.1、メッセージダ
イジェストと MGF1 マスク生成機能の両方に
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署名アルゴリズム

アルゴリズムの説明
SHA-256 とともに 256 ビットソルトを使用する
PSS パディング付きの RSA 署名

RSASSA_PSS_SHA_384

PKCS #1 v2.2、セクション 8.1、メッセージダ
イジェストと MGF1 マスク生成機能の両方に
SHA-384 とともに 384 ビットソルトを使用する
PSS パディング付きの RSA 署名

RSASSA_PSS_SHA_512

PKCS #1 v2.2、セクション 8.1、メッセージダ
イジェストと MGF1 マスク生成機能の両方に
SHA-512 とともに 512 ビットソルトを使用する
PSS パディング付きの RSA 署名

特定の署名アルゴリズムを使用するように KMS キーを設定することはできません。ただし、km:
SigningAlgorithm (p. 251) ポリシー条件を使用して、プリンシパルが KMS キーで使用できる署名アルゴリ
ズムを指定できます。
KMS キーの署名アルゴリズムを取得するには、AWS KMS コンソールの KMS キーの暗号化設定を表示す
る (p. 52)か、DescribeKey オペレーションを使用します。パブリックキーをダウンロードする際に、AWS
KMS が AWS KMS コンソール内で、あるいは GetPublicKey オペレーションを使用して、キー仕様と署名
アルゴリズムも提供します。

楕円曲線のキー仕様
楕円曲線 (ECC) キー仕様を使用すると、AWS KMS は署名と検証のために ECC キーペアを持つ非対称
KMS キーを作成します。署名を生成するプライベートキーでは、AWS KMS が暗号化されないままになる
ことはありません。パブリックキーを使用して AWS KMS 内の署名を検証したり、AWS KMS の外部で使
用するためにパブリックキーをダウンロード (p. 398)したりできます。
AWS KMS は、非対称 KMS キーの、次の ECC キー仕様をサポートします。
• 非対称 NIST 推奨楕円曲線キーペア（署名と検証）
• ECC_NIST_P256 (secp256r1)
• ECC_NIST_P384 (secp384r1)
• ECC_NIST_P521 (secp521r1)
• その他の非対称楕円曲線キーペア (署名と検証)
• ECC_SECG_P256K1 (secp256k1)。一般に暗号通貨に用いられる。
選択する ECC キー仕様は、セキュリティ標準またはタスクの要件によって決定される場合があります。
一般的に、タスクに実用的で手頃な価格の、最も多くのポイントがある曲線を使用します。
暗号通貨で使用する非対称 KMS キーを作成する場合は、ECC_SECG_P256K1 キー仕様を使用します。こ
のキー仕様を他の目的に使用することもできますが、Bitcoin やその他の暗号化通貨には必要です。
ECC キー仕様が異なる KMS キー仕様は料金が異なるため、リクエストクォータも異なる場合がありま
す。AWS KMS の料金については、AWS Key Management Service の料金を参照してください。リクエス
トクォータの詳細については、「クォータのリクエスト (p. 465)」を参照してください。
次の表に、ECC キー仕様ごとに AWS KMS がサポートする署名アルゴリズムを示します。特
定の署名アルゴリズムを使用するように KMS キーを設定することはできません。ただし、km:
SigningAlgorithm (p. 251) ポリシー条件を使用して、プリンシパルが KMS キーで使用できる署名アルゴリ
ズムを指定できます。
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ECC キー仕様でサポートされる署名アルゴリズム
キー仕様

署名アルゴリズム

アルゴリズムの説明

ECC_NIST_P256

ECDSA_SHA_256

メッセージダイジェストのため
にキーおよび SHA-256 で指定さ
れた曲線を使用する、NIST FIPS
186-4、セクション 6.4、ECDSA
署名。

ECC_NIST_P384

ECDSA_SHA_384

メッセージダイジェストのため
にキーおよび SHA-384 で指定さ
れた曲線を使用する、NIST FIPS
186-4、セクション 6.4、ECDSA
署名。

ECC_NIST_P521

ECDSA_SHA_512

メッセージダイジェストのため
にキーおよび SHA-512 で指定さ
れた曲線を使用する、NIST FIPS
186-4、セクション 6.4、ECDSA
署名。

ECC_SECG_P256K1

ECDSA_SHA_256

メッセージダイジェストのため
にキーおよび SHA-256 で指定さ
れた曲線を使用する、NIST FIPS
186-4、セクション 6.4、ECDSA
署名。

SM2 キー仕様 (中国リージョンのみ)
SM2 キー仕様は、中国国家商業暗号局 (OSCCA) によって公開されている GM/T シリーズの仕様で定義さ
れている楕円曲線のキー仕様です。SM2 キー仕様は、中国リージョンでのみ利用可能です。SM2 キー仕
様を使用する際、AWS KMS は SM2 キーペアを持つ非対称 KMS キーを作成します。AWS KMS 内でSM2
キーを使用することも、AWS KMS の外部で使用するためにパブリックキーをダウンロードすることもで
きます。
ECC キースペックとは異なり、署名と検証または暗号化と復号に SM2 KMS キーを使用できます。KMS
キーの作成時にキーの用途 (p. 322)を指定する必要があります。キーの作成後に変更することはできませ
ん。
AWS KMS は、以下の SM2 暗号化および署名アルゴリズムをサポートしています。
• SM2PKE 暗号化アルゴリズム
SM2PKE は、GM/T 0003.4-2012 で OSCCA によって定義された楕円曲線ベースの暗号化アルゴリ
ズムです。
• SM2DSA 署名アルゴリズム
SM2DSA は、GM/T 0003.2-2012 で OSCCA によって定義された楕円曲線ベースの暗号化アルゴリ
ズムです。SM2DSA には、SM3 ハッシュアルゴリズムでハッシュ化され、AWS KMS に渡された
メッセージまたはメッセージダイジェストと組み合わされた識別 ID が必要です。この連結された値
は、AWS KMS によりハッシュ化されて署名されます。

SM2 によるオフライン運用 (中国リージョンのみ)
オフラインオペレーションで SM2 キーペアのパブリックキーをダウンロード (p. 329)し、AWS KMS の
外部でのオペレーションを行えます。ただし、SM2 パブリックキーをオフラインで使用する場合、追加の
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変換と計算を手動で実行する必要がある場合があります。SM2DSA 操作では、識別 ID の提供またはメッ
セージダイジェストの計算が必要になる場合があります。SM2PKE 暗号化オペレーションでは、生の暗号
文出力を AWS KMS が受け入れるフォーマットに変換する必要のある場合があります。
これらの操作を支援するために、Java の SM2OfflineOperationHelper クラスには、タスクを実行す
るメソッドがあります。このヘルパークラスは、他の暗号化プロバイダのモデルとして使用できます。

Important
SM2OfflineOperationHelper リファレンスコードは Bouncy Castle バージョン 1.68 と互換
性があるように設計されています。他のバージョンに関するヘルプについては、bouncycastle.org
にアクセスしてください。

SM2 キーペアによるオフライン検証 (中国リージョンのみ)
SM2 パブリックキーを使用して AWS KMS の外部で署名を検証するには、識別 ID を指定する必要があ
ります。生のメッセージ MessageType:RAW を Sign API に渡すとき、AWS KMS は GM/T 0009-2012 で
OSCCA によって定義されているデフォルトの識別 ID 1234567812345678 を使用します。独自の識別 ID
を AWS KMS で指定することはできません。
ただし、AWS メッセージダイジェストを外部で生成する場合、独自の識別 ID を指定して、メッセージ
ダイジェスト MessageType:DIGEST を AWS KMS に渡し、署名することができます。これを行うに
は、SM2OfflineOperationHelper クラスの DEFAULT_DISTINGUISHING_ID 値を変更します。指定
する識別 ID は、最大 8,192 文字の任意の文字列です。AWS KMS がメッセージダイジェストに署名した
後、メッセージダイジェストまたはメッセージと、ダイジェストを計算してオフラインで検証するために
使用される識別 ID のいずれかが必要です。

SM2OfflineOperationHelper クラス
AWS KMS 内では、生の暗号文変換と SM2DSA メッセージダイジェストの計算が自動的に行われます。
どの暗号化プロバイダーも同じ方法で SM2 を実装しているとは限りません。OpenSSL バージョン 1.1.1
以降など、一部のライブラリはこれらのアクションを自動的に実行します。AWS KMS は OpenSSL バー
ジョン 3.0 でのテストでこの動作を確認しました。変換と計算を手動で実行するには、Bouncy Castle な
どのライブラリを持つ以下の SM2OfflineOperationHelper クラスを使用します。
SM2OfflineOperationHelper クラスは、次のオフラインオペレーションのためのメソッドを提供しま
す。
• メッセージダイジェストの計算
オフライン検証に使用できる、または AWS KMS に渡して署名することができるメッセー
ジダイジェストをオフラインで生成するには、calculateSM2Digest メソッドを使用しま
す。calculateSM2Digest メソッドは SM3 ハッシュアルゴリズムでメッセージダイジェストを
生成します。GetPublicKey API は、パブリックキーをバイナリ形式で返します。バイナリキーを解
析して Java PublicKey にする必要があります。解析されたパブリックキーをメッセージとともに提
供します。このメソッドは、メッセージをデフォルトの識別 ID、1234567812345678 と自動的に
組み合わせますが、DEFAULT_DISTINGUISHING_ID 値を変更して、独自の識別 ID を設定するこ
ともできます。
• 検証
署名をオフラインで検証するには、offlineSM2DSAVerify メソッドを使用しま
す。offlineSM2DSAVerify メソッドは、指定された識別 ID から計算されたメッセージダイジェ
ストと、指定された元のメッセージを使用してデジタル署名を検証します。GetPublicKey API は、
パブリックキーをバイナリ形式で返します。バイナリキーを解析して Java PublicKey にする必要が
あります。解析されたパブリックキーに、元のメッセージと検証する署名を指定します。詳細につ
いては、「SM2 キーペアによるオフライン検証 (p. 339)」を参照してください。
• 暗号化
プレーンテキストをオフラインで暗号化するには、offlineSM2PKEEncrypt メソッドを使
用します。この方法により、AWS KMS が復号できる形式の暗号文であることが保証されま
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す。offlineSM2PKEEncrypt メソッドは、プレーンテキストを暗号化し、生成された生の暗号文
を SM2PKE によって ASN.1 形式に変換します。GetPublicKey API は、パブリックキーをバイナリ
形式で返します。バイナリキーを解析して Java PublicKey にする必要があります。解析したパブ
リックキーに、暗号化するプレーンテキストを指定します。
変換を実行する必要があるかどうかわからない場合は、次の OpenSSL オペレーション使用して暗
号文の形式をテストします。オペレーションが失敗した場合は、暗号文を ASN.1 形式に変換する必
要があります。
openssl asn1parse -inform DER -in ciphertext.der

デフォルトでは、SM2DSA オペレーションのメッセージダイジェストを生成すると
き、SM2OfflineOperationHelper クラスはデフォルトの識別 ID、1234567812345678 を使用しま
す。
package com.amazon.kms.utils;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

javax.crypto.BadPaddingException;
javax.crypto.Cipher;
javax.crypto.IllegalBlockSizeException;
javax.crypto.NoSuchPaddingException;
java.io.IOException;
java.math.BigInteger;
java.nio.ByteBuffer;
java.nio.charset.StandardCharsets;
java.security.InvalidKeyException;
java.security.MessageDigest;
java.security.NoSuchAlgorithmException;
java.security.NoSuchProviderException;
java.security.PrivateKey;
java.security.PublicKey;

import org.bouncycastle.crypto.CryptoException;
import org.bouncycastle.jce.interfaces.ECPublicKey;
import java.util.Arrays;
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

org.bouncycastle.asn1.ASN1EncodableVector;
org.bouncycastle.asn1.ASN1Integer;
org.bouncycastle.asn1.DEROctetString;
org.bouncycastle.asn1.DERSequence;
org.bouncycastle.asn1.gm.GMNamedCurves;
org.bouncycastle.asn1.x9.X9ECParameters;
org.bouncycastle.crypto.CipherParameters;
org.bouncycastle.crypto.params.ParametersWithID;
org.bouncycastle.crypto.params.ParametersWithRandom;
org.bouncycastle.crypto.signers.SM2Signer;
org.bouncycastle.jcajce.provider.asymmetric.util.ECUtil;

public class SM2OfflineOperationHelper {
// You can change the DEFAULT_DISTINGUISHING_ID value to set your own distinguishing
ID,
// the DEFAULT_DISTINGUISHING_ID can be any string up to 8,192 characters long.
private static final byte[] DEFAULT_DISTINGUISHING_ID =
"1234567812345678".getBytes(StandardCharsets.UTF_8);
private static final X9ECParameters SM2_X9EC_PARAMETERS =
GMNamedCurves.getByName("sm2p256v1");
// ***calculateSM2Digest***
// Calculate message digest
public static byte[] calculateSM2Digest(final PublicKey publicKey, final byte[]
message) throws
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NoSuchProviderException, NoSuchAlgorithmException {
final ECPublicKey ecPublicKey = (ECPublicKey) publicKey;
// Generate SM3 hash of default distinguishing ID, 1234567812345678
final int entlenA = DEFAULT_DISTINGUISHING_ID.length * 8;
final byte [] entla = new byte[] { (byte) (entlenA & 0xFF00), (byte) (entlenA &
0x00FF) };
final byte [] a = SM2_X9EC_PARAMETERS.getCurve().getA().getEncoded();
final byte [] b = SM2_X9EC_PARAMETERS.getCurve().getB().getEncoded();
final byte [] xg = SM2_X9EC_PARAMETERS.getG().getXCoord().getEncoded();
final byte [] yg = SM2_X9EC_PARAMETERS.getG().getYCoord().getEncoded();
final byte[] xa = ecPublicKey.getQ().getXCoord().getEncoded();
final byte[] ya = ecPublicKey.getQ().getYCoord().getEncoded();
final byte[] za = MessageDigest.getInstance("SM3", "BC")
.digest(ByteBuffer.allocate(entla.length + DEFAULT_DISTINGUISHING_ID.length
+ a.length + b.length + xg.length + yg.length +
xa.length +
ya.length).put(entla).put(DEFAULT_DISTINGUISHING_ID).put(a).put(b).put(xg).put(yg).put(xa).put(ya)
.array());
// Combine hashed distinguishing ID with original message to generate final digest
return MessageDigest.getInstance("SM3", "BC")
.digest(ByteBuffer.allocate(za.length +
message.length).put(za).put(message)
.array());
}
// ***offlineSM2DSAVerify***
// Verify digital signature with SM2 public key
public static boolean offlineSM2DSAVerify(final PublicKey publicKey, final byte []
message,
final byte [] signature) throws InvalidKeyException {
final SM2Signer signer = new SM2Signer();
CipherParameters cipherParameters = ECUtil.generatePublicKeyParameter(publicKey);
cipherParameters = new ParametersWithID(cipherParameters,
DEFAULT_DISTINGUISHING_ID);
signer.init(false, cipherParameters);
signer.update(message, 0, message.length);
return signer.verifySignature(signature);
}
// ***offlineSM2PKEEncrypt***
// Encrypt data with SM2 public key
public static byte[] offlineSM2PKEEncrypt(final PublicKey publicKey, final byte []
plaintext) throws
NoSuchPaddingException, NoSuchAlgorithmException, NoSuchProviderException,
InvalidKeyException,
BadPaddingException, IllegalBlockSizeException, IOException {
final Cipher sm2Cipher = Cipher.getInstance("SM2", "BC");
sm2Cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, publicKey);
// By default, Bouncy Castle returns raw ciphertext in the c1c2c3 format
final byte [] cipherText = sm2Cipher.doFinal(plaintext);
// Convert the raw ciphertext to the ASN.1 format before passing it to AWS KMS
final ASN1EncodableVector asn1EncodableVector = new ASN1EncodableVector();
final int coordinateLength = (SM2_X9EC_PARAMETERS.getCurve().getFieldSize() + 7) /
8 * 2 + 1;
final int sm3HashLength = 32;
final int xCoordinateInCipherText = 33;
final int yCoordinateInCipherText = 65;
byte[] coords = new byte[coordinateLength];
byte[] sm3Hash = new byte[sm3HashLength];
byte[] remainingCipherText = new byte[cipherText.length - coordinateLength sm3HashLength];
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// Split components out of the ciphertext
System.arraycopy(cipherText, 0, coords, 0, coordinateLength);
System.arraycopy(cipherText, cipherText.length - sm3HashLength, sm3Hash, 0,
sm3HashLength);
System.arraycopy(cipherText, coordinateLength, remainingCipherText,
0,cipherText.length - coordinateLength - sm3HashLength);
// Build standard SM2PKE ASN.1 ciphertext vector
asn1EncodableVector.add(new ASN1Integer(new BigInteger(1,
Arrays.copyOfRange(coords, 1, xCoordinateInCipherText))));
asn1EncodableVector.add(new ASN1Integer(new BigInteger(1,
Arrays.copyOfRange(coords, xCoordinateInCipherText, yCoordinateInCipherText))));
asn1EncodableVector.add(new DEROctetString(sm3Hash));
asn1EncodableVector.add(new DEROctetString(remainingCipherText));

}

}

return new DERSequence(asn1EncodableVector).getEncoded("DER");

SYMMETRIC_DEFAULT キー仕様
デフォルトのキー仕様である SYMMETRIC_DEFAULT は、対称暗号化 KMS キーのキー仕様です。AWS
KMS コンソールでキーのタイプに [Symmetric] (対称)、キーの用途に [Encrypt and decrypt] (暗号化およ
び復号) を選択すると、SYMMETRIC_DEFAULT キー仕様が選択されます。CreateKey オペレーションで、
KeySpec 値を指定しない場合、SYMMETRIC_DEFAULT が選択されます。別のキー仕様を使用する理由
がない場合は、SYMMETRIC_DEFAULT を選択することをお勧めします。
SYMMETRIC_DEFAULT は現在、AES-256-GCM を表しています。Galois Counter Mode (GCM) のアド
バンスト暗号化スタンダード (AES) に基づく対称アルゴリズムは、安全な暗号化のための業界標準である
256 ビットキーを備えています。このアルゴリズムが生成する暗号文は、暗号化コンテキスト (p. 20)など
の追加認証データ (AAD) をサポートし、GCM は暗号文での追加の整合性チェックを提供します。技術的
な詳細については、「AWS Key Management Service 暗号化の詳細」を参照してください。
AES-256-GCM で暗号化されたデータは、現在も将来も保護されています。暗号作成者は、このアルゴリ
ズムには量子耐性があると考えています。理論上の将来、256 ビット AES-GCM キーで作成された暗号文
に対する大規模な量子コンピューティング攻撃は、キーの効果的なセキュリティを 128 ビットに低下させ
ます。ただし、このセキュリティレベルは、AWS KMS 暗号文に対するブルートフォース攻撃を実行不可
能にするのに十分です。
中国リージョンでは唯一の例外で、SYMMETRIC_DEFAULT は SM4 暗号化を使用する 128 ビットの対
称キーを表します。128 ビット SM4 キーは、中国リージョンでのみ作成できます。中国リージョンで
は、256 ビット AES-GCM KMS キーを作成することはできません。
AWS KMS で対称暗号化 KMS キーを使用して、データの暗号化、復号、再暗号化、およびデータキーと
データキーペアの生成を行うことができます。AWS KMS と統合された AWS のサービスは、対称暗号化
KMS キーを使用して保管中のデータを暗号化します。対称暗号化 KMS キーに独自のキーマテリアルを
インポート (p. 390)し、カスタムキーストア (p. 407)で対称暗号化 KMS キーを作成することができま
す。対称および非対称 KMS キーで実行できるオペレーションを比較した表については、「対称および非
対称 KMS キーの比較 (p. 449)」を参照してください。
AWS KMS と対称暗号化キーの技術的詳細については、「AWS Key Management Service の暗号化の詳細
説明」を参照してください。

AWS KMS での HMAC キー
Hash-based Message Authentication Code (HMAC) KMS キーは、AWS KMS 内で HMAC を生成し
て検証するために使用される対称キーです。それぞれの HMAC KMS キーに関連する一意のキーマ
テリアルは、HMAC アルゴリズムが必要とするシークレットキーを提供します。HMAC KMS キーを
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GenerateMac および VerifyMac オペレーションで使用して、AWS KMS 内のデータの整合性と信頼性
を検証することができます。
HMAC アルゴリズムは、暗号化ハッシュ関数と共有シークレットキーを組み合わせます。これらはメッ
セージとシークレットキー (HMAC KMS キーのキーマテリアルなど) を使用して、一意の固定サイズの
コードまたはタグを返します。メッセージの文字が 1 字でも違う場合、またはシークレットキーが同一で
はない場合、結果として得られるタグはまったく異なるものになります。HMAC は、シークレットキーを
リクエストすることによって信頼性も提供します。シークレットキーがなければ、同一の HMAC タグを生
成することは不可能です。HMAC は対称署名と呼ばれることもあります。これらはデジタル署名のように
機能しますが、署名と検証の両方に単一のキーを使用するからです。
AWS KMS が使用する HMAC KMS キーと HMAC アルゴリズムは、RFC 2104 で定義されている業界標準
に準拠しています。AWS KMS GenerateMac オペレーションは標準の HMAC タグを生成します。HMAC
KMS キーは、FIPS 140-2 Cryptographic Module Validation Program の認定を受けた AWS KMS ハード
ウェアセキュティモジュールで生成されており (中国 (北京) および中国 (寧夏) リージョンを除く)、暗号化
されずに AWS KMS 外で使用されることはありません。HMAC KMS キーを使用するには、AWS KMS を
呼び出す必要があります。
HMAC を使用して、JSON Web トークン (JWT)、トークン化されたクレジットカード情報、または送信さ
れたパスワードなどのメッセージの信頼性を判断することができます。決定論的なキーを必要とするアプ
リケーションでは特に、セキュアなキー導出関数 (KDF) としても使用することもできます。
HMAC KMS キーは、ユーザーがキーに設定するアクセスコントロールに従って、キーマテリアルの生成
と使用のすべてが AWS KMS で行われることから、アプリケーションソフトウェアからの HMAC よりも
多くのメリットを提供します。

Tip
ベストプラクティスでは、HMAC を含めたどの署名メカニズムについても、その有効時間を
制限することが推奨されています。そうすることで、アクターが有効性を何度も確立したり、
メッセージが置き換えらえた後も長期間有効性を確立したりする攻撃が阻止されます。HMAC
タグにタイムスタンプは含まれませんが、トークンまたはメッセージにタイムスタンプを含め
て、HMAC を更新するタイミングを検知できるようにすることが可能です。
HMAC KMS キーは、AWS アカウント内で作成、管理、および使用することができます。これには、キー
の有効化と無効化 (p. 78)、エイリアス (p. 29)とタグ (p. 68)の設定と変更、および HMAC KMS キーの削
除のスケジュール (p. 143)が含まれます。キーポリシー (p. 348)、IAM ポリシー (p. 184)、およびグ
ラント (p. 195)を使用して、KMS キーへのアクセスを制御することもできます。AWS CloudTrail ロ
グ (p. 88)で、AWS 内で HMAC KMS キーを使用または管理するすべてのオペレーションを監査すること
ができます。また、複数のAWS リージョンで同じ HMAC KMS キーのコピーのように機能する HMAC マ
ルチリージョン KMS キー (p. 349)を作成することも可能です。
HMAC KMS キーは、GenerateMac および VerifyMac 暗号化オペレーションのみをサポートしま
す。HMAC KMS キーを使用してデータの暗号化やメッセージの署名を行ったり、HMAC オペレーション
で他のタイプの KMS キーを使用したりすることはできません。GenerateMac オペレーションを使用する
ときは、ユーザーが最大 4,096 バイトのメッセージ、HMAC KMS キー、および HMAC キー仕様との互換
性がある MAC アルゴリズムを指定して、GenerateMac が HMAC タグを計算します。HMAC タグを検証
するには、HMAC タグ、同一のメッセージ、HMAC KMS キー、および 元の HMAC タグを計算するため
に GenerateMac が使用した MAC アルゴリズムを提供する必要があります。VerifyMac オペレーション
は HMAC タグを計算し、それが提供された HMAC タグと同一であることを検証します。入力と計算され
た HMAC タグが同一ではない場合は、検証が失敗します。
HMAC KMS キーは自動キーローテーション (p. 79)またはインポートされたキーマテリアル (p. 390)をサ
ポートせず、カスタムキーストア (p. 407)で HMAC KMS キーを作成することはできません。
AWS のサービス内のデータを暗号化するために KMS キーを作成している場合は、対称暗号化キーを使用
します。HMAC KMS キーを使用することはできません。
リージョン
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HMAC KMS キーは、次のリージョンを除いて、AWS KMS がサポートするすべての AWS リージョン で
サポートされています。
• アフリカ (ケープタウン) (af-south-1)
• 中国 (北京) (cn-north-1)
• 中国 (寧夏) (cn-northwest-1)
• ヨーロッパ (フランクフルト) (eu-central-1)
• AWS GovCloud (米国西部) (us-gov-west-1)
詳細はこちら
• KMS キーのタイプを選択する方法については、「KMS キータイプの選択 (p. 320)」を参照してくださ
い。
• 各タイプの KMS キーでサポートされる AWS KMS API オペレーションを比較する表については、
「キータイプリファレンス (p. 449)」を参照してください。
• マルチリージョン HMAC KMS キーの作成については、「AWS KMS のマルチリージョン
キー (p. 349)」を参照してください。
• AWS KMS コンソールが HMAC KMS キーに設定するデフォルトのキーポリシーの違いを調べるには、
「the section called “AWS サービスで KMS キーを使用することをキーユーザーに許可する” (p. 176)」
を参照してください。
• HMAC KMS キーの料金については、「AWS Key Management Service の料金」を参照してください。
• HMAC KMS キーに適用されるクォータについては、「リソースクォータ (p. 463)」および「クォータ
のリクエスト (p. 465)」を参照してください。
• HMAC KMS キーの削除については、「AWS KMS keys を削除する (p. 143)」を参照してください。
• JSON Web トークンを作成するための HMAC の使用について学ぶには、AWS セキュリティブログの
「How to protect HMACs inside AWS KMS」( 内で HMAC を保護する方法) を参照してください。
• ポッドキャストを聴く: AWS 公式ポッドキャストにてAWS Key Management Service が HMAC を導
入。
トピック
• HMAC KMS キーの主な仕様 (p. 344)
• HMAC KMS キーの作成 (p. 345)
• HMAC KMS キーへのアクセスの制御 (p. 348)
• HMAC KMS キーの表示 (p. 349)

HMAC KMS キーの主な仕様
AWS KMS は、さまざまな長さの対称 HMAC キーをサポートします。選択するキー仕様は、セキュ
リティ、規制、またはビジネス要件に応じて異なります。キーの長さによって、GenerateMac および
VerifyMac オペレーションで使用される MAC アルゴリズムが決まります。一般に、キーが長いほど安全性
が高くなります。ユースケースにとって実用的な最も長いキーを使用してください。
HMAC キーの仕様

MAC アルゴリズム

HMAC_224

HMAC_SHA_224

HMAC_256

HMAC_SHA_256

HMAC_384

HMAC_SHA_384
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HMAC キーの仕様

MAC アルゴリズム

HMAC_512

HMAC_SHA_512

HMAC KMS キーの作成
HMAC KMS キーは、AWS KMS コンソール、CreateKey API、または AWS CloudFormation テンプレー
ト (p. 142)を使用して作成することができます。
AWS KMS は、HMAC KMS キーに対して複数のキー仕様 (p. 344)をサポートします。ユーザーが選択す
るキー仕様は、規制、セキュリティ、またはビジネス要件に応じて決定される場合があります。一般に、
長いキーはブルートフォース攻撃に対する耐性が高くなります。
AWS のサービス内のデータを暗号化するために KMS キーを作成している場合は、対称暗号化 KMS キー
を使用します。AWS KMS と統合された AWS のサービスは、非対称 KMS キー、または HMAC KMS キー
をサポートしません。対称暗号化 KMS キーの作成方法については、「キーの作成 (p. 24)」を参照してく
ださい。

Note
HMAC KMS キーは、すべての AWS リージョンでサポートされていません。HMAC KMS キーが
サポートされるリージョンのリストについては、「HMAC リージョン (p. 343)」を参照してく
ださい。
詳細はこちら
• 作成する KMS キーの種類を判断するには、「KMS キータイプの選択 (p. 320)」を参照してくださ
い。
• このトピックで説明されている手順を使用して、マルチリージョンのプライマリ HMAC KMS キーを
作成できます。マルチリージョン HMAC キーをレプリケートするには、「the section called “レプリカ
キーを作成する” (p. 365)」を参照してください。
• KMS キーの作成に必要なアクセス許可については、KMS キーを作成するためのアクセス許可 (p. 25) を
参照してください。
• HMAC KMS キーを作成するための AWS CloudFormation テンプレートの使用については、「AWS
CloudFormation User Guide」(AWS CloudFormation ユーザーガイド) の「AWS::KMS::Key」を参照して
ください。
トピック
• HMAC KMS キーの作成 (コンソール) (p. 345)
• HMAC KMS キーの作成 (AWS KMSAPI) (p. 28)

HMAC KMS キーの作成 (コンソール)
AWS Management Console を使用して、HMAC KMS キー を作成することができます。HMAC KMS キー
は、キーの用途が [Generate and verify MAC] (MAC の生成と検証) である対称キーです。マルチリージョ
ンの HMAC キーを作成することもできます。
1.
2.
3.
4.
5.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。
AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
ナビゲーションペインで、[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。
[キーの作成] を選択します。
[キーの種類] で、[対称] を選択します。
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HMAC KMS キーは対称です。同じキーを使用して、HMAC タグの生成と検証を行います。
6.

[Key usage] （キーの使用) には、[Generate and verify MAC] (MAC の生成と検証) を選択します。
MAC の生成と検証は、HMAC KMS キーに対して唯一有効なキーの用途です。

Note
対称キーに対する [Key usage] (キーの使用) は、選択されたリージョンで HMAC KMS キー
がサポートされている場合にのみ表示されます。HMAC KMS キーは、すべての AWS リー
ジョンでサポートされていません。HMAC KMS キーがサポートされるリージョンのリストに
ついては、「HMAC リージョン (p. 343)」を参照してください。
7.

HMAC KMS キーの仕様 ([Key spec]] (キーの仕様)) を選択します。
選択するキーの仕様は、規制、セキュリティ、またはビジネス要件に応じて決定できます。一般に、
キーが長いほど安全性が高くなります。

8.

マルチリージョン (p. 349)のプライマリ HMAC キーを作成するには、[Advanced options] (詳細オプ
ション) で [Multi-Region key] (マルチリージョンキー) を選択します。この KMS キーに定義する共有
プロパティ (p. 356) (キーのタイプとキーの用途など) は、そのレプリカキーと共有されます。詳細
については、「マルチリージョンキーを作成する (p. 362)」を参照してください。
この手順を使用してレプリカキーを作成することはできません。マルチリージョンのレプリカ HMAC
キーを作成するには、レプリカキーを作成するための手順 (p. 366)に従ってください。

9.

[Next] を選択します。

10. KMS キーのエイリアス (p. 29)を入力します。エイリアス名の先頭を aws/ にすることはできません。
この aws/ プレフィックスは、アカウント内の AWS マネージドキー を表すために、Amazon Web
Services によって予約されます。
KMS キーを HMAC キーとして識別するエイリアス (HMAC/test-key など) の使用をお勧めします。
これは、タグとエイリアスによるキーのソートとフィルタリングは可能でも、キーの仕様や用途によ
るキーのソートとフィルタリングは可能ではない AWS KMS コンソールでの HMAC キーの識別を容
易にします。
エイリアスは AWS Management Console で KMS キーを作成するときに必要です。CreateKey
オペレーションの使用時にエイリアスを指定することはできません。ただし、コンソールまたは
CreateAlias オペレーションを使用して、既存の KMS キーのエイリアスを作成できます。詳細につい
ては、「エイリアスの使用 (p. 29)」を参照してください。
11. (オプション) KMS キーの説明を入力します。
保護する予定のデータタイプ、または KMS キーで使用する予定のアプリケーションを表す説明を入
力します。
今すぐ説明を追加するか、キーの状態 (p. 153)が Pending Deletion または Pending
Replica Deletion でない限り、後でいつでも更新できます。既存のカスタマーマネージ
ドキーの説明を追加、変更、削除するには、AWS Management Console で説明を編集する
か (p. 68)、UpdateKeyDescription オペレーションを使用します。
12. (オプション) タグキーとオプションのタグ値を入力します。KMS キーに複数のタグを追加するには、
[Add tag] (タグを追加) を選択します。
Type=HMAC など、キーを HMAC キーとして識別するタグの追加を検討してください。これは、タグ
とエイリアスによるキーのソートとフィルタリングは可能でも、キーの仕様や用途によるキーのソー
トとフィルタリングは可能ではない AWS KMS コンソールでの HMAC キーの識別を容易にします。
AWS リソースにタグを追加すると、使用量とコストがタグごとに集計されたコスト配分レポートが
AWS によって生成されます。タグは、KMS キーへのアクセスの制御にも使用できます。KMS キーの
タグ付けについては、キーのタグ付け (p. 68) および AWS KMS の ABAC (p. 261) を参照してくださ
い。
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13. [Next] を選択します。
14. KMS キーを管理できる IAM ユーザーとロールを選択します。

Note
IAM ポリシーでは、他の IAM ユーザーおよびロールに、KMS キーを管理するアクセス許可
を付与できます。
15. (オプション) 選択した IAM ユーザーとロールがこの KMS キーを削除しないようにするには、ページ
の下部にある [Key deletion] (キーの削除) セクションで、[Allow key administrators to delete this key]
(キー管理者にこのキーの削除を許可する) のチェックボックスをオフにします。
16. [Next] を選択します。
17. 暗号化オペレーション (p. 14)で KMS キーを使用できる IAM ユーザーとロールを選択します。

Note
AWS アカウント (ルートユーザー) には、デフォルトで完全なアクセス許可があります。そ
のため、IAM ポリシーでは、暗号化オペレーションで KMS キーを使用するアクセス許可を
ユーザーとロールに付与することもできます。
18. (オプション) 他の AWS アカウント が暗号化オペレーションにこの KMS キーを使用できるようにし
ます。これを行うには、ページの下部にある [Other AWS アカウント] セクションで、[Add another
AWS アカウント] を選択し、外部アカウントの AWS アカウント ID 番号を入力します。複数の外部ア
カウントを追加するには、この手順を繰り返します。

Note
外部アカウントでプリンシパルが KMS キーを使用できるようにするには、外部アカウント
の管理者が、これらのアクセス許可を付与する IAM ポリシーを作成する必要があります。詳
細については、「他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する (p. 267)」を参照
してください。
19. [Next] を選択します。
20. 選択したキー設定を確認します。戻って、すべての設定を変更することもできます。
21. [Finish] (完了) を選択して HMAC KMS キーを作成します。

HMAC KMS キーの作成 (AWS KMSAPI)
CreateKey オペレーションを使用して HMAC KMS キーを作成することができます。以下の例では AWS
Command Line Interface (AWS CLI) を使用しますが、サポートされている任意のプログラミング言語を使
用することができます。
HMAC KMS キーを作成するときは、KMS キーのタイプを決定する KeySpec パラメータを指定す
る必要があります。また、GENERATE_VERIFY_MAC が HMAC キーに唯一有効なキーの用途で
あっても、GENERATE_VERIFY_MAC の KeyUsage 値を指定する必要があります。マルチリージョ
ン (p. 349)の HMAC KMS キーを作成するには、値が true の MultiRegion パラメータを追加しま
す。KMS キー作成後にこれらのプロパティを変更することはできません。
CreateKey オペレーションでは、エイリアスを指定することはできませんが、CreateAlias オペレーショ
ンを実行して、新しい KMS キーのエイリアスを作成できます。KMS キーを HMAC キーとして識別する
エイリアス (HMAC/test-key など) の使用をお勧めします。これは、エイリアスによるキーのソートと
フィルタリングは可能でも、キーの仕様や用途によるキーのソートとフィルタリングは可能ではない AWS
KMS コンソールでの HMAC キーの識別を容易にします。
HMAC キーがサポートされていていない AWS リージョンで HMAC KMS キーを作成しようとする
と、CreateKey オペレーションが UnsupportedOperationException を返します。HMAC KMS キー
は、すべての AWS リージョンでサポートされていません。HMAC KMS キーがサポートされるリージョン
のリストについては、「HMAC リージョン (p. 343)」を参照してください。
以下の例は、CreateKey オペレーションを使用して 512 ビットの HMAC KMS キーを作成します。
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$ aws kms create-key --key-spec HMAC_512 --key-usage GENERATE_VERIFY_MAC
{
"KeyMetadata": {
"KeyState": "Enabled",
"KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"Description": "",
"Arn": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1669973196.214,
"MultiRegion": false,
"KeySpec": "HMAC_512",
"CustomerMasterKeySpec": "HMAC_512",
"KeyUsage": "GENERATE_VERIFY_MAC",
"MacAlgorithms": [
"HMAC_SHA_512"
],
"AWSAccountId": "111122223333",
"Origin": "AWS_KMS",
"Enabled": true
}
}

HMAC KMS キーへのアクセスの制御
HMAC KMS キーへのアクセスを制御するには、すべての KMS キーに必要とされるキーポリ
シー (p. 163)を使用します。IAM ポリシー (p. 184)と権限 (p. 195)を使用することも可能です。
AWS KMS コンソールで作成された HMAC 用のデフォルトキーポリシー (p. 168)は、GenerateMac お
よび VerifyMac オペレーションを呼び出す許可をキーのユーザーに付与します。ただし、これには
AWS のサービスでの権限の使用向けに設計されたキーポリシーステートメント (p. 176)は含まれていませ
ん。CreateKey オペレーションを使用して HMAC キーを作成する場合は、キーポリシーまたは IAM ポリ
シーでこれらの許可を指定する必要があります。
AWS グローバル条件キー、および AWS KMS 条件キーを使用して、HMAC キーに対する許可を絞り込
み、制限することができます。例えば、kms:ResourceAliases (p. 248) 条件キーを使用して、AWS
KMS へのアクセスを HMAC キーに関連付けられたエイリアスに基づいて制御することができます。以下
の AWS KMS ポリシー条件は、HMAC キーに対するポリシーに役立ちます。
• kms:MacAlgorithm (p. 243) 条件キーを使用して、プリンシパルが GenerateMac および VerifyMac
オペレーションを呼び出すときにリクエストできるアルゴリズムを制限します。例えば、リクエスト内
の MAC アルゴリズムが HMAC_SHA_384 の場合にのみ、プリンシパルが GenerateMac オペレーショ
ンの呼び出せるようにすることができます。
• kms:KeySpec (p. 240) 条件キーを使用して、プリンシパルによる特定タイプの HMAC キーの作
成を許可または拒否します。例えば、プリンシパルが HMAC キーのみを作成できるようにするに
は、CreateKey オペレーションを許可する一方で、kms:KeySpec 条件を使用して HMAC_384 キー仕様
を持つキーのみを許可することができます。
kms:KeySpec 条件キーを使用することで、キーのキー仕様に基づいて、KMS キーでのその他オペレー
ションへのアクセスを制御することもできます。例えば、プリンシパルが HMAC_256 キー仕様を持つ
KMS キーのみでキーの削除のスケジュールとキャンセルを実行できるようにすることが可能です。
• kms:KeyUsage (p. 242) 条件キーを使用して、プリンシパルによる HMAC キーの作成を許可または拒
否します。例えば、プリンシパルが HMAC キーのみを作成できるようにするには、CreateKey オペレー
ションを許可する一方で、kms:KeyUsage 条件を使用して、キーの用途が GENERATE_VERIFY_MAC で
あるキーのみを許可することができます。
kms:KeyUsage 条件キーを使用して、キーの用途に基づいて KMS キーでのその他オペレーションへの
アクセスを制御することもできます。例えば、用途が GENERATE_VERIFY_MAC である KMS キーのみ
での有効化と無効化をプリンシパルに許可することができます。

348

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
HMAC キーの表示

権限オペレーション (p. 197)である GenerateMac および VerifyMac オペレーションの権限を作成する
こともできます。ただし、HMAC キーの権限で暗号化コンテキストの権限の制約 (p. 201)を使用すること
はできません。HMAC タグ形式は、暗号化コンテキスト値をサポートしません。

HMAC KMS キーの表示
HMAC KMS キーは、AWS KMS コンソール、または DescribeKey API を使用して表示できます。HMAC
KMS キーの使用は、AWS CloudTrail ログ (p. 88)および Amazon CloudWatch (p. 138) で監視できま
す。KMS キーの表示に関する基本的な手順については、「キーの表示 (p. 48)」を参照してください。
HMAC KMS キーは、HMAC で始まるキーの仕様、または常に [Generate and verify MAC] (MAC の生成と検
証)(GENERATE_VERIFY_MAC) であるキーの用途によって、他のタイプの KMS キーと区別することができ
ます。
HMAC KMS キーは、AWS KMS コンソールの [Customer managed keys] (カスタマー管理型のキー) ペー
ジにある表に記載されています。ただし、キーの仕様や用途で KMS キーをソートまたはフィルタリン
グ (p. 49)することはできません。HMAC キーを見つけやすくするには、それらに固有のエイリアスまたは
タグを割り当てます。そうすることで、エイリアスまたはタグでのソートまたはフィルタリングが可能に
なります。
HMAC KMS キーに関するキーの詳細ページ (p. 49)の [Cryptographic configuration] (暗号化設定) タブで、
設定の詳細を確認できます。

AWS KMS のマルチリージョンキー
AWS KMS では、複数のリージョンで同じキーのように相互使用ができる、異なる AWS リージョン の
AWS KMS keys であるマルチリージョンキーをサポートします。関連するマルチリージョンキーセットご
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とに、同じキーマテリアル (p. 17)およびキー ID (p. 16) があるため、1つの AWS リージョン でデータを暗
号化し、再暗号化や AWS KMS へのクロスリージョン呼び出しを行うことなく、異なる AWS リージョン
で復号できます。
すべての KMS キーと同様に、マルチリージョンキーは AWS KMS を暗号化されないままにしません。暗
号化または署名用の対称または非対称のマルチリージョンキーを作成する、HMAC タグの生成と検証用の
HMAC マルチリージョンキーを作成する、および AWS KMS が生成するキーマテリアル、またはインポー
トされたキーマテリアルを持つマルチリージョンキー (p. 377)を作成することができます。エイリアスお
よびタグの作成、キーポリシーとグラントの設定、有効化/無効化の選択など、各マルチリージョンキーを
個別に管理する (p. 372)必要があります。単一リージョンキーで実行できるすべての暗号化オペレーショ
ンで、マルチリージョンキーを使用できます。
マルチリージョンキーは、多くの一般的なデータセキュリティシナリオに対応する、柔軟で強力なソ
リューションです。
ディザスタリカバリ
バックアップおよびリカバリのアーキテクチャでは、マルチリージョンキーを使用することで、AWS
リージョン 停止のイベント時でも、暗号化されたデータを中断することなく処理できます。バック
アップリージョンで保持されるデータはバックアップリージョンで復号し、バックアップリージョン
で新たに暗号化されたデータは、そのリージョンの復元時にプライマリリージョンで復号することが
できます。
グローバルなデータ管理
グローバルに展開されるビジネスには、グローバルに配信され、AWS リージョン 全体で一貫して利
用可能なデータが必要です。データが存在するすべてのリージョンでマルチリージョンキーを作成
し、クロスリージョン呼び出しのレイテンシーや、各リージョンで異なるキーのデータの再暗号化に
掛かるコストなしで、単一リージョンキーであるかのようにキーを使用できます。
配信署名アプリケーション
クロスリージョン署名機能を必要とするアプリケーションでは、マルチリージョンの非対称署名キー
を使用して、異なる AWS リージョン で同一のデジタル署名を、一貫して繰り返し生成することがで
きます。
単一のグローバルトラストストア (単一のルート認定権限 (CA))、およびルート CA によって署名され
たリージョンの中間 CA で証明書チェーンを使用する場合、マルチリージョンキーは不要です。ただ
し、アプリケーション署名などの中間 CA がシステムでサポートされない場合は、マルチリージョン
キーを使用して、リージョンの認定に一貫性を持たせることができます。
複数のリージョンにまたがるアクティブ-アクティブアプリケーション
一部のワークロードとアプリケーションは、アクティブ-アクティブアーキテクチャで複数のリージョ
ンにまたがることができます。これらのアプリケーションでは、マルチリージョンキーを使用して、
リージョンの境界を越えて移動する可能性のあるデータに対する暗号化と復号の同時オペレーション
に同じキーマテリアルを提供し、複雑さを軽減できます。
マルチリージョンキーは、クライアント側の暗号化ライブラリ (AWS Encryption SDK、DynamoDB 暗号化
クライアント、Amazon S3 クライアント側暗号化) などで使用できます。Amazon DynamoDB グローバル
テーブルおよび DynamoDB 暗号化クライアントでマルチリージョンキーを使用する例については、AWS
セキュリティブログの Encrypt global data client-side with AWS KMS multi-Region keys を参照してくださ
い。
保管時の暗号化またはデジタル署名用の AWS KMS と統合された AWS のサービスでは、現在、マルチ
リージョンキーを単一リージョンキーのように扱っています。リージョン間で移動されたデータを再ラッ
プまたは再暗号化する場合があります。例えば、Amazon S3 クロスリージョンレプリケーションでは、マ
ルチリージョンキーで保護されたオブジェクトをレプリケートする場合でも、コピー先リージョンの KMS
キーでデータを復号および再暗号化します。
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マルチリージョンキーはグローバルではありません。マルチリージョンのプライマリキーを作成し、そ
のキーを AWS パーティション内で選択するリージョンにレプリケートします。次に、各リージョンでマ
ルチリージョンキーを個別に管理します。AWS または AWS KMS のどちらも、ユーザーの代わりにマル
チリージョンキーを任意のリージョンに自動的に作成、またはレプリケートしません。AWS マネージド
キー (p. 5)、アカウントで AWS サービスが作成する KMS キーは、常に単一リージョンキーです。
既存の単一リージョンキーをマルチリージョンキーに変換することはできません。この設計により、既存
の単一リージョンキーで保護されているすべてのデータが、同じデータ常駐プロパティとデータ主権プロ
パティを維持できます。
ほとんどのデータセキュリティニーズに対して、リージョナルリソースのリージョン分離と耐障害性によ
り、スタンダードな AWS KMS 単一リージョンキーは最適なソリューションです。ただし、複数のリー
ジョンにまたがるクライアント側のアプリケーションでデータを暗号化または署名する必要がある場合
は、マルチリージョンキーがソリューションとなることがあります。
リージョン
マルチリージョンキーは、中東 (アラブ首長国連邦)、中国 (北京) および中国 (寧夏) を除く、AWS KMS が
サポートしているすべての AWS リージョン でサポートされます。
料金とクォータ
関連するマルチリージョンキーのセットに含まれるすべてのキーは、料金およびクォータに関して、1 つ
の KMS キーとしてカウントされます。AWS KMS クォータ (p. 463)は、アカウントのリージョンごとに
個別に計算されます。各リージョンのマルチリージョンキーの使用と管理は、そのリージョンのクォータ
でカウントされます。
サポートされる KMS キータイプ
次の種類のマルチリージョン KMS キーを作成できます。
• 対称暗号化 KMS キー
• 非対称 KMS キー
• HMAC KMS キー
• インポートされたキーマテリアルを持つ KMS キー
カスタムキーストアでマルチリージョンキーを作成することはできません。

トピック
• マルチリージョンキーへのアクセスを制御する (p. 357)
• マルチリージョンキーを作成する (p. 362)
• マルチリージョンキーを表示する (p. 369)
• マルチリージョンのキーを管理する (p. 372)
• キーマテリアルをマルチリージョンキーにインポートする (p. 377)
• マルチリージョンキーを削除する (p. 380)

マルチリージョンキーのセキュリティに関する考慮事
項
AWS KMS マルチリージョンキーは、必要なときにだけ使用します。マルチリージョンキーは、暗号化さ
れたデータを AWS リージョン の間で移動するワークロード、またはクロスリージョンアクセスが必要な
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ワークロードに柔軟でスケーラブルなソリューションを提供します。保護されたデータを、リージョンを
超えて共有、移動、バックアップする必要がある場合、または異なるリージョンで同一のデジタル署名を
作成する必要がある場合は、マルチリージョンキーを検討します。
ただし、マルチリージョンキーを作成するプロセスでは、キーマテリアルは AWS KMS 内の AWS リー
ジョン の境界を越えて移動します。マルチリージョンキーによって生成される暗号文は、複数の地理的
位置にある複数の関連キーによって復号される可能性があります。地域的に孤立したサービスやリソース
にも大きな利点があります。各 AWS リージョン は他のリージョンから分離され、独立しています。リー
ジョンでは耐障害性や安定性が提供され、レイテンシーを低減することもできます。これにより、別の
リージョンの障害の影響を受けずに利用できる冗長リソースを作成できます。AWS KMS では、すべての
暗号文を 1 つのキーのみで復号できます。
マルチリージョンキーは、セキュリティに関する新しい考慮事項も提起します。
• マルチリージョンキーでは、アクセス制御とデータセキュリティポリシーの適用がより複雑です。複数
の独立したリージョン全体で、ポリシーがキーで一貫して監査されることを確認する必要があります。
また、個別のキーに依存する代わりに、ポリシーを使用して境界を適用する必要があります。
例えば、あるリージョンの給与チームが別のリージョンの給与データを読み取れないようにするため
に、データにポリシー条件を設定する必要があります。また、あるリージョンのマルチリージョンキー
が 1 つのテナントのデータを保護し、別のリージョンの関連するマルチリージョンキーが別のテナント
のデータを保護するというシナリオを防ぐには、アクセス制御を使用する必要があります。
• リージョン全体のキーの監査もより複雑です。マルチリージョンキーでは、複数のリージョン全体の監
査アクティビティを調べて調整し、保護されるデータのキーアクティビティを完全に理解する必要があ
ります。
• データ常駐に関するコンプライアンスは、より複雑になる可能性があります。孤立したリージョンで
は、データ常駐とデータ主権のコンプライアンスを確保できます。特定のリージョンの KMS キーは、
そのリージョン内の機密データのみを復号できます。あるリージョンで暗号化されたデータは完全に保
護され、他のリージョンではアクセスできません。
マルチリージョンキーを使用してデータの常駐性とデータ主権を検証するには、アクセスポリシーを実
装し、複数のリージョンに AWS CloudTrail イベントをコンパイルします。
マルチリージョンキーのアクセス制御を管理しやすくするために、マルチリージョンキーのレプリ
ケーション許可 (kms:ReplicateKey) は、キーを作成するスタンダードなアクセス許可 (kms:CreateKey)
と分けられています。また、AWS KMS では、マルチリージョンキーに関する複数のポリシー条件
(kms:MultiRegion: マルチリージョンキーを作成、使用、管理するアクセス許可を許可または拒否しま
す。kms:ReplicaRegion: マルチリージョンキーのレプリケーション先となるリージョンを制限します)
をサポートします。詳細については、「マルチリージョンキーへのアクセスを制御する (p. 357)」を参照
してください。

マルチリージョンキーの仕組み
まず、AWS KMS がサポートする AWS リージョン (米国東部 (バージニア北部) など) で、対称または非対
称のマルチリージョンのプライマリキー (p. 355)を作成します。キーを単一リージョンにするか、マル
チリージョンにするかは、作成時にのみ決定できます。このプロパティは後で変更できません。KMS キー
と同様に、マルチリージョンキーのキーポリシーを設定することで、グラントを作成したり、分類と認可
用のエイリアスとタグを追加したりできます。(これらは、他のキーと共有または同期されない独立したプ
ロパティ (p. 356)です)。暗号化または署名の暗号化オペレーションで、マルチリージョンのプライマリ
キーを使用できます。
AWS KMS コンソールで、または MultiRegion パラメータが true に設定された CreateKey API を使
用して、マルチリージョンのプライマリキーを作成 (p. 362)できます。マルチリージョンキーには mrkで始まる固有のキー ID があります。mrk- プレフィックスを使用して、プログラムで MRK を識別できま
す。
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選択すると、マルチリージョンのプライマリキーを同じ AWS パーティション (欧州 (アイルランド) など)
の 1 つ以上の異なる AWS リージョン にレプリケート (p. 356)できます。これにより、AWS KMS は指
定されたリージョンで、同じキー ID と他の共有プロパティ (p. 356)を使用して、プライマリキーとし
てレプリカキー (p. 356)を作成します。次に、キーマテリアルをリージョンの境界を越えて安全に転送
し、すべて AWS KMS 内で、コピー先リージョンの新しい KMS キーに関連付けます。結果として、2 つ
の関連するマルチリージョンキーが作成されます (プライマリキーとレプリカキー)。これらは相互に使用
することができます。
AWS KMS コンソールで、または ReplicateKey API を使用して、マルチリージョンレプリカキーを作
成 (p. 365)できます。

作成されたマルチリージョンレプリカキー (p. 356)は、完全に機能する KMS キーで、プライマリキー
と同じ共有プロパティ (p. 356)を備えています。それ以外の点では、独自の説明、キーポリシー、グラ
ント、エイリアス、タグを持つ独立した KMS キーです。マルチリージョンキーを有効または無効にして
も、関連するマルチリージョンキーには影響しません。プライマリキーとレプリカキーは、暗号化オペ
レーションで個別に使用することも、連携させて使用することもできます。例えば、米国東部 (バージニ
ア北部) リージョンのプライマリキーを使用してデータを暗号化し、欧州 (アイルランド) リージョンに
データを移動し、レプリカキーを使用してデータを復号できます。
関連するマルチリージョンキーは同じキー ID を持ちます。キー ARN (Amazon リソースネーム) は、リー
ジョンフィールドでのみ異なります。例えば、マルチリージョンのプライマリキーとレプリカキーには、
次のキー ARN があります。キー ID (キー ARN の最後の要素) は同一です。両方のキーには、mrk- で始ま
る、マルチリージョンキー固有のキー ID があります。
Primary key: arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef12345678990ab
Replica key: arn:aws:kms:eu-west-1:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef12345678990ab

相互運用性のために、同じキー ID が必要です。暗号化する場合、AWS KMS は、KMS キーのキー ID を暗
号文にバインドします。そのため、暗号文は当該 KMS キーまたは同じキー ID を持つ KMS キーでのみ解
読できます。この機能により、関連するマルチリージョンキーが認識しやすくなり、相互に使用しやすく
なります。例えば、アプリケーションで使用する場合は、共有キー ID で関連するマルチリージョンキーを
参照できます。次に、必要に応じて、リージョンまたは ARN を指定して、それらを区別します。

353

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
マルチリージョンキーの仕組み

データのニーズの変化に応じて、プライマリキーを米国西部 (オレゴン) およびアジアパシフィック (シド
ニー)など、同じパーティションの他の AWS リージョン にレプリケートできます。結果は、次の図表に示
された、同じキーマテリアルとキー ID を持つ 4 つの関連するマルチリージョンキーとなります。キーは
個別に管理します。キーは独立して使用することも、連携させて使用することもできます。例えば、アジ
アパシフィック (シドニー) でレプリカキーを使用してデータを暗号化し、データを米国西部 (オレゴン) に
移動して、米国西部 (オレゴン) でレプリカキーを使用して復号できます。

マルチリージョンキーに関するその他の考慮事項は次のとおりです。
共有プロパティの同期 — マルチリージョンキーの共有プロパティ (p. 356)が変更されると、AWS KMS
は自動的にプライマリキー (p. 355)からすべてのレプリカキー (p. 356)に変更を同期させます。共有プ
ロパティの同期をリクエストまたは強制することはできません。AWS KMS はすべての変更を検出して同
期します。ただし、CloudTrail ログの SynchronizeMultiRegionKey (p. 125) イベントを使用して、同期を監
査することができます。
例えば、対称マルチリージョンのプライマリキーで自動キーローテーションを有効にすると、AWS KMS
は、その設定をすべてのレプリカキーにコピーします。キーマテリアルをローテーションすると、関連
するすべてのマルチリージョンキー間でローテーションが同期されます。これにより、マルチリージョン
キーは引き続き現在と同じキーマテリアルを持ち、古いバージョンのキーマテリアルすべてにアクセスで
きます。新しいレプリカキーを作成すると、そのキーマテリアルは、関連するすべてのマルチリージョン
キーの現在のキーマテリアルと同じになり、以前のバージョンのキーマテリアルすべてにアクセスできま
す。詳細については、「マルチリージョンキーをローテーションする (p. 376)」を参照してください。
プライマリキーの変更 — マルチリージョンキーのすべてのセットには、プライマリキーが 1 つだけ必要
です。プライマリキー (p. 355)はレプリケートできる唯一のキーです。また、レプリカキーの共有プロパ
ティのソースでもあります。ただし、プライマリキーをレプリカに変更し、レプリカキーの 1 つをプライ
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マリに昇格させることができます。これにより、特定のリージョンから複数リージョンのプライマリキー
を削除したり、プロジェクト管理者の近くにあるリージョンでプライマリキーを検索したりできます。詳
細については、「プライマリリージョンを更新する (p. 373)」を参照してください。
マルチリージョンキーの削除 — すべての KMS キーと同様に、AWS KMS がマルチリージョンキーを削
除する前に、削除をスケジュールする必要があります。キーが削除保留中の間は、暗号化オペレーショ
ンでキーを使用することはできません。ただし、すべてのレプリカキーが削除されるまで、AWS KMS は
マルチリージョンのプライマリキーを削除しません。詳細については、「マルチリージョンキーを削除す
る (p. 380)」を参照してください。

概念
マルチリージョンキーでは、次の条件と概念を使用します。

マルチリージョンキー
マルチリージョンキーは、異なる AWS リージョン で同じキー ID とキーマテリアル (およびその他の共有
プロパティ (p. 356)) を持つ KMS キーのセットの 1 つです。各マルチリージョンキーは、完全に機能す
る KMS キーで、関連するマルチリージョンキーとは完全に独立して使用できます。すべての関連するマ
ルチリージョンキーは同じキー ID とキーマテリアルを持ち、相互運用可能です。つまり、すべての AWS
リージョン のすべての関連するマルチリージョンキーは、他の関連するすべてのマルチリージョンキーに
よって暗号化された暗号文を復号できます。
KMS キーの作成時に、KMS キーのマルチリージョンのプロパティを設定します。既存のキーでマルチ
リージョンプロパティを変更することはできません。単一リージョンキーをマルチリージョンキーに変換
したり、マルチリージョンキーを単一リージョンキーに変換したりすることはできません。既存のワーク
ロードをマルチリージョンシナリオに移動するには、データを再暗号化するか、新しいマルチリージョン
キーを使用して新しい署名を作成する必要があります。
マルチリージョンキーは、対称または非対称 (p. 324)で、AWS KMS キーマテリアルまたはインポートさ
れたキーマテリアル (p. 390)を使用できます。カスタムキーストア (p. 407)でマルチリージョンキーを
作成することはできません。
関連するマルチリージョンキーのセットには、常に 1 つだけプライマリキー (p. 355)があります。他の
AWS リージョン で、そのプライマリキーのレプリカキー (p. 356)を作成できます。プライマリリージョ
ンを更新する (p. 375)と、プライマリキーがレプリカキーに変更され、指定されたレプリカキーがプラ
イマリキーに変更されます。ただし、AWS リージョン ごとに保持できるプライマリキーまたはレプリカ
キーは 1 つだけです。リージョンはすべて、同じ AWS パーティションである必要があります。
関連するマルチリージョンキーの複数のセットを、同じまたは異なる AWS リージョン で持つことができ
ます。関連するマルチリージョンキーは相互運用可能ですが、関連しないマルチリージョンキーは相互運
用できません。

プライマリキー
マルチリージョンのプライマリキーは KMS キーであり、同じパーティションの他の AWS リージョン に
レプリケートできます。マルチリージョンキーの各セットには、プライマリキーが 1 つしかありません。
プライマリキーは、次の点でレプリカキーとは異なります。
• プライマリキーのみがレプリケーション (p. 365)可能です。
• プライマリキーは、レプリカキー (p. 356) (キーマテリアルとキー ID を含む) の共有プロパ
ティ (p. 356)のソースです。
• 自動キーローテーション (p. 79)は、プライマリキーでのみ有効または無効にできます。
• プライマリキーの削除をいつでもスケジュールする (p. 380)ことができます。ただし、すべてのレプリ
カキーが削除されるまで、AWS KMS はプライマリキーを削除しません。
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プライマリキーとレプリカキーは、暗号化プロパティにおいて違いはありません。プライマリキーとその
レプリカキーは、同じ意味で使用することができます。
プライマリキーをレプリケートする必要はありません。プライマリキーは、KMS キーと同じように使用
し、有用であればレプリケートすることができます。ただし、マルチリージョンキーには単一リージョン
キーとは異なるセキュリティプロパティがあるため、プライマリキーをコレプリケートする場合にのみ、
マルチリージョンキーを作成することをお勧めします。

レプリカキー
マルチリージョンのレプリカキーは、プライマリキー (p. 355)および関連するレプリカキーと同じキー
ID (p. 16)とキーマテリアル (p. 17)を持ち、異なる AWS リージョン に存在する KMS キーです。
レプリカキーは、固有のキーポリシー、グラント、エイリアス、タグ、およびその他のプロパティを持
つ、完全に機能する KMS キーです。レプリカキーは、プライマリキーまたは他のキーのコピーまたはポ
インタではありません。プライマリキーと関連するすべてのレプリカキーが無効になっている場合でも、
レプリカキーを使用できます。また、レプリカキーをプライマリキーに変換し、プライマリキーをレプ
リカキーに変換することもできます。レプリカキーが作成されると、レプリカキーはそのプライマリキー
にキーローテーション (p. 376)およびプライマリリージョンの更新 (p. 373)のみを依存します。
プライマリキーとレプリカキーは、暗号化プロパティにおいて違いはありません。プライマリキーとその
レプリカキーは、同じ意味で使用することができます。プライマリキーまたはレプリカキーで暗号化され
たデータは、同じキー、または関連する任意のプライマリキーまたはレプリカキーで復号できます。

レプリケーション
マルチリージョンのプライマリキー (p. 355)を、同じパーティションの別の AWS リージョン にレプ
リケートできます これにより、AWS KMS は指定されたリージョンで、プライマリキーと同一のキー
ID (p. 16) およびその他の共有プロパティ (p. 356)を持つマルチリージョンレプリカキー (p. 356)を作成
します。次に、キーマテリアルをリージョンの境界を越えて安全に転送し、すべて AWS KMS 内で、新し
いレプリカキーに関連付けます。

共有プロパティ
共有プロパティは、レプリカキーと共有するマルチリージョンのプライマリキーのプロパティです。AWS
KMS は、プライマリキーと同じ共有プロパティ値を持つレプリカキーを作成します。次に、プライマリ
キーの共有プロパティ値をレプリカキーに定期的に同期します。レプリカキーでは、これらのプロパティ
を設定できません。
以下は、マルチリージョンキーの共有プロパティです。
• キー ID (p. 16) — (キー ARN (p. 16) の Region 要素が異なります)。
• キーマテリアル (p. 17)
•
•
•
•

キーマテリアルのオリジン (p. 17)
キー仕様 (p. 18)および暗号化アルゴリズム
キーの用途 (p. 19)
自動キーローテーション (p. 79) — 自動キーローテーションは、プライマリキーでのみ有効または無効
にできます。新しいレプリカキーは、共有キーマテリアルのすべてのバージョンで作成されます。詳細
については、「マルチリージョンキーをローテーションする (p. 376)」を参照してください。

関連するマルチリージョンキーのプライマリおよびレプリカの指定は、共有プロパティと考えることも
できます。新しいレプリカキーの作成時 (p. 356)またはプライマリキーの更新時 (p. 375)、AWS KMS
は、関連するすべてのマルチリージョンキーに変更を同期します。これらの変更が完了すると、関連する
すべてのマルチリージョンキーが、プライマリキーとレプリカキーを正確に一覧表示します。
マルチリージョンキーのその他のプロパティはすべて、独立したプロパティです (説明、キーポリ
シー (p. 163)、グラント (p. 195)、有効および無効キーステータス (p. 78)、エイリアス (p. 29)、タ
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グ (p. 68)を含む)。関連するすべてのマルチリージョンキーでこれらのプロパティに同じ値を設定できます
が、独立したプロパティの値を変更すると、AWS KMS は同期しません。
マルチリージョンキーの共有プロパティの同期を追跡できます。AWS CloudTrail ログ
で、SynchronizeMultiRegionKey (p. 125) イベントを探します。

マルチリージョンキーへのアクセスを制御する
マルチリージョンキーは、単一リージョンキーを使用するとより複雑な、コンプライアンス、災害対策、
バックアップのシナリオで使用できます。ただし、マルチリージョンキーのセキュリティプロパティは
単一リージョンキーのセキュリティプロパティとは大きく異なるため、マルチリージョンキーの作成、管
理、使用の認可には注意が必要です。

Note
Resource フィールドのワイルドカード文字を含む既存の IAM ポリシーステートメントが、
単一リージョンキーおよびマルチリージョンキーの両方に適用されるようになりました。
ステートメントを単一リージョンの KMS キーまたはマルチリージョンキーに制限するに
は、kms:MultiRegion (p. 244) 条件キーを使用します。
認可ツールを使用して、単一リージョンで十分なシナリオでのマルチリージョンキーの作成および使用を
阻止します。プリンシパルが、必要とする AWS リージョン のみにマルチリージョンキーをコピーできる
ようにします。マルチリージョンキーのアクセス許可を、それらを必要とするプリンシパルおよびタスク
に対してのみ付与します。
キーポリシー、IAM ポリシー、権限を使用して、IAM プリンシパルが AWS アカウント でマルチリージョ
ンキーを管理および使用できるようにします。各マルチリージョンキーは、一意のキー ARN とキーポリ
シーを持つ独立したリソースです。各キーのキーポリシーを確立して維持し、新規および既存の IAM ポリ
シーが認可戦略を実装していることを確認する必要があります。
トピック
• マルチリージョンキーの認可の原則 (p. 357)
• マルチリージョンキー管理者およびユーザーを認可する (p. 358)
• マルチリージョンキーの同期を AWS KMS に認可する (p. 361)

マルチリージョンキーの認可の原則
マルチリージョンキーのキーポリシーと IAM ポリシーを設計するときは、次の原則を考慮します。
• キーポリシー — 各マルチリージョンキーは、固有のキーポリシー (p. 163)を持つ独立した KMS キーリ
ソースです。関連するマルチリージョンキーセットの各キーに、同じ、または異なるキーポリシーを適
用できます。キーポリシーはマルチリージョンキーの共有プロパティ (p. 356)ではありません。AWS
KMS は関連するマルチリージョンキー間のキーポリシーをコピーまたは同期しません。
AWS KMS コンソールでレプリカキーを作成するときに、コンソールは便宜上、プライマリキーの現在
のキーポリシーを表示します。このキーポリシーの使用、編集、削除、置き換えを行うことができま
す。ただし、プライマリキーポリシーを変更せずに受け入れる場合でも、AWS KMS はポリシーを同期
しません。例えば、プライマリキーのキーポリシーを変更しても、レプリカキーのキーポリシーは変わ
りません。
• デフォルトのキーポリシー — CreateKey および ReplicateKey オペレーションを使用してマルチ
リージョンキーを作成する際、リクエストでキーポリシーを指定しない限り、デフォルトのキーポリ
シー (p. 168)が適用されます。これは、単一リージョンキーに適用されるのと同じデフォルトのキーポ
リシーです。
• IAM ポリシー — すべての KMS キーと同様に、キーポリシーによって許可される (p. 168)場合
にのみ、IAM ポリシーを使用してマルチリージョンキーへのアクセスを制御できます。IAM ポ
リシー (p. 184)は、すべての AWS リージョン にデフォルトで適用されます。ただし、条件キー
(aws:RequestedRegion など) を使用して、特定のリージョンへのアクセス許可を制限できます。
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プライマリキーおよびレプリカキーを作成するには、キーが作成されたリージョンに適用される、IAM
ポリシーの kms:CreateKey アクセス許可をプリンシパルに付与する必要があります。
• 権限 — AWS KMS 権限 (p. 195)はリージョナルです。各権限は、1 つの KMS キーにアクセス許可を付
与します。権限を使用して、マルチリージョンのプライマリキーまたはレプリカキーへのアクセス許可
を付与できます。ただし、マルチリージョンキーが関連付けられている場合でも、単一の権限を使用し
て複数の KMS キーにアクセス許可を付与することはできません。
• キー ARN — 各マルチリージョンキーは一意のキー ARN (p. 352) を持ちます。関連するマルチリー
ジョンキーのキー ARN は、同じパーティション、アカウント、キー ID を持ちますが、リージョンが異
なります。
IAM ポリシーステートメントを特定のマルチリージョンキーに適用するには、そのキー ARN または
リージョンを含むキー ARN パターンを使用します。関連するすべてのマルチリージョンキーに IAM ポ
リシーステートメントを適用するには、次の例に示すように、ARN のリージョン要素でワイルドカード
文字 (*) を使用します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Describe*",
"kms:List*"
],
"Resource": {
"arn:aws:kms:*::111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab"
}

AWS アカウント でポリシーステートメントをすべてのマルチリージョンキーに適用するに
は、kms:MultiRegion (p. 244) ポリシー条件または固有のmrk-プレフィックスを含むキー ID パターンを
使用します。
• サービスリンクロール — マルチリージョンのプライマリキーを作成するプリンシパルに
は、iam:CreateServiceLinkedRole アクセス許可が必要です。
関連するマルチリージョンキーの共有プロパティを同期するために、AWS KMS は IAM サービスリン
クロール (p. 361)を引き受けます。AWS KMS はマルチリージョンのプライマリキーを作成するたび
に、AWS アカウント でサービスリンクロールを作成します。(ロールが存在する場合は、AWS KMS は
悪影響のないロールを再作成します)。ロールはすべてのリージョンで有効です。AWS KMS を許可して
サービスリンクロールを作成 (または再作成) するには、マルチリージョンのプライマリキーを作成する
プリンシパルに iam:CreateServiceLinkedRole アクセス許可が必要です。

マルチリージョンキー管理者およびユーザーを認可する
マルチリージョンキーを作成および管理するプリンシパルには、プライマリリージョンとレプリカリー
ジョンで次のアクセス許可が必要です。
• kms:CreateKey
• kms:ReplicateKey
• kms:UpdatePrimaryRegion
• iam:CreateServiceLinkedRole

プライマリキーを作成する
マルチリージョンのプライマリキーを作成 (p. 362)するには、プリンシパルに、プライマリキーのリー
ジョンで有効な IAM ポリシーの kms:CreateKey および iam:CreateServiceLinkedRole アクセス許可が必要
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です。これらのアクセス許可を持つプリンシパルは、アクセス許可が制限されない限り
キーおよびマルチリージョンキーを作成できます。

単一リージョン

iam:CreateServiceLinkedRole アクセス許可は、AWS KMS が
AWSServiceRoleForKeyManagementServiceMultiRegionKeys ロール (p. 361)を作成して、関連するマル
チリージョンキーの共有プロパティ (p. 356)を同期できるようにします。
例えば、この IAM ポリシーはプリンシパルに、任意のタイプの KMS キーの作成を許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":{
"Action": [
"kms:CreateKey",
"iam:CreateServiceLinkedRole"
],
"Effect":"Allow",
"Resource":"*"
}

マルチリージョンのプライマリキーを作成するアクセス許可を許可または拒否するに
は、kms:MultiRegion (p. 244) 条件キーを使用します。有効な値は、true (マルチリージョンキー) または
false (単一リージョンキー) です。例えば、次の IAM ポリシーステートメントでは、kms:MultiRegion
条件キーを持つ Deny アクションを使用して、プリンシパルがマルチリージョンキーを作成しないように
します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":{
"Action":"kms:CreateKey",
"Effect":"Deny",
"Resource":"*",
"Condition": {
"Bool": "kms:MultiRegion": true
}
}

キーをレプリケートする
マルチリージョンのレプリカキーを作成する (p. 359)には、プリンシパルに次のアクセス許可が必要で
す。
• プライマリキーのキーポリシーの kms:ReplicateKey アクセス許可。
• レプリカキーリージョンで有効な IAM ポリシーの kms:CreateKey アクセス許可。
これらのアクセス許可を許可する場合は注意が必要です。これにより、プリンシパルは KMS キーと、そ
の使用を認可するキーポリシーを作成できます。kms:ReplicateKey アクセス許可は AWS KMS 内の
リージョンの境界を越えるキーマテリアルの転送も認可します。
マルチリージョンキーをレプリケートできる AWS リージョン を制限するに
は、kms:ReplicaRegion (p. 250) 条件キーを使用します。これは、kms:ReplicateKey アクセス許可のみ
を制限します。それ以外には影響を与えません。例えば、次のキーポリシーは、指定されたリージョンで
のみプリンシパルにこのプライマリキーのレプリケーションを許可します。
{

"Effect": "Allow",
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}

"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/Administrator"
},
"Action": "kms:ReplicateKey",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:ReplicaRegion": [
"us-east-1",
"eu-west-3",
"ap-southeast-2"
]
}
}

プライマリリージョンを更新する
認可されたプリンシパルは、レプリカキーをプライマリキーに変換し、プライマリキーは以前のプラ
イマリキーをレプリカキーに変更します。このアクションはプライマリリージョンの更新 (p. 373)と
して知られています。。プライマリリージョンを更新するには、プリンシパルに両方のリージョンで
kms:UpdatePrimaryRegion 許可が必要です。キーポリシーまたは IAM ポリシーでこれらのアクセス許可を
付与できます。
• プライマリキーの kms:UpdatePrimaryRegion。このアクセス許可は、プライマリキーリージョンで
有効である必要があります。
• レプリカキーの kms:UpdatePrimaryRegion。このアクセス許可は、レプリカキーリージョンで有効
である必要があります。
例えば、次のキーポリシーは、KMS キーのプライマリリージョンを更新する管理者のロールを引き受ける
ことができるユーザーに付与します。この KMS キーは、このオペレーションでプライマリキーまたはレ
プリカキーにすることができます。
{

}

"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/Administrator"
},
"Action": "kms:UpdatePrimaryRegion"

プライマリキーをホストできる AWS リージョン を制限するには、kms:PrimaryRegion (p. 246) 条件キー
を使用します。例えば、次の IAM ポリシーステートメントでは、新しいプライマリリージョンが、指定さ
れたリージョンの 1 つである場合にのみ、プリンシパルは AWS アカウント でマルチリージョンキーのプ
ライマリリージョンを更新できます。
{

"Effect": "Allow",
"Action": "kms:UpdatePrimaryRegion",
"Resource": {
"arn:aws:kms:*:111122223333:key/*"
},
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:PrimaryRegion": [
"us-west-2",
"sa-east-1",
"ap-southeast-1"
]
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}

}

}

マルチリージョンキーを使用および管理する
デフォルトでは、AWS アカウント でKMS キーを使用および管理するためのアクセス許可を持つプリ
ンシパルは、マルチリージョンキーを使用および管理するためのアクセス許可も持っています。ただ
し、kms:MultiRegion (p. 244) 条件キーを使用して、単一リージョンキーのみまたはマルチリージョンキー
のみを許可できます。または、kms:MultiRegionKeyType (p. 245) 条件キーを使用して、マルチリージョン
のプライマリキーのみまたはレプリカキーのみを許可します。どちらの条件キーも、CreateKey オペレー
ションと、既存の KMS キーを使用するオペレーション (Encrypt または EnableKey など) へのアクセスを
制御します。
以下の IAM ポリシーステートメントの例では、kms:MultiRegion 条件キーを使用して、プリンシパルが
マルチリージョンキーを使用または管理できないようにします。
{

}

"Effect": "Deny",
"Action": "kms:*",
"Resource": "*",
"Condition": {
"Bool": "kms:MultiRegion": true
}

この IAM ポリシーステートメントの例では、kms:MultiRegionKeyType 条件を使用して、マルチリー
ジョンレプリカキーのみでキー削除のスケジュールおよびキャンセルを実行することをプリンシパルに許
可します。
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:ScheduleKeyDeletion",
"kms:CancelKeyDeletion"
],
"Resource": {
"arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/*"
},
"Condition": {
"StringEquals": "kms:MultiRegionKeyType": "REPLICA"
}

マルチリージョンキーの同期を AWS KMS に認可する
マルチリージョンキー (p. 357)をサポートするために、AWS KMS は IAM サービスリンクロー
ルを使用します。このロールは、AWS KMS に共有プロパティ (p. 356)の同期に必要なアクセ
ス許可を付与します。AWS CloudTrail ログで、共有プロパティの AWS KMS 同期を記録する
SynchronizeMultiRegionKey (p. 125) CloudTrail イベントを表示することができます。

マルチリージョンキーのサービスリンクロールについて
サービスリンクロールは、ユーザーの代わりに他の AWS サービスを呼び出す 1 つの AWS サービスアク
セス許可を付与する IAM ロールです。これは、複数の統合された AWS サービスの機能を、複雑な IAM ポ
リシーを作成したり維持したりせずに簡単に使用できるように設計されました。
マルチリージョンキーの場合、AWS KMS は
AWSKeyManagementServiceMultiRegionKeysServiceRolePolicy ポリシーで
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AWSServiceRoleForKeyManagementServiceMultiRegionKeys サービスリンクロールを作成します。この
ポリシーは、ロールに kms:SynchronizeMultiRegionKey アクセス許可を付与します。これにより、
マルチリージョンキーの共有プロパティを同期できます。
AWSServiceRoleForKeyManagementServiceMultiRegionKeys サービスリンクロールは
mrk.kms.amazonaws.com のみを信頼するため、AWS KMS のみがこのサービスリンクロールを引き受
けることができます。このロールは、AWS KMS がマルチリージョンの共有プロパティを同期するため
に必要なオペレーションを制限します。AWS KMS に対して追加のアクセス許可は付与されません。例え
ば、AWS KMS に KMS キーを作成、レプリケート、削除するためのアクセス許可はありません。
AWS のサービスでサービスリンクロールを使用する方法の詳細については、IAM ユーザーガイドのサービ
スリンクロールの使用を参照してください。

サービスにリンクされたロールの作成
マルチリージョンキーの作成時にロールがまだ存在しない場合、AWS KMS は AWS アカウント で
AWSServiceRoleForKeyManagementServiceMultiRegionKeys サービスリンクロールを自動的に作成しま
す。このサービスにリンクされたロールを直接作成または再作成することはできません。

サービスにリンクされたロールの説明を編集する
AWSServiceRoleForKeyManagementServiceMultiRegionKeys サービスリンクロールでは、ロール名また
はポリシーステートメントを編集することはできませんが、ロールの説明を編集することができます。手
順については、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。

サービスにリンクされたロールを削除する
AWS KMS は AWSServiceRoleForKeyManagementServiceMultiRegionKeys サービスリンク
ロールを AWS アカウント から削除しません。また、ユーザーが削除することもできません。
ただし、AWS アカウント およびリージョンにマルチリージョンキーがない限り、AWS KMS は
AWSServiceRoleForKeyManagementServiceMultiRegionKeys ロールを引き受けたり、そのアクセス許可
を使用したりしません。

マルチリージョンキーを作成する
マルチリージョンキーは、コンソールで、または AWS KMS API を使用して作成できます。
この手順で設定するマルチリージョンプロパティはイミュータブルです。単一リージョンキーをマルチ
リージョンキーに変換したり、マルチリージョンキーを単一リージョンキーに変換したりすることはでき
ません。
トピック
• マルチリージョンのプライマリキーを作成する (p. 362)
• マルチリージョンのレプリカキーを作成する (p. 365)

マルチリージョンのプライマリキーを作成する
マルチリージョンのプライマリキー (p. 355)は、AWS KMS コンソールで、または AWS KMS API を使
用して作成できます。プライマリキーは、AWS KMS がマルチリージョンキーをサポートする任意の AWS
リージョン で作成できます。
マルチリージョンのプライマリキーを作成するには、プリンシパルに、任意の KMS キーを作成する
のと同じアクセス許可 (p. 25) (IAM ポリシーの kms:CreateKey など) が必要です。プリンシパルには
iam:CreateServiceLinkedRole 許可も必要です。kms:MultiRegionKeyType (p. 245) 条件キーを使用して、
マルチリージョンのプライマリキーを作成するアクセス許可を許可または拒否できます。
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これらの手順により、AWS KMS を生成するキーマテリアルを持つ、マルチリージョンのプライマリキー
が作成されます。インポートされたキーマテリアルを持つマルチリージョンのプライマリキーを作成す
るには、インポートされたキーマテリアルを持つプライマリキーを作成する (p. 378) を参照してくださ
い。
トピック
• マルチリージョンのプライマリキーを作成する (コンソール) (p. 363)
• マルチリージョンのプライマリキーを作成する (AWS KMS API) (p. 364)

マルチリージョンのプライマリキーを作成する (コンソール)
マルチリージョンのプライマリキーを AWS KMS コンソールで作成するには、KMS キーを作成するのと
同じプロセスを使用します。[Advanced options (アドバンストオプション)] でマルチリージョンキーを選
択します。詳細な手順については、「キーの作成 (p. 24)」を参照してください。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。

4.

[キーの作成] を選択します。

5.

対称または非対称 (p. 324)のキータイプを選択します。デフォルトは [Symmetric] (対称) キーです。
マルチリージョンの対称キーと非対称キーを作成できます。これには、対称であるマルチリージョン
HMAC KMS キーが含まれます。

6.

キーの用途を選択します。デフォルトは [Encrypt and decrypt] (暗号化および復号化) です。
ヘルプについては、「the section called “キーの作成” (p. 24)」、「the section called “非対称 KMS
キーを作成する” (p. 326)」、または「the section called “HMAC キーの作成” (p. 345)」を参照して
ください。

7.

[Advanced options (詳細オプション)] を展開します。

8.

[Key material origin] (キーマテリアルのオリジン) で、プライマリキーとレプリカキーが共有するキー
マテリアルを AWS KMS に生成させるには、[KMS] を選択します。キーマテリアルをプライマリキー
とレプリカキーにインポートする (p. 377)には、[External] (外部) を選択します。

9.

[Multi-Region replication] (マルチリージョンレプリケーション) で、[Allow this key to be replicated into
other Regions] (このキーを他のリージョンにレプリケートすることを許可する) を選択します。
KMS キーの作成後は、この設定を変更できません。

10. プライマリキーのエイリアス (p. 29)を入力します。
エイリアスは、マルチリージョンキーの共有プロパティではありません。マルチリージョンのプライ
マリキーとそのレプリカに同じエイリアスまたは別のエイリアスを割り当てることができます。AWS
KMS は、マルチリージョンキーのエイリアスを同期しません。

Note
エイリアスを追加、削除、更新すると、KMS キーに対するアクセス許可が許可または拒否さ
れる可能性があります。詳細については、「AWS KMS の ABAC (p. 261)」および「エイリ
アスを使用して KMS キーへのアクセスを制御する (p. 44)」を参照してください。
11. (オプション) プライマリキーの説明を入力します。
説明は、マルチリージョンキーの共有プロパティではありません。マルチリージョンのプライマリ
キーとそのレプリカに同じ説明または別の説明を割り当てることができます。AWS KMS は、マルチ
リージョンキーのキーの説明を同期しません。
12. (オプション) タグキーとオプションのタグ値を入力します。プライマリキーに複数のタグを割り当て
るには、[Add tag] (タグを追加する) を選択します。
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タグは、マルチリージョンキーの共有プロパティではありません。マルチリージョンのプライマリ
キーとそのレプリカに同じタグまたは別のタグを割り当てることができます。AWS KMS は、マルチ
リージョンキーのタグを同期しません。KMS キーのタグはいつでも変更できます。

Note
KMS キーのタグ付けまたはタグ解除により、KMS キーに対するアクセス許可が許可また
は拒否される可能性があります。詳細については、「AWS KMS の ABAC (p. 261)」および
「タグを使用してKMS キーへのアクセスを制御する (p. 76)」を参照してください。
13. プライマリキーを管理できる IAM ユーザーとロールを選択します。

Note
IAM ポリシーでは、他の IAM ユーザーおよびロールに、KMS キーを管理するアクセス許可
を付与できます。
このステップでは、キーポリシー (p. 163)をプライマリキー用に作成するプロセスをスタートしま
す。キーポリシーは、マルチリージョンキーの共有プロパティではありません。マルチリージョンの
プライマリキーとそのレプリカに同じキーポリシーまたは別キーポリシーを割り当てることができま
す。AWS KMS は、マルチリージョンキーのキーポリシーを同期しません。KMS キーのキーポリシー
は、いつでも変更できます。
14. キー管理者の選択など、キーポリシーを作成するステップを完了します。キーポリシーを確認した
ら、[Finish] (完了) を選択して KMS キーを作成します。

マルチリージョンのプライマリキーを作成する (AWS KMS API)
マルチリージョンのプライマリキーを作成するには、CreateKey オペレーションを使用します。値が
True の MultiRegion パラメータを使用します。
例えば、次のコマンドでは、発信者の AWS リージョン (us-east-1) でマルチリージョンのプライマリキー
を作成します。キーポリシーを含む、他のすべてのプロパティはデフォルト値を受け入れます。マルチ
リージョンのプライマリキーのデフォルト値は、他のすべての KMS キーのデフォルト値と同じです (デ
フォルトのキーポリシー (p. 168)を含む)。この手順は、対称暗号化キー、デフォルト KMS キーを作成し
ます。
レスポンスには、MultiRegion 要素と典型的なサブ要素を持つ MultiRegionConfiguration 要素、
およびレプリカキーを持たないマルチリージョンのプライマリキーの値が含まれます。マルチリージョン
キーのキー ID (p. 16) は、必ず mrk- で始まります。
$ aws kms create-key --multi-region
{
"KeyMetadata": {
"Origin": "AWS_KMS",
"KeyId": "mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Description": "",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"Enabled": true,
"KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"KeyState": "Enabled",
"CreationDate": 1606329032.475,
"Arn": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"AWSAccountId": "111122223333",
"EncryptionAlgorithms": [
"SYMMETRIC_DEFAULT"
],
"MultiRegion": true,
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"MultiRegionConfiguration": {
"MultiRegionKeyType": "PRIMARY",
"PrimaryKey": {
"Arn": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Region": "us-east-1"
},
"ReplicaKeys": [ ]
}
}
}

マルチリージョンのレプリカキーを作成する
マルチリージョンレプリカキー (p. 355)を作成するには、AWS KMS コンソールで実行する
か、ReplicateKey オペレーションを使用するか、または AWS CloudFormation テンプレート (p. 142)を使
用します。CreateKey オペレーションを使用してレプリカキーを作成することはできません。
これらの手順を使用して、対称暗号化 KMS キー (p. 6)、非対称 KMS キー (p. 7)、または HMAC KMS
キー (p. 7)などの任意のマルチリージョンプライマリキーをレプリケートすることができます。
このオペレーションが完了すると、新しいレプリカキーは一時的に Creating のキーステータ
ス (p. 153)を持ちます。新規レプリカキー作成プロセスが完了してから数秒後に、このキーステータスは
Enabled (またはPendingImport (p. 377)) に変わります。キーステータスが Creating の間、キーを管
理することはできますが、暗号化オペレーションで使用することはできません。レプリカキーをプログラ
ムで作成して使用している場合は KMSInvalidStateException で再試行するか、DescribeKey を呼び
出して使用前にその KeyState 値をチェックします。
レプリカキーを誤って削除した場合は、この手順を使用してレプリカキーを再度作成できます。同じリー
ジョンで同じプライマリキーをレプリケートする場合、作成する新しいレプリカキーは、元のレプリカ
キーと同じ共有プロパティ (p. 356)を有します。
詳細はこちら
• インポートされたキーマテリアルを持つマルチリージョンのレプリカキーを作成するには、インポート
されたキーマテリアルを持つレプリカキーを作成する (p. 379) を参照してください。
• レプリカキーの作成に AWS CloudFormation テンプレートを使用するには、AWS CloudFormation ユー
ザーガイドの「AWS::KMS::ReplicaKey」を参照してください。
トピック
• レプリカリージョン (p. 365)
• レプリカキーを作成する (コンソール) (p. 366)
• レプリカキーを作成する (AWS KMS API) (p. 367)

レプリカリージョン
ビジネスモデルと規制要件に基づいて、通常は、マルチリージョンキーを AWS リージョン にレプリケー
トするよう選択します。例えば、リソースを保管するリージョンにキーをレプリケートできます。また
は、災害対策の要件に準拠するために、地理的に離れたリージョンにキーをレプリケートすることもでき
ます。
以下は、レプリカリージョンの AWS KMS 要件です。選択したリージョンがこれらの要件を満たしていな
い場合、キーレプリケーションの試行は失敗します。
• リージョンごとに 1 つの関連するマルチリージョンキー — プライマリキーと同じリージョンにレプリ
カキーを作成したり、プライマリキーの別のレプリカと同じリージョンにレプリカキーを作成すること
はできません。
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すでにそのプライマリキーのレプリカがあるリージョンでプライマリキーをレプリケートしようと
すると、試行は失敗します。リージョンの現在のレプリカキーが PendingDeletion キーステータ
ス (p. 153)にある場合は、レプリカキーの削除をキャンセルする (p. 145)が、レプリカキーが削除される
まで待機します。
• 同じリージョン内の複数の関連しないマルチリージョンキー — 同じリージョン内に、複数の関連しな
いマルチリージョンキーを持つことができます。例えば、us-east-1 リージョンで 2 つのマルチリー
ジョンのプライマリキーを持つことができます。プライマリキーごとに、us-west-2 リージョンでレ
プリカキーを持つことができます。
• 同じパーティション内のリージョン — レプリカキーリージョンは、プライマリキーリージョンと同じ
AWS パーティションである必要があります。
• リージョンの有効化 — リージョンがデフォルトで無効に設定されている場合、AWS アカウント で有効
化されるまで、そのリージョンでリソースを作成することはできません。

レプリカキーを作成する (コンソール)
AWS KMS コンソールでは、マルチリージョンのプライマリキーのレプリカを、同じオペレーションで 1
つ以上作成できます。
この手順は、コンソールでスタンダードの単一リージョン KMS キーを作成する場合と似ています。ただ
し、レプリカキーはプライマリキーに基づいているため、キー仕様 (対称または非対称)、キー使用法、
キーオリジンなどの共有プロパティ (p. 356)の値は選択しません。
エイリアス、タグ、説明、キーポリシーなど、共有されないプロパティを指定します。便宜上、コンソー
ルにプライマリキーの現在のプロパティ値が表示されますが、変更することもできます。プライマリキー
値を保持しても、AWS KMS はこれらの値の同期を維持しません。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。

4.

マルチリージョンのプライマリキー (p. 355)のキー ID またはエイリアスを選択します。KMS キーの
キーの詳細ページが開きます。
マルチリージョンのプライマリキーを識別するには、右上隅にあるツールアイコンを使用して
[Regionality] (リージョナリティー) 列をテーブルに追加します。

5.

[Regionality] (リージョナリティー) タブを選択します。

6.

[Related multi-Region keys] (関連するマルチリージョンキー) のセクションで、[Create new replica
keys] (新しいレプリカキーの作成) を選択します。
[Related multi-Region keys] (関連するマルチリージョンキー) のセクションには、プライマリキーとそ
のレプリカキーのリージョンが表示されます。この表示を使用して、新しいレプリカキーのリージョ
ンを選択できます。

7.

1 つ以上の AWS リージョン を選択します。この手順では、選択したリージョンごとにレプリカキー
が作成されます。
メニューには、プライマリキーと同じ AWS パーティションのプライマリキーのみが含まれます。関
連するマルチリージョンキーがすでに存在するリージョンが表示されますが、選択することはできま
せん。メニューのすべてのリージョンに対しては、キーをレプリケートする許可がない場合がありま
す。
リージョンの選択が完了したら、メニューを閉じます。選択したリージョンが表示されます。リー
ジョンへのレプリケーションをキャンセルするには、リージョン名の横にある [X] を選択します。

8.

レプリカキーのエイリアス (p. 29)を入力します。

366

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
マルチリージョンキーを作成する

コンソールには、プライマリキーの現在のエイリアスの 1 つが表示されますが、変更することもでき
ます。マルチリージョンのプライマリキーとそのレプリカに同じエイリアスまたは別のエイリアスを
割り当てることができます。エイリアスはマルチリージョンキーの共有プロパティ (p. 356)ではあり
ません。AWS KMS は、マルチリージョンキーのエイリアスを同期しません。
エイリアスを追加、削除、更新すると、KMS キーに対するアクセス許可が許可または拒否される可
能性があります。詳細については、「AWS KMS の ABAC (p. 261)」および「エイリアスを使用して
KMS キーへのアクセスを制御する (p. 44)」を参照してください。
9.

(オプション) レプリカキーの説明を入力します。
コンソールには、プライマリキーの現在の説明が表示されますが、変更することもできます。説明
は、マルチリージョンキーの共有プロパティではありません。マルチリージョンのプライマリキー
とそのレプリカに同じ説明または別の説明を割り当てることができます。AWS KMS は、マルチリー
ジョンキーのキーの説明を同期しません。

10. (オプション) タグキーとオプションのタグ値を入力します。レプリカキーに複数のタグを割り当てる
には、[Add tag] (タグを追加する) を選択します。
コンソールには、プライマリキーに現在アタッチされているタグが表示されますが、変更することも
できます。タグは、マルチリージョンキーの共有プロパティではありません。マルチリージョンの
プライマリキーとそのレプリカに同じタグまたは別のタグを割り当てることができます。AWS KMS
は、マルチリージョンキーのタグを同期しません。
KMS キーのタグ付けまたはタグ解除により、KMS キーに対するアクセス許可が許可または拒否さ
れる可能性があります。詳細については、「AWS KMS の ABAC (p. 261)」および「タグを使用して
KMS キーへのアクセスを制御する (p. 76)」を参照してください。
11. レプリカキーを管理できる IAM ユーザーとロールを選択します。

Note
IAM ポリシーは、他の IAM ユーザーおよびロールに レプリカキーを管理するアクセス許可を
付与できます。
このステップでは、キーポリシー (p. 163)をレプリカキー用に作成するプロセスをスタートします。
コンソールには、プライマリキーの現在のキーポリシーが表示されますが、変更することもできま
す。キーポリシーは、マルチリージョンキーの共有プロパティではありません。マルチリージョンの
プライマリキーとそのレプリカに同じキーポリシーまたは別のキーポリシーを割り当てることができ
ます。AWS KMS は、キーポリシーを同期しません。KMS キーのキーポリシーは、いつでも変更でき
ます。
12. キー管理者の選択など、キーポリシーを作成するステップを完了します。キーポリシーを確認した
ら、[Finish] (完了) を選択して レプリカキーを作成します。

レプリカキーを作成する (AWS KMS API)
マルチリージョンのレプリカキーを作成するには、ReplicateKey オペレーションを使用しま
す。CreateKey オペレーションを使用してレプリカキーを作成することはできません。このオペレーショ
ンでは、一度に 1 つのレプリカキーが作成されます。指定するリージョンは、レプリカキーのリージョン
の要件 (p. 365)に準拠している必要があります。
ReplicateKey オペレーションを使用する際、マルチリージョンキーの任意の共有プロパ
ティ (p. 356)の値は指定しません。共有プロパティ値はプライマリキーからコピーされ、同期が維持され
ます。ただし、共有されないプロパティには値を指定できます。それ以外は、AWS KMS は、プライマリ
キーの値ではなく、KMS キーのスタンダードのデフォルト値を適用します。

Note
Tags、Description、KeyPolicy パラメータ値を指定しない場合、AWS KMS は、タグなしの
レプリカキー、空の文字列説明、デフォルトのキーポリシー (p. 168)を作成します。
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例えば、次のコマンドでは、アジアパシフィック (シドニー) リージョン (ap-southeast-2) にマルチリー
ジョンのレプリカキーを作成します。このレプリカキーは、米国東部 (バージニア北部) リージョン (useast-1) のプライマリキーをモデルにしています。これは、KeyId パラメータの値で識別されます。この
例では、キーポリシーを含む、他のすべてのプロパティのデフォルト値を受け入れます。
レスポンスは新しいレプリカキーを示します。これには、共有プロパティのフィールド
(KeyId、KeySpec、KeyUsage、およびキーマテリアルのオリジン (Origin) など) が含まれま
す。また、プライマリキーとは独立したプロパティも含まれます (Description、キーポリシー
(ReplicaKeyPolicy)、タグ (ReplicaTags) など)。
レスポンスには、プライマリキーのキー ARN とリージョン、およびそのすべてのレプリカキー (apsoutheast-2 リージョンで作成されたものを含む) も含まれます。この例では、このプライマリキーが既に
欧州 (アイルランド) リージョン (eu-west-1) でレプリケートされていることを、ReplicaKey 要素が示し
ています。
$ aws kms replicate-key \
--key-id arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab \
--replica-region ap-southeast-2
{
"ReplicaKeyMetadata": {
"MultiRegion": true,
"MultiRegionConfiguration": {
"MultiRegionKeyType": "REPLICA",
"PrimaryKey": {
"Arn": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Region": "us-east-1"
},
"ReplicaKeys": [
{
"Arn": "arn:aws:kms:ap-southeast-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Region": "ap-southeast-2"
},
{
"Arn": "arn:aws:kms:eu-west-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Region": "eu-west-1"
}
]
},
"AWSAccountId": "111122223333",
"Arn": "arn:aws:kms:ap-southeast-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"CreationDate": 1607472987.918,
"Description": "",
"Enabled": true,
"KeyId": "mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"KeyState": "Enabled",
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"Origin": "AWS_KMS",
"CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"EncryptionAlgorithms": [
"SYMMETRIC_DEFAULT"
]
},
"ReplicaKeyPolicy": "{\n \"Version\" : \"2012-10-17\",\n \"Id\" : \"keydefault-1\",...,
"ReplicaTags": []
}
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マルチリージョンキーを表示する
単一リージョンキーおよびマルチリージョンキーは AWS KMS コンソールで、および AWS KMS API オペ
レーションを使用して表示できます。
トピック
• コンソールでマルチリージョンを表示する (p. 369)
• API でマルチリージョンキーを表示する (p. 371)

コンソールでマルチリージョンを表示する
AWS KMS コンソールでは、選択したリージョンで KMS キーを表示できます。マルチリージョンキーを
持っている場合、他の AWS リージョン で関連するマルチリージョンキーを表示することもできます。
AWS KMS コンソールのカスタマーマネージドキーテーブル (p. 48)では、選択したリージョンで KMS
キーのみが表示されます。選択したリージョンでマルチリージョンのプライマリキーおよびレプリカキー
を表示できます。AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用
します。
AWS マネージドキー は常に単一リージョンキーのため、AWS マネージドキー テーブルにリージョナリ
ティ機能はありません。
• マルチリージョンキーを簡単に識別するには、キーテーブルにリージョナリティー列を追加します。ヘ
ルプについては、「KMS キーテーブルをカスタマイズする (p. 56)」を参照してください。

• キーテーブルに単一リージョンキーのみ、またはマルチリージョンキーのみを表示するには、各キー
のリージョナリティープロパティでキーをフィルタリングします。ヘルプについては、「KMS キーを
ソートおよびフィルタリングする (p. 49)」を参照してください。
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• 固有の mrk- キー ID プレフィックスのカスタマーマネージドキーテーブルをソートおよびフィルタリン
グすることもできます。

• マルチリージョンのプライマリキーまたはレプリカキーの詳細については、キーの詳細ページに移動し
て (p. 49)、[Regionality (リージョナリティー)] タブを選択します。
プライマリキーの [Regionality (リージョナリティー)] タブには、プライマリリージョンの変更ボタンと
新しいレプリカキーの作成ボタンがあります。(レプリカキーのリージョナリティータブには、どちらの
ボタンもありません)。関連するマルチリージョンキーセクションには、現在のキーに関連するすべての
マルチリージョンキーが一覧表示されます。現在のキーがレプリカキーの場合、このリストにはプライ
マリキーが含まれます。
関連するマルチリージョンキーを関連するマルチリージョンキーテーブルから選択すると、AWS KMS
コンソールが選択したキーのリージョンに変わり、キーの詳細ページが開きます。例えば、以下の
[Related multi-Region keys] (関連するマルチリージョンキー) セクション例の sa-east-1 リージョンで
レプリカキーを選択した場合、AWS KMS コンソールが sa-east-1 リージョンに変わり、そのレプリ
カキーの詳細ページが表示されます。レプリカキーのエイリアスまたはキーポリシーを表示するにはこ
のオペレーションを行います。リージョンを再度変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレ
クターを使用します。

370

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
マルチリージョンキーを表示する

API でマルチリージョンキーを表示する
AWS KMS API でマルチリージョンキーを表示するには、DescribeKey オペレーションを使用します。指
定したキーとそれに関連するすべてのマルチリージョンキーが表示されます。
AWS KMS コンソール同様、AWS KMS API オペレーションはリージョナルです。例えば、ListKeys また
は ListAliases オペレーションを呼び出すと、現在のリージョンまたは指定されたリージョンのリソースの
みが返されます。ただし、マルチリージョンキーで DescribeKey オペレーションを呼び出すと、レスポ
ンスには他の AWS リージョン のすべての関連するマルチリージョンキーが含まれます。
例えば、次の例の DescribeKey リクエストでは、アジアパシフィック (東京) (ap-northeast-1) リー
ジョンのマルチリージョンのサンプルレプリカキーの詳細を取得します。
$ aws kms describe-key \
--key-id arn:aws:kms:ap-northeast-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab \
--region ap-northeast-1

レスポンスのほとんどの KeyMetadata は、リクエストの対象となるアジアパシフィック (東京) リージョ
ンのレプリカキーを記述します。ただし、MultiRegionConfiguration 要素は、米国西部 (オレゴン)
(us-west-2) リージョンのプライマリキー、およびアジアパシフィック (東京) リージョンのレプリカを含
む、他の AWS リージョン のレプリカキーを記述します。DescribeKey はすべての関連するマルチリー
ジョンキーの同じ MultiRegionConfiguration 値を返します
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{

"KeyMetadata": {
"MultiRegion": true,
"AWSAccountId": "111122223333",
"Arn": "arn:aws:kms:ap-northeast-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"CreationDate": 1586329200.918,
"Description": "",
"Enabled": true,
"KeyId": "mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"KeyState": "Enabled",
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"Origin": "AWS_KMS",
"CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"EncryptionAlgorithms": [
"SYMMETRIC_DEFAULT"
],
"MultiRegionConfiguration": {
"MultiRegionKeyType": "PRIMARY",
"PrimaryKey": {
"Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Region": "us-west-2"
},
"ReplicaKeys": [
{
"Arn": "arn:aws:kms:eu-west-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Region": "eu-west-1"
},
{
"Arn": "arn:aws:kms:ap-northeast-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Region": "ap-northeast-1"
},
{
"Arn": "arn:aws:kms:sa-east-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Region": "sa-east-1"
}
]
}
}
}

マルチリージョンのキーを管理する
ほとんどのアクションでは、単一リージョンキーを使用および管理するのと同じ方法で、マルチリージョ
ンキーを管理します。キーを有効または無効にしたり、エイリアス、キーポリシー、権限、タグを設定し
たり、更新したりできます。ただし、マルチリージョンキーの管理は、次の点で異なります。
• プライマリリージョンを更新 (p. 373)できます。これにより、レプリカキーの 1 つがプライマリキー
に変更され、現在のプライマリキーがレプリカに変更されます。
• 自動キーローテーション (p. 376)はプライマリキーでのみ管理します。
• 関連する任意のプライマリキーまたはレプリカキーから非対称マルチリージョンキーの公開
キー (p. 377)を取得できます。
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KMS キーの作成時に設定するマルチリージョンのプロパティはイミュータブルです。単一リージョンキー
をマルチリージョンキーに変換したり、マルチリージョンキーを単一リージョンキーに変換したりするこ
とはできません。

プライマリリージョンを更新する
関連するマルチリージョンのキーのセットはすべて、プライマリキーを持つ必要があります。ただし、プ
ライマリキーは変更できます。このアクションは、プライマリリージョンの更新と呼ばれ、現在のプライ
マリキーをレプリカキーに変換し、関連するレプリカキーの 1 つをプライマリキーに変換します。これ
は、レプリカキーを維持しながら現在のプライマリキーを削除する必要がある場合、またはキー管理者と
同じリージョンでプライマリキーを検索する必要がある場合に実行できます。
関連する任意のレプリカキーを選択して、新しいプライマリキーにすることができます。オペレーション
のスタート時に、プライマリキーとレプリカキーの両方が Enabled キーステータス (p. 153)である必要が
あります。
このオペレーション完了後も、プライマリリージョンの更新プロセスは、さらに数秒間進行中である可能
性があります。この間、新旧プライマリキーのキーステータスは、一時的に更新中 (p. 374)となります。
キーステータスが Updating の間も暗号化オペレーションでキーを使用できますが、新しいプライマリ
キーをレプリケートしたり、これらのキーを有効または無効にするなどの、特定の管理オペレーションを
実行することはできません。DescribeKey などのオペレーションは、新旧のプライマリキー両方をレプリ
カとして表示することがあります。更新が完了すると、Enabled キーステータスは復元されます。
米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) にプライマリキーがあり、欧州 (アイルランド) (eu-west-1) にレプ
リカキーがあるとします。更新機能を使用して、米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) のプライマリキー
をレプリカキーに変更し、欧州 (アイルランド) (eu-west-1) のレプリカキーをプライマリキーに変更できま
す。
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更新プロセスが完了すると、欧州 (アイルランド) (eu-west-1) リージョンのマルチリージョンキーがマル
チリージョンのプライマリキーになり、米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) リージョンのキーがその
レプリカキーになります。関連するレプリカキーが他に存在する場合、それらは新しいプライマリキーの
レプリカになります。次回、AWS KMS はマルチリージョンキーの共有プロパティを同期し、共有プロパ
ティ (p. 356)を新しいプライマリキーからコピーして、それらを以前のプライマリキーを含むレプリカ
キーにコピーします。
更新オペレーションは、任意のマルチリージョンキーのキー ARN (p. 16) には影響を及ぼしません。ま
た、キーマテリアルなどの共有プロパティや、キーポリシーなどの独立したプロパティにも影響を及ぼし
ません。ただし、新しいプライマリキーのキーポリシーの更新 (p. 180)が必要になります。例えば、信頼
できるプリンシパルの kms:ReplicateKey アクセス許可を新しいプライマリキーに追加し、新しいレプリカ
キーから削除します。

Updating キーステータス
プライマリリージョンの更新プロセスには、多くの AWS KMS オペレーションに影響を及ぼす結果整
合性の短い遅延よりも、若干長い時間がかかります。UpdatePrimaryRegion オペレーションが復帰
した後、またはコンソールで更新手順が完了した後も、プロセスがまだ進行中である可能性がありま
す。DescribeKey などのオペレーションは、プロセスが完了するまで、新旧のプライマリキー両方をレプ
リカとして表示することがあります。
プライマリリージョンの更新プロセス中、新旧のプライマリキーは、Updating キーステータスとなりま
す。更新プロセスが正常に完了すると、両方のキーは Enabled キーステータスに戻ります。Updating
ステータスの間、キーの有効化や無効化などの、一部の管理オペレーションは使用できません。ただし、
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暗号化オペレーションでは、両方のキーを中断なしで使用し続けることができます。Updating キース
テータスの影響の詳細については、AWS KMS キーのキーステータス (p. 153) を参照してください。

プライマリリージョンを更新する (コンソール)
プライマリキーは AWS KMS コンソールで更新できます。現在のプライマリキーのキーの詳細ページをス
タートします。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。

4.

マルチリージョンのプライマリキー (p. 355)のキー ID またはエイリアスを選択します。これによ
り、プライマリキーのキーの詳細ページが開きます。
マルチリージョンのプライマリキーを識別するには、右上隅にあるツールアイコンを使用して
[Regionality] (リージョナリティー) 列をテーブルに追加します。

5.

[Regionality] (リージョナリティー) タブを選択します。

6.

[Primary key (プライマリキー)] セクションで、[Change primary Region (プライマリリージョンの変
更)] を選択します

7.

新しいプライマリキーのリージョンを選択します。メニューから選択できるリージョンは 1 つだけで
す。
[Change primary Region (プライマリリージョンの変更)] メニューには、関連するマルチリージョン
キーを持つリージョンのみが含まれます。メニュー上のすべてのリージョンに対するプライマリリー
ジョンを更新するアクセス許可 (p. 360)は持っていない可能性があります。

8.

[Change primary Region (プライマリリージョンの変更)] を選択します。

プライマリリージョンを更新する (AWS KMS API)
関連するマルチリージョンキーのセットでプライマリキーを変更するには、UpdatePrimaryRegion オペ
レーションを使用します。
KeyId パラメータを使用して、現在のプライマリキーを識別します。PrimaryRegion パラメータを使用
して、新しいプライマリキーの AWS リージョン を表示します。プライマリキーに新しいプライマリリー
ジョンのレプリカがまだない場合、オペレーションは失敗します。
次の例では、プライマリキーを us-west-2 リージョンのマルチリージョンキーから eu-west-1 リー
ジョンのレプリカに変更します。KeyId パラメータは、現在のプライマリキーを us-west-2 リージョン
で識別します。PrimaryRegion パラメータは、新しいプライマリキー、eu-west-1 の AWS リージョン
を指定します。
$ aws kms update-primary-region \
--key-id arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
\
--primary-region eu-west-1

成功すると、このオペレーションは出力を返さず、HTTP ステータスコードのみを返します。効果を確認
するには、DescribeKey オペレーションをマルチリージョンキーのいずれかで呼び出します。キーステー
タスが Enabled に戻るまで待機する必要がある場合があります。キーステータスが更新中 (p. 374)の間
は、キー値がまだ流動的である可能性があります。
例えば、次の DescribeKey 呼び出しにより、eu-west-1 リージョンでマルチリージョンキーの詳細を
取得します。出力は、eu-west-1 リージョンのマルチリージョンキーが現在、プライマリキーであるこ
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とを示します。関連する us-west-2 リージョンのマルチリージョンキー (同じキー ID) は現在、レプリカ
キーです。
$ aws kms describe-key \
--key-id arn:aws:kms:eu-west-1:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
\
{

"KeyMetadata": {
"AWSAccountId": "111122223333",
"KeyId": "mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Arn": "arn:aws:kms:eu-west-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"CreationDate": 1609193147.831,
"Enabled": true,
"Description": "multi-region-key",
"KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"KeyState": "Enabled",
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"Origin": "AWS_KMS",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"EncryptionAlgorithms": [
"SYMMETRIC_DEFAULT"
],
"MultiRegion": true,
"MultiRegionConfiguration": {
"MultiRegionKeyType": "PRIMARY",
"PrimaryKey": {
"Arn": "arn:aws:kms:eu-west-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Region": "eu-west-1"
},
"ReplicaKeys": [
{
"Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Region": "us-west-2"
}
]
}
}
}

マルチリージョンキーをローテーションする
マルチリージョンキーでキーマテリアルの自動ローテーション (p. 79)を、有効または無効にすることがで
きます 自動キーローテーションは、マルチリージョンキーの共有プロパティ (p. 356)です。
自動キーローテーションはプライマリキーでのみ、有効または無効にできます。
• AWS KMS がマルチリージョンキーを同期すると、キーローテーションプロパティの設定がプライマリ
キーから関連するすべてのレプリカキーにコピーされます。
• AWS KMS がキーマテリアルをローテーションすると、プライマリキーの新しいキーマテリアルが作成
され、リージョンの境界を越えて、新しいキーマテリアルが関連するすべてのレプリカキーにコピーさ
れます。キーマテリアルが暗号化されないまま AWS KMS から出ていくことはありません。このステッ
プは、暗号化オペレーションでキーが使用される前にキーマテリアルが完全に同期されるよう、慎重に
制御されます。
• AWS KMS では、プライマリキーとそのすべてのレプリカキーでキーマテリアルが使用可能になるま
で、新しいキーマテリアルでデータを暗号化しません。

376

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
キーマテリアルをマルチリージョンキーにインポートする

• ローテーションされたプライマリキーをレプリケートすると、新しいレプリカキーに、現在のキーマテ
リアルと関連するマルチリージョンキーのキーマテリアルの以前のすべてのバージョンが含まれます。
このパターンにより、関連するマルチリージョンキーが完全に相互運用可能であることが保証されます。
すべてのマルチリージョンキーは、キーが作成される前に暗号化テキストが暗号化されていても、関連す
るマルチリージョンキーによって暗号化された暗号化テキストを復号できます。
自動キーローテーションは、非対称 KMS キーまたはインポートされたキーマテリアルを持つ KMS キーで
はサポートされません。自動キーローテーションの詳細と、キーローテーションを有効または無効にする
手順については、AWS KMS keys ローテーション (p. 79) を参照してください。

パブリックキーのダウンロード
マルチリージョンの作成時に、非対称 KMS キー (p. 325)、AWS KMS はプライマリキーの RSA または
楕円曲線 (ECC) キーペアを作成します。次に、そのキーペアをプライマリキーのすべてのレプリカにコ
ピーします。その結果、プライマリキーまたはそのいずれかのレプリカキーから公開キーをダウンロード
できます。ユーザーは常に同じキーマテリアルを取得します。
AWS KMS の外部で公開キーをダウンロードして使用する方法については、パブリックキーのダウンロー
ドに関する特別な考慮事項 (p. 330) を参照してください。手順については、パブリックキーのダウン
ロード (p. 329) を参照してください。

キーマテリアルをマルチリージョンキーにインポート
する
独自のキーマテリアルをマルチリージョン対称暗号化キーにインポートすることができます。独自のキー
マテリアルを使用して作成するマルチリージョンキーは相互運用可能です。関連するマルチリージョン
キーを使用してあるリージョンでデータを暗号化し、別のリージョンでデータを復号できます。
ただし、キーマテリアルを管理する必要があります。
• AWS KMS は、インポートされたキーマテリアルを持つプライマリキーからそのレプリカキーに、キー
マテリアルをコピーまたは同期しません。同じキーマテリアルを、関連するプライマリキーとレプリカ
キーにインポートする必要があります。
• キーマテリアルをインポートするときに、各キーの有効期限モデルと有効期限を個別に設定します。関
連するマルチリージョンキーに対して、同じ、または異なる有効期限モデルと有効期限を設定できま
す。キーマテリアルが有効期限に近づいた場合は、影響を受けるマルチリージョンキーにそのキーマテ
リアルを再インポートする必要があります。
関連するマルチリージョンキーのキーステータスは、お互いに独立しています。例えば、プライマリ
キーのキーマテリアルが有効期限切れになっても、そのレプリカキーは影響を受けません。
同じレプリカキーのリージョン要件 (p. 365)が、インポートされたキーマテリアルを持つマルチリージョ
ンキーに適用されます。同じキーマテリアルを単一リージョンキーまたは関連のないマルチリージョン
キーにインポートした場合、これらの KMS キーは相互運用できません。 (p. 378)
インポートされたキーマテリアルを持つマルチリージョンキーは、EXTERNAL のキーマテリアル
オリジン (p. 17)を持つ対称 KMS キー (p. 6)である必要があります。AWS KMS は、非対称 KMS
キー (p. 325)またはカスタムキーストア (p. 407)の KMS キーのインポートされたキーマテリアルをサ
ポートしません。インポートされたキーマテリアルを持つ KMS キーの自動キーローテーション (p. 79)を
有効にすることもできません。
マルチリージョンの機能を除いて、インポートされたキーマテリアルを持つマルチリージョンキーは、イ
ンポートされたキーマテリアルを持つ他の KMS キーと同じです。インポートされたキーマテリアルを持
377

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
キーマテリアルをマルチリージョンキーにインポートする

つ単一リージョンキーを作成し、設定する方法の詳細については、インポートしたキーマテリアルについ
て (p. 391) を参照してください。
トピック
• インポートされたキーマテリアルを持つすべての KMS キーが相互運用できない理由 (p. 378)
• インポートされたキーマテリアルを持つプライマリキーを作成する (p. 378)
• インポートされたキーマテリアルを持つレプリカキーを作成する (p. 379)

インポートされたキーマテリアルを持つすべての KMS キーが相
互運用できない理由
インポートされたキーマテリアルを持つ単一リージョン KMS キーは、同じキーマテリアルを持つ場合で
も相互運用できません。AWS KMS が KMS キーを使用してデータを暗号化する際は、キーメタデータの
一部を暗号化テキストに暗号でバインドします。これにより、暗号化テキストが保護され、データを暗号
化した KMS キーのみがそのデータを復号できます。
マルチリージョンキーは相互運用できるように設計されています。キーマテリアルが同じであるだけでな
く、キー ID と他のメタデータも同じです。したがって、それらが生成する暗号化テキストは、関連する
任意のマルチリージョンキーで復号できます。結果として、マルチリージョンキーの信頼プロパティは、
単一リージョンキーの信頼プロパティとは異なります。ただし、一部のお客様にとって、複数のリージョ
ンで復号する利点は、単一 AWS リージョン の 1 つの KMS キーの暗号化テキストによるセキュリティバ
リューを上回ります。

インポートされたキーマテリアルを持つプライマリキーを作成す
る
インポートされたキーマテリアルを持つプライマリキーを作成するには、キーマテリアルを持たないプラ
イマリキーとして対称暗号化キーを作成することから始めます。次に、キーマテリアルをプライマリキー
にインポートします。
キーマテリアルを持たないマルチリージョンのプライマリキーを作成する手順は、「キーマテリアルを持
たない単一リージョン対称暗号化キーの作成 (p. 396)」のための手順とほぼ同じです。唯一の違いは、マ
ルチリージョンキーと外部キーマテリアルの両方を指定することです。
インポートされたキーマテリアルを持つマルチリージョンのプライマリキーを作成する許可は、AWS
KMS キーマテリアルを持つマルチリージョンのプライマリキーを作成する (p. 362)ために必要
な許可 (IAM ポリシーの kms:CreateKey および iam:CreateServiceLinkedRole の許可) と同じで
す。kms:MultiRegionKeyType (p. 245) および kms:KeyOrigin (p. 239) 条件キーを使用して、インポートさ
れたキーマテリアルを持つマルチリージョンのプライマリキーを作成するアクセス許可を許可または拒否
できます。
AWS KMS コンソールでプライマリキーを作成するには、アドバンストオプションセクションの設定を
使用します。[Key material origin (キーマテリアルのオリジン)] を [External (外部)] に設定します。[MultiRegion replication (マルチリージョンレプリケーション)] を [Allow this key to be replicated into other
Regions (このキーを他のリージョンにレプリケートすることを許可する)] に設定します。KMS キー作成後
にこれらのプロパティを変更することはできません。
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API オペレーションを使用する際は、Origin および MultiRegion パラメータを使用して、外部キーマ
テリアルのオリジンを持つマルチリージョンキーを作成します。
$ aws kms create-key --origin EXTERNAL --multi-region true

結果として、キーマテリアルを持たない、キーステータスが PendingImport のマルチリージョンのプラ
イマリキーが作成されます。
この KMS キーを有効にするには、公開キーとインポートトークンをダウンロードし、公開キーを使用し
てキーマテリアルを暗号化してから、キーマテリアルをインポートする必要があります。手順について
は、AWS KMS キーにキーマテリアルをインポートする (p. 390) を参照してください。

インポートされたキーマテリアルを持つレプリカキーを作成する
AWS KMS コンソールで、または AWS KMS API オペレーションを使用して、マルチリージョンのレプリ
カキーを作成できます。インポートされたキーマテリアルを持つマルチリージョンのプライマリキーをレ
プリケートするには、AWS KMS キーマテリアルを持つレプリカキーを作成する (p. 365)のと同じ手順を
使用します。ただし、結果は異なります。レプリケーションプロセスは、プライマリキーと同じキーマテ
リアルを持つレプリカキーを返す代わりに、キーステータスが PendingImport の、キーマテリアルを持
たないレプリカキーを返します。 レプリカキーを有効にするには、プライマリキーにインポートしたの
と同じキーマテリアルをレプリカキーにインポートする必要があります。
キーマテリアルはレプリケートされませんが、AWS KMS は、プライマリキーと同じキー ID (p. 16)、キー
仕様 (p. 18)、キーの用途 (p. 19)、キーマテリアルのオリジン (p. 17)を持つレプリカキーを作成します。ま
た、レプリカキーにインポートするキーマテリアルが、プライマリキーにインポートしたキーマテリアル
と同一であることも保証されます。
インポートされたキーマテリアルを持つレプリカキーを作成するには
1. インポートされたキーマテリアルを持つマルチリージョンのプライマリキー (p. 378)を作成します。
2. 以下のいずれかを行ってください。
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AWS KMS コンソールで、インポートされたキーマテリアルを持つマルチリージョンのプライマリ
キーを選択します。次に、その [Regionality (リージョナリティー)] タブで、[Create new replica keys
(新しいレプリカキーの作成)] を選択します。。手順については、レプリカキーを作成する (コンソー
ル) (p. 366) を参照してください。
または、ReplicateKey オペレーションを使用します。KeyId パラメータに、インポートされたキーマ
テリアルを持つマルチリージョンのプライマリキーのキー ID またはキー ARN を入力します。手順につ
いては、レプリカキーを作成する (AWS KMS API) (p. 367) を参照してください。
3. 新しいレプリカキーごとに、公開キーとインポートトークンをダウンロードする (p. 398)ステップを
実行します。公開キーを使用してプライマリキーのキーマテリアルを暗号化し、プライマリキーのキー
マテリアルをレプリカキーにインポートします。レプリカキーごとに、異なる公開キーとインポート
トークンが必要です。
レプリカキーにインポートしようとするキーマテリアルがプライマリキーと異なる場合、オペレーショ
ンは失敗します。AWS KMS では、有効期限モデルと有効期限の連携は不要ですが、マルチリージョン
キーのビジネスルールを確立する必要があります。手順については、AWS KMS キーにキーマテリアル
をインポートする (p. 390) を参照してください。

インポートされたキーマテリアルを持つキーをレプリケートする許可
インポートされたキーマテリアルを持つレプリカキーを作成するには、次のアクセス許可が必要です。
プライマリキーリージョンで:
• kms:ReplicateKey をプライマリキーに (プライマリキーのリージョンで) 設定します。プライマリキーの
キーポリシーまたは IAM ポリシーにこのアクセス許可を含めます。
レプリカキーリージョンで:
• kms:CreateKey を IAM ポリシーで設定します。
• kms:GetParametersForImport。レプリカキーのキーポリシーまたは IAM ポリシーにこのアクセス許可を
含めることができます。
• kms:ImportKeyMaterial。レプリカキーのキーポリシーまたは IAM ポリシーにこのアクセス許可を含める
ことができます。
• kms:TagResource は、レプリケーション時にタグを割り当てるために必要です。レプリカリージョンの
IAM ポリシーにこのアクセス許可を含めます。
• kms:CreateAlias は、AWS KMS コンソールでキーをレプリケートするために必要です。詳細について
は、「エイリアスへのアクセスの制御 (p. 40)」を参照してください。

マルチリージョンキーを削除する
マルチリージョンのプライマリキーまたはレプリカキーを使用しなくなった場合は、その削除をスケ
ジュールできます。
KMS キーの削除は常に慎重に行う必要がありますが、プライマリキーがまだ AWS KMS に存在している
場合は、マルチリージョンキーのレプリカを削除する際のリスクは比較的低いといえます。レプリカキー
をそのリージョンから削除しても、削除されたキーで暗号化された暗号化テキストを発見した場合、関連
するマルチリージョンキーを使用してその暗号化テキストを復号できます。また、プライマリキーをレプ
リカキーリージョンに再度レプリケートして、レプリカキーを再作成することもできます。
ただし、プライマリキーとそのすべてのレプリカキーを削除することは、単一リージョンキーを削除する
ことと同様に、非常に危険なオペレーションです。
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Warning
KMS キーを削除することは破壊的であり、リスクを伴います。KMS キーが不要であり、今後も
使用しないことが確実である場合にのみ実行してください。不明な場合は、削除するのではなく
KMS キーを無効化する (p. 78)べきです。
プライマリキーを削除するには、まずそのプライマリキーのレプリカキーをすべて削除する必要がありま
す。レプリカキーを削除せずに特定のリージョンからプライマリキーを削除する必要がある場合は、プラ
イマリリージョンの更新 (p. 373)を使用して、プライマリキーをレプリカキーに変更します。
KMS キーの削除をスケジュールする前に、AWS KMS keys を削除する (p. 143) のトピックの注意
点、KMS キーの過去の使用状況を確認する (p. 151)方法を説明したトピック、待機期間中に KMS キーの
使用を警告する CloudWatch アラームの設定 (p. 149)方法を説明したトピックを確認してください。非対
称マルチリージョンキーのプライマリキーを削除する前に、非対称キーの削除 (p. 145)のトピックを確認
してください。
トピック
• マルチリージョンキーを削除するためのアクセス許可 (p. 381)
• レプリカキーを削除するには (p. 381)
• プライマリキーを削除するには (p. 384)

マルチリージョンキーを削除するためのアクセス許可
マルチリージョンキーの削除をスケジュールするには、次のアクセス許可のみが必要です。
• kms:ScheduleKeyDeletion — マルチリージョンキーの削除をスケジュールし、その待機期間を設定しま
す。
次の関連するアクセス許可を持つことを強くお勧めします。
• kms:CancelKeyDeletion — マルチリージョンキーのスケジュールされた削除をキャンセルします。
• kms:DescribeKey — マルチリージョンキーのキーステータスと、関連するマルチリージョンキーのリス
トを表示します。
• kms:DisableKey — マルチリージョンキーを削除する代わりに無効にするオプションを提供します。
• kms:EnableKey — 削除をキャンセルした後に、マルチリージョンキーの機能を復元します。
プライマリキーのレプリケーションおよび変更のアクセス許可を含めることもできます。
• kms:ReplicateKey
• kms:UpdateReplicaRegion
これらのアクセス許可は IAM ポリシーに含めることができますが、管理する必要がある KMS キーにのみ
適用されるキーポリシーに付与することがベストプラクティスです。

レプリカキーを削除するには
AWS KMS コンソールまたは AWS KMS API を使用して、レプリカキーを削除できます。レプリカキーは
いつでも削除することができます。これは、他の KMS キーのキーステータスに依存しません。
誤ってレプリカキーを削除した場合は、同じリージョンで同じプライマリキーをレプリケートすることで
再度作成できます。作成した新しいレプリカキーは、元のレプリカキーと同じ共有プロパティ (p. 356)を
有します。
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マルチリージョンのレプリカキーを削除する手順は、単一リージョンキーを削除する手順と同じです。

1. レプリカキーの削除をスケジュールします。7 ～ 30 日間の待機期間を選択します。デフォルトの待機
時間は、30 日です。
2. 待機期間中はレプリカキーのキーステータス (p. 153)が Pending deletion (PendingDeletion) に
変更され、暗号化オペレーションで使用することはできません。
3. レプリカキーのスケジュールされた削除は、待機期間中の任意の時点でキャンセルできます。キース
テータスが Disabled に変更され、KMS キーを再度有効 (p. 78)にできます。
4. 待機期間が終了すると、AWS KMS はレプリカキーを削除します。
アクションのレコードは AWS CloudTrail ログで表示できます。AWS KMS は、KMS キーの削除をスケ
ジュールする (p. 122)オペレーションおよび KMS キーの削除 (p. 101)アクションを記録します。

レプリカキーを削除する (コンソール)
マルチリージョンのレプリカキーの削除をスケジュールするには、単一リージョンキーの削除をスケ
ジュールのと同じ手順 (p. 146)を使用します。
関連するレプリカキーが別の AWS リージョン に設定されている場合、一度に複数のレプリカキーの削除
をスケジュールすることはできません。関連するレプリカキーを削除するには、次のようなパターンを使
用します。
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関連するすべてのレプリカキーの削除をスケジュールするには
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。

3.

右上隅にあるリージョンセレクターを使用して、マルチリージョンのプライマリキーのリージョンを
選択します。

4.

プライマリキーのエイリアスまたは キー ID を選択します。

5.

[Regionality] (リージョナリティー) タブを選択します。

6.

[Related multi-Region keys] (関連するマルチリージョンキー) のセクションで、レプリカキーのキー
ARN を選択します。
このアクションにより、新しいブラウザタブでレプリカキーのキーの詳細ページが開きます。コン
ソールはレプリカキーリージョンに設定されます。

7.

[Key actions] (キーのアクション) メニューから、[Schedule key deletion] (キーの削除をスケジュール)
を選択します。
このアクションにより、キーの削除をスケジュールするプロセスがスタートします。キーの削除をス
ケジュールするプロセスを完了します。詳細については、「キー削除のスケジュールとキャンセル
(コンソール) (p. 146)」を参照してください。

8.

プライマリキーの [Regionality] (リージョナリティー) タブを表示するブラウザタブに戻ります。(レプ
リカキーの更新ステータスを表示するには、ページを更新する必要がある場合があります)。別のレプ
リカキーのキー ARN を選択し、レプリカキーの削除をスケジュールするプロセスを繰り返します。

レプリカキーを削除する (AWS KMS API)
マルチリージョンのレプリカキーの削除をスケジュールするには、ScheduleKeyDeletion オペレーション
を使用します。KMS キーを指定するには、キー ID (p. 16) またはキー ARN (p. 16) を使用します。マルチ
リージョンキーを使用する場合は、明示的なリージョン値を持つキー ARN を使用することでエラーの発
生率を減らすことができます。
例えば、このコマンドは us-west-2 米国西部 (オレゴン) リージョンからレプリカキーを削除します。コマ
ンドでは待機期間が指定されていないため、待機期間はデフォルトの 30 日間に設定されます。
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$ aws kms schedule-key-deletion \
--region us-west-2 \
--key-id arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab

コマンドが成功すると、キー ARN (KeyId)、待機期間 (PendingWindowInDays)、削除日
(DeletionDate)、想定では PendingDeletion となる現在のキーステータス (KeyState) が返されま
す。
マルチリージョンのレプリカキーを削除するときは、キー ARN のキー ID とリージョン値が想定どおりの
値であることを確認してください。
{

}

"KeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"DeletionDate": 1599523200.0,
"KeyState": "PendingDeletion",
"PendingWindowInDays": 30

マルチリージョンのプライマリキーのすべてのレプリカをプログラムで削除するには、レプリカキー
を含むリージョンのリストを作成します。次に、リスト内の各リージョンに対して、上図のように
ScheduleKeyDeletion オペレーションを呼び出します。
完全に削除される単一リージョンキーとは異なり、レプリカキーは、削除したレプリカキーがあったリー
ジョンでプライマリキーのレプリケーション (p. 365)を実行することで復元できます。
レプリカキーのステータスをチェックし、マルチリージョンキーのプライマリキーとレプリカキーを表示
するには、DescribeKey オペレーションを使用します。

プライマリキーを削除するには
マルチリージョンのプライマリキーの削除はいつでもスケジュールすることができます。ただし、AWS
KMS では、削除がスケジュールされていても、レプリカキーを持つマルチリージョンのプライマリキーは
削除されません。
プライマリキーを削除するには、すべてのレプリカキーの削除をスケジュールし、レプリカキーが削除さ
れるまで待機する必要があります。プライマリキーの削除に必要な待機時間は、最後のレプリカキーが削
除された時点から始まります。レプリカキーを削除せずに特定のリージョンからプライマリキーを削除す
る必要がある場合は、プライマリリージョンの更新 (p. 373)を使用して、プライマリキーをレプリカキー
に変更します。
プライマリキーにレプリカキーがない場合、プロセスはレプリカキーの削除 (p. 382)またはリージョナル
KMS キーの削除 (p. 143)と同じです。
プライマリキーの削除がスケジュールされている間は、プライマリキーを暗号化オペレーションで使用し
たり、レプリケートすることはできません。ただし、削除がスケジュールされていない限り、レプリカ
キーは影響を受けません。
AWS KMS コンソールまたは AWS KMS API を使用して、プライマリキーとレプリカキーの削除をスケ
ジュールできます。プライマリキーの削除スケジュールは、レプリカキーの削除スケジュールの前、後、
または同時に設定できます。プロセスは、次のようになります。
1. プライマリキーの削除をスケジュールします。7 ～ 30 日間の待機期間を選択します。デフォルトの待
機時間は、30 日です。ただし、プライマリキーの待機期間は、すべてのレプリカキーが削除されるまで
開始されません。
レプリカキーがまだ存在する場合は、プライマリキーのキーステータス (p. 153)が Pending replica
deletion (PendingReplicaDeletion) に変更されます。それ以外の場合は、Pending deletion
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(PendingDeletion) に変更されます。いずれの場合も、プライマリキーを暗号化オペレーションで使
用したり、レプリケートしたりすることはできません。
プライマリキーの削除をスケジュールしても、レプリカキーには影響しません。キーステータスは有効
なままであり、暗号化オペレーションで使用することができます。レプリカキーが削除されない場合、
プライマリキーの Pending replica deletion ステータスは無期限に持続する可能性があります。
KMS key:
Primary (us-east-1)
started)
Replica (us-west-2)
Replica (eu-west-1)
Replica (ap-southeast-2)

Key state:
Pending replica deletion (waiting period 30 days -- not
Enabled
Enabled
Enabled

2. 各レプリカキーの削除をスケジュールします。7 ～ 30 日間の待機期間を選択します。デフォルトの待
機時間は、30 日です。複数のレプリカキーを同時に削除できます。待機期間は同時に実行されます。待
機期間中はレプリカキーのキーステータス (p. 153)が Pending deletion (PendingDeletion) に変
化し、これらの KMS キーを暗号化オペレーションで使用することはできません。
例えば、3 つのレプリカキーがある場合、3 つのレプリカキーをすべて同時に削除するようにスケ
ジュールできます。レプリカキーには、同じ、または異なる待機期間を設定することができます。プラ
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イマリキーの待機期間がまだ始まっていないことに注意してください。レプリカキーが存在するため、
キーステータスは PendingReplicaDeletion です。
KMS key:
Primary key (us-east-1)
started)
Replica (us-west-2)
Replica (eu-west-1)
Replica (ap-southeast-2)

Key state:
Pending replica deletion (waiting period 30 days -- not
Pending deletion (7 days)
Pending deletion (7 days)
Pending deletion (30 days)

3. プライマリキーまたはレプリカキーのスケジュールされた削除は、キーが削除されるまでキャンセルで
きます。キーステータスが Disabled に変更され、KMS キーを再度有効 (p. 78)にできます。
4. 最後のレプリカキーの待機期間が終了すると、AWS KMS は最後のレプリカキーを削除します。プラ
イマリキーのキーステータスが Pending replica deletion (PendingReplicaDeletion) から
Pending deletion (PendingDeletion) に変更され、プライマリキーの 7 〜 30 日の待機期間が開
始します。
KMS key:
Primary key (us-east-1)

Key state:
Pending deletion (waiting period 30 days)

5. 待機期間が終了すると、AWS KMS はプライマリキーを削除します。
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レプリカを持つプライマリキーを削除する最小期間は 14 日間です。
プライマリキーとすべてのレプリカキーの削除の待機期間を 7 日間にスケジュールすると、レプリカキー
は 7 日後に削除されます。プライマリキーは 14 日後に削除されます。
• 1日目: 最小待機期間が 7 日間のプライマリキーとレプリカキーの削除をスケジュールします。レプリカ
キーの 7 日間の削除待機期間がスタートします。プライマリキーの削除待機期間はまだスタートしてい
ません。
• 7日目: レプリカキーの削除待機期間が終了します。AWS KMS は、すべてのレプリカキーを削除しま
す。最後のレプリカキーが削除されると、プライマリキーの 7 日間の削除待機期間がスタートします。
• 14日目: プライマリキーの削除待機期間が終了します。AWS KMS はプライマリキーを削除します。
アクションのレコードは AWS CloudTrail ログで表示できます。AWS KMS は、各 KMS キーの削除をスケ
ジュールする (p. 122)オペレーションおよび KMS キーの削除 (p. 101)アクションを記録します。

プライマリキーを削除する (コンソール)
マルチリージョンのプライマリキーを削除するには、以下の手順に従います。

キーの削除をスケジュールするには
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。

4.

削除するプライマリキーの横にあるチェックボックスをオンにします。このプライマリキーのレプリ
カを含む 1 つ以上の KMS キーを選択することもできます。

5.

[Key actions (キーのアクション)]、[Schedule key deletion(キーの削除をスケジュール)] の順に選択し
ます。

6.

待機中に、警告、および削除のキャンセルに関する情報を読み、検討してください。削除をキャンセ
ルする場合は、[キャンセル] を選択します。

7.

[Waiting period (in days) (待機期間 (日数))] に、日数として 7～30 の値を入力します。複数の KMS
キーを選択した場合、選択した待機期間は、選択したすべての KMS キーに適用されます。レプリカ
キーの待機期間は同時に実行されますが、プライマリキーの待機期間は、AWS KMS が最後のレプリ
カキーを削除するまで始まりません。

8.

[Confirm that you want to delete this key in <number of days> days] (<日数> 日後に、このキーを削
除することを確認する) の横にあるチェックボックスをオンにします。

9.

[Schedule deletion] を選択します。

KMS キーの削除ステータスをチェックするには詳細ページ (p. 52)、プライマリキーについては一般設定セ
クションを参照してください。キーステータスがステータスフィールドに表示されます。プライマリキー
のキーステータスが Pending deletion に変化すると、スケジュールされた削除日が表示されます。
すべてのプライマリキーおよびレプリカキーのキーステータス (ステータス) は、任意のマルチリージョ
ンキー詳細ページのリージョナリティータブでチェックすることもできます。詳細については、「マルチ
リージョンキーを表示する (p. 369)」を参照してください。

プライマリキーを削除する (AWS KMS API)
マルチリージョンのレプリカキーを削除するには、ScheduleKeyDeletion オペレーションを使用しま
す。KMS キーを指定するには、キー ID (p. 16) またはキー ARN (p. 16) を使用します。マルチリージョン
キーを使用する場合は、明示的なリージョン値を持つキー ARN を使用することでエラーの発生率を減ら
すことができます。
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例えば、このコマンドは、us-east-1 (米国東部 (バージニア北部)) リージョンからプライマリキーを削除
します。コマンドでは待機期間が指定されていないため、待機期間はデフォルトの 30 日間に設定されま
す。
$ aws kms schedule-key-deletion \
--key-id arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab

コマンドが成功すると、キー ARN、結果のキーステータス、待機期間 (PendingWindowInDays) が返さ
れます。
プライマリキーにレプリカがない場合、プライマリキーのキーステータスは PendingDeletion になり、
出力には DeletionDate フィールドが含まれます。レプリカキーが残っている場合、プライマリキーの
キーステータスは PendingReplicaDeletion になり、DeletionDate は不確実なため省略されます。
レプリカキーの削除がスケジュールされている場合でも、スケジュールされた削除をキャンセルすること
ができます。
マルチリージョンのプライマリキーを削除するときは、キー ARN のキー ID とリージョン値が想定どおり
の値であることを確認してください。
{

}

"KeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"KeyState": "PendingReplicaDeletion",
"PendingWindowInDays": 30

KMS キーの削除ステータスをチェックするには、プライマリキーまたは残りのレプリカキーに対して
DescribeKey オペレーションを使用します。プライマリキーの待機期間クロックは、最後のレプリカが削
除され、キーステータスが PendingDeletion に変化するまでスタートしません。
プライマリキーの予定削除日を計算するには、レスポンスでレプリカキー ARN をループスルー
し、それぞれに DescribeKey を実行して最新の DeletionDate 値を取得し、プライマリキーの
PendingDeletionWindowInDays 値を追加します。レプリカキーの待機期間は同時に実行されます。
次の例では、KMS キーは、既存のレプリカキーを持つマルチリージョンのプライマリキーです。キース
テータスが PendingReplicaDeletion のため、レスポンスには DeletionDate ではなく待機期間
(PendingWindowInDays) が含まれます。プライマリキーの実際の削除日は、レプリカキーがいつ削除さ
れるかによって異なります。
$ aws kms describe-key \
--key-id arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
{

"KeyMetadata": {
"AWSAccountId": "111122223333",
"KeyId": "mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Arn": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"CreationDate": 1597902361.481,
"Enabled": false,
"Description": "",
"KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"KeyState": "PendingReplicaDeletion",
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"Origin": "AWS_KMS",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"EncryptionAlgorithms": [
"SYMMETRIC_DEFAULT"
],
"MultiRegion": true,
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"MultiRegionConfiguration": {
"MultiRegionKeyType": "PRIMARY",
"PrimaryKey": {
"Arn": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Region": "us-east-1"
},
"ReplicaKeys": [
{
"Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Region": "us-west-2"
},
{
"Arn": "arn:aws:kms:eu-west-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Region": "eu-west-1"
},
{
"Arn": "arn:aws:kms:ap-southeast-2:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Region": "ap-southeast-2"
}
]
},
"PendingDeletionWindowInDays": 30
}
}

すべてのレプリカが削除されると、DescribeKey 出力は、残っている、キーステータス
PendingDeletion のプライマリキーを表示します。キーステータスが PendingDeletion の
間、PendingWindowInDays フィールドの代わりに DeletionDate フィールドが表示されます。
$ aws kms describe-key \
--key-id arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
{

"KeyMetadata": {
"AWSAccountId": "111122223333",
"KeyId": "mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Arn": "",
"CreationDate": 1597902361.481,
"Enabled": false,
"Description": "",
"KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"KeyState": "PendingDeletion",
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"DeletionDate": 1597968000.0,
"Origin": "AWS_KMS",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"EncryptionAlgorithms": [
"SYMMETRIC_DEFAULT"
],
"MultiRegion": true,
"MultiRegionConfiguration": {
"MultiRegionKeyType": "PRIMARY",
"PrimaryKey": {
"Arn": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/
mrk-1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab",
"Region": "us-east-1"
},
"ReplicaKeys": []
}
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}

}

AWS KMS キーにキーマテリアルをインポートする
提供するキーマテリアルで AWS KMS keys (p. 3) (KMS キー) を作成できます。
KMS キーは、暗号化キーの論理表現です。KMS キーのメタデータには、データを暗号化および復号する
ために使用されるキーマテリアル (p. 17)の ID が含まれます。KMS キーを作成する (p. 24)と、デフォル
トで AWS KMS がその KMS キーのキーマテリアルを生成します。ただし、キーマテリアルを使用せずに
KMS キーを作成し、独自のキーマテリアルをその KMS キーにインポートできます。この機能は、「キー
の持ち込み」(BYOK) とも呼ばれます。

Note
AWS KMS では、暗号文が、インポートされたキーマテリアルを持つ KMS キーで暗号化された
場合でも、AWS KMS の外部の AWS KMS 暗号文の復号はサポートされません。AWS KMS はこ
のタスクに必要な暗号文形式を公開せず、形式は予告なく変更される可能性があります。
インポートされたキーマテリアルは AWS KMS キーストア内の対称暗号化 KMS キー (p. 6) (マ
ルチリージョン対称暗号化 KMS キー (p. 377)を含む) のみでサポートされます。非対称 KMS
キー (p. 325)、HMAC KMS キー (p. 342)、またはカスタムキーストア (p. 407)内の KMS キーではサ
ポートされません。
インポートされたキーマテリアルを使用する場合、AWS KMS がそのコピーを使用できるようにしている
間、キーマテリアルに対して責任を負います。そうする場合の理由として次のものが考えられます (複数
が組み合わさる場合もあります)。
• 要件を満たすエントロピーのソースを使用してキーマテリアルを生成したことを証明するため。
• AWS サービスを使用してインフラストラクチャのキーマテリアルを使用する、および AWS KMS を使
用して AWS 内のキーマテリアルのライフサイクルを管理するため。
• AWS のキーマテリアルの有効期限を設定し、手動で削除しながらも (p. 405)、将来的に再び利用でき
るようにするため。これに対して、キー削除のスケジュール (p. 144)は、7 日から 30 日間の待機時間が
必要となり、その後、削除された KMS キーは復元できません。
• キーマテリアルのオリジナルコピーを所有し、それを AWS 外に保存して、キーマテリアルのライフサ
イクル期間に耐久性を高めディザスタリカバリに備えるには
インポートされたキーマテリアルは AWS KMS キーストア内の対称暗号化 KMS キー (p. 6) (マルチリー
ジョン対称 KMS キー (p. 377)を含む) のみでサポートされます。非対称 KMS キー (p. 325)、HMAC
KMS キー (p. 342)、またはカスタムキーストア (p. 407)内の KMS キーではサポートされません。
インポートされたキーマテリアルを使用して、KMS キーの使用と管理を監視することができま
す。AWS KMS は、KMS キーを作成 (p. 95)し、パブリックキーとインポートトークンをダウンロー
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ド (p. 114)し、キーマテリアルをインポート (p. 115)すると、AWS CloudTrail ログにエントリを記録しま
す。AWS KMS は、インポートされたキーマテリアルを手動で削除 (p. 405)した場合、または AWS KMS
期限切れのキーマテリアルを削除 (p. 101)した場合にもエントリを記録します。
インポートされたキーマテリアルを持つ KMS キーと、AWS KMS で生成されたキーマテリアルを持つ
KMS キーの重要な違いについては、「インポートしたキーマテリアルについて (p. 391)」を参照してく
ださい。
リージョン
AWS KMS がサポートする全ての AWS リージョン で、インポートされたキーマテリアルをサポートして
います。中国リージョンでは、インポートされたキーマテリアルの要件が異なります。詳細については、
「キーマテリアルのインポート ステップ 3: キーマテリアルを暗号化する (p. 402)」を参照してくださ
い。

トピック
• インポートしたキーマテリアルについて (p. 391)
• キーマテリアルをインポートするためのアクセス許可 (p. 392)
• キーマテリアルのインポート方法 (p. 393)
• キーマテリアルの再インポート方法 (p. 394)
• インポートされたキーマテリアルを持つKMS キーを識別する方法 (p. 394)
• 期限切れアラームの作成方法 (p. 404)
• インポートしたキーマテリアルを削除する方法 (p. 405)

インポートしたキーマテリアルについて
キーマテリアルを AWS KMS にインポートする前に、インポートされたキーマテリアルの以下の特性を理
解する必要があります。
キーのマテリアルを生成する
お客様の責任において、セキュリティ要件を満たすランダムのソースを使用して、キーマテリアルを
生成する必要があります。インポートするキーマテリアルは 256 ビット対称暗号化キーである必要が
あります。ただし、中国リージョンでは 128 ビット対称暗号化キーである必要があります。
キーマテリアルを削除できます。
インポートしたキーマテリアルを KMS キーから削除すると、KMS キーが使用できなくなることがあ
ります。また、KMS キーにキーマテリアルをインポートすると、キーの有効期間を確認して、有効期
間を設定する (p. 396)ことができます。有効期間が経過すると、AWS KMS キーマテリアルを削除し
ます (p. 405)。キーマテリアルがない場合、KMS キーは暗号化オペレーションで使用することはで
きません。キーを復元するには、キーに同じキーマテリアルを再インポートする必要があります。
キーマテリアルを変更できません
KMS キーにキーマテリアルをインポートすると、KMS キーはキーマテリアルに永続的に関連付けら
れます。同じキーマテリアルを再インポート (p. 394)することはできますが、別のキーマテリアルを
その KMS キーにインポートすることはできません。また、インポートされたキーマテリアルを持つ
KMS キーに対して、自動キーローテーションを有効にする (p. 79)ことはできません。ただし、イン
ポートされたキーマテリアルを持つ KMS キーを手動でローテーションする (p. 84)ことはできます。
キーマテリアルの起源は変更できません
インポートされたキーマテリアルのために設計されている KMS キーには、変更することができない
EXTERNAL のオリジン (p. 17)の値があります。インポートしたキーマテリアルの KMS キーを、AWS
KMS を含めて、その他のソースのキーマテリアルを使用するように変換することはできません。
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他の KMS キーでは復号できない
KMS キーでデータを暗号化すると、KMS キーとそのキーマテリアルに永続的に関連付けられます。
同じキーマテリアルを持つ別の KMS キーを含めて、他の KMS キーを使用して復号することはできま
せん。これは KMS キーのセキュリティ機能です。
唯一の例外はマルチリージョンキー (p. 349)であり、相互運用可能なように設計されています。詳細
については、「」を参照してくださいインポートされたキーマテリアルを持つすべての KMS キーが
相互運用できない理由 (p. 378)
移植性またはエスクロー機能なし
AWS KMS が生成する暗号文は移植性ではありません。AWS KMS では、暗号文が、インポートされ
たキーマテリアルを持つ KMS キーで暗号化された場合でも、AWS KMS の外部の AWS KMS 暗号文
の復号はサポートされません。AWS KMS はこのタスクに必要な暗号文形式を公開せず、形式は予告
なく変更される可能性があります。
また、AWS Encryption SDK や AmazonS3 クライアント側の暗号化などの AWS ツールを使用し
て、AWS KMS 暗号文を復号することはできません。
その結果、インポートされたキーマテリアルを含むキーを使用して、キーマテリアルへの条件付きア
クセス権を持つ許可されたサードパーティーが AWS KMS の外部で特定の暗号文を復号できるキー
エスクローの配置をサポートすることはできません。キーエスクローをサポートするには、AWS
Encryption SDK を使用して、AWS KMS に依存しないキーでメッセージを暗号化します。
可用性と耐久性に責任があります
お客様は、キーマテリアルの全体的な可用性と耐久性に対して責任があります。AWS KMS は、イン
ポートされたキーマテリアルの可用性を高めるために設計されています。ただし、AWS KMS では、
インポートされたキーマテリアルの耐久性は、AWS KMS によって生成されたキーマテリアルと同じ
レベルでは維持されません。KMS キーから削除されたインポートされたキーマテリアルを復元するに
は、コントロールするシステムにキーマテリアルのコピーを保存する必要があります。その後、KMS
キーに再インポートできます。
この相違は、次の場合に有意義です。
• インポートされたキーマテリアルに有効期限を設定 (p. 403)すると、 AWS KMS は有効期限が
切れた後、キーマテリアルを削除します。AWS KMS は KMS キーやそのメタデータを削除しませ
ん。インポートされたキーマテリアルの有効期限が近づいたときに通知する Amazon CloudWatch
アラームを作成できます (p. 404)。
AWS KMS が KMS キーに対して生成したキーマテリアルを削除することはできません。ま
た、ローテーションさせること (p. 79)はできますが、AWS KMS キーマテリアルを期限切れに設定
することはできません。
• インポートされたキーマテリアルを手動で削除する (p. 405)場合、AWS KMS は、キーマテリア
ルを削除しますが、KMS キーまたはそのメタデータは削除しません。一方、キー削除のスケジュー
ル (p. 144)は、7 日から 30 日間の待機期間を必要とし、その後、AWS KMS は KMS キー、そのメ
タデータおよびキーマテリアルをすべて削除します。
• 万一 AWS KMS に影響する特定のリージョン全体への障害が発生した場合には (全体の停電な
ど)、AWS KMS は、インポートされたキーマテリアルを自動的に復元できません。ただし、AWS
KMS では、KMS キーおよびメタデータを復元できます。

キーマテリアルをインポートするためのアクセス許可
インポートされたキーマテリアルを使用して KMS キーを作成および管理するには、このプロ
セスのオペレーションに対するアクセス許可が必要です。KMS キーの作成時、キーポリシーに
kms:GetParametersForImport、kms:ImportKeyMaterial、kms:DeleteImportedKeyMaterial
のアクセス許可を付与できます。AWS KMS コンソールで、外部キーマテリアルオリジンを使用してキー
を作成すると、これらの許可がキー管理者用に自動的に追加されます。
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インポートされたキーマテリアルを持つ KMS キーを作成するには、プリンシパルに次の許可が必要で
す。
• kms:CreateKey (p. 193) (IAM ポリシー)
• インポートされたキーマテリアルを持つ KMS キーに対するこの許可を制限するには、EXTERNAL の
値を持つ kms:KeyOrigin (p. 239) ポリシー条件を使用します。
{

}

"Sid": "CreateKMSKeysWithoutKeyMaterial",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Action": "kms:CreateKey",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:KeyOrigin": "EXTERNAL"
}
}

• KMS:GetParametersForImport (キーポリシーまたは IAM ポリシー)
• 特定のラッピングアルゴリズムとラッピングキー仕様を使用する要求にこのアクセス許可を制限する
には、KMS: WrappingAlgorithm (p. 257) および KMS: WrappingKeySpec (p. 258) ポリシー条件を使用
します。
• KMS:ImportKeyMaterial (キーポリシーまたは IAM ポリシー)
• 有効期限が切れるキーマテリアルを許可または禁止し、有効期限を制御するに
は、KMS:ExpirationModel (p. 234) および KMS:Validto (p. 252) ポリシー条件を使用します。
インポートされたキーマテリアルを再インポートするには、プリンシパルに KMS:getParametersforImport
および KMS:ImportKeyMaterial アクセス許可が必要です。
インポートされたキーマテリアルを削除するには、プリンシパルに KMS:DeleteImportedKeyMaterial アク
セス許可が必要です。
例えば、インポートされたキーマテリアルを使用して KMS キーのすべての側面を管理する
KMSAdminRole 許可をサンプルに付与するには、KMS キーのキーポリシーに次のようなキーポリシース
テートメントを含めてください。
{

}

"Sid": "Manage KMS keys with imported key material",
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/KMSAdminRole"
},
"Action": [
"kms:GetParametersForImport",
"kms:ImportKeyMaterial",
"kms:DeleteImportedKeyMaterial"
]

キーマテリアルのインポート方法
次に、AWS KMS にキーマテリアルをインポートする手順の概要を説明します。この手順の各ステップの
詳細については、該当するトピックを参照してください。
1. キーマテリアルを持たない対称暗号化 KMS キーを作成する (p. 396) – キーの仕様は
SYMMETRIC_DEFAULT、オリジンは EXTERNAL である必要があります。EXTERNAL のキーオリジン
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は、キーがインポートされたキーマテリアル用に設計されていることを示しており、AWS KMS は
KMS キーのキーマテリアルを生成することができません。後のステップで、この KMS キーに独自の
キーマテリアルをインポートします。
2. パブリックキーとインポートトークンのダウンロード (p. 398) — 手順 1 を完了した後、パブリック
キーとインポートトークンをダウンロードします。これらの項目は、AWS KMS にインポートしている
間、キーマテリアルを保護します。
3. キーマテリアルの暗号化 (p. 402) — 手順 2 でダウンロードしたパブリックキーを使用して、独自のシ
ステムで作成したキーマテリアルを暗号化します。
4. キーマテリアルのインポート (p. 403) — 手順 3 で作成した暗号化されたキーマテリアルと、手順 2 で
ダウンロードしたインポートトークンをアップロードします。
インポートオペレーションが正常に完了すると、KMS キーのキーステータスは PendingImport から
Enabled に変化します。これで、KMS キーを暗号化オペレーションで使用できます。
AWS KMS は、KMS キーの作成 (p. 95)、パブリックキーとインポートトークンのダウンロー
ド (p. 114)、キーマテリアルのインポート (p. 115)をする際に、AWS CloudTrail ログにエントリを記録し
ます。AWS KMS も、インポートされたキーマテリアルの削除または AWS KMS が有効期限切れのキーマ
テリアルの削除をする (p. 101)際にエントリを記録します。

キーマテリアルの再インポート方法
インポートされたキーマテリアルを使用して KMS キーを管理する場合、キーマテリアルを再インポート
しなければならない場合があります。キーマテリアルを再インポートして、期限切れまたは削除された
キーマテリアルを置き換えることができます。キーマテリアルを再インポートして、キーマテリアルの有
効期限モデルまたは有効期限を変更することもできます。
最初に KMS キーにインポートされたのと同じキーマテリアルを再インポートする必要があります。別の
キーマテリアルを KMS キーにインポートすることはできません。また、AWS KMS はキーマテリアルな
しで作成された KMS キーのキーマテリアルを作成することはできません。
キーマテリアルを再インポートするには、次のような例外を除いて、最初にキーマテリアルのインポー
ト (p. 393)に使用したのと同じ手順を使用します。
• 新しい KMS キーを作成する代わりに、既存の KMS キーを使用します。インポートの手順のステップ
1 (p. 396) はスキップできます。
• KMS キーがキーマテリアルをインポート済みの場合、キーマテリアルを再インポートする前に、既存の
インポートされたキーマテリアルを削除 (p. 405)する必要があります。
• キーマテリアルを再インポートするときに、有効期限モデルと有効期限を変更することができます。
KMS キーにキーマテリアルをインポートするたびに、KMS キーの新しいラップキーおよびインポート
トークンをダウンロードして使用する (p. 398)必要があります。このラップの手順は、キーマテリアルの
内容には影響しません。異なるラップキー (および異なるインポートトークン) を使用して同じキーマテリ
アルをインポートすることができます。

インポートされたキーマテリアルを持つKMS キーを
識別する方法
キーマテリアルなしで KMS キーを作成する場合、KMS キーの Origin (p. 17) プロパティの値は
EXTERNAL であり、変更することはできません。キーステータス (p. 153)と違って、Origin の値は、
キーマテリアルの有無に依存しません。
EXTERNAL オリジン値を使用して、インポートされたキーマテリアル用に設計された KMS キーを識別す
ることができます。AWS KMS コンソールでキーオリジンを検索するか、DescribeKey オペレーションを
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使用できます。コンソールまたは API を使用して、有効期限が切れるかどうか、いつ失効するかなどの、
キーマテリアルのプロパティを表示することもできます。

インポートされたキーマテリアルで KMS キーを識別するには
(コンソール)
1.

AWS KMS コンソール (https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

次のいずれかの方法を使用して、KMS キーの Origin プロパティを表示します。
• KMS キーテーブルに [Origin] (オリジン) 列を追加するには、右上隅の、[Settings] (設定) アイコンを
選択します。[Origin] (オリジン)、[Confirm] (確認) の順に選択します。オリジン列では、EXTERNAL
のオリジンプロパティ値を持つ KMS キーを簡単に識別できます。
• 特定の KMS キーの Origin プロパティ値を検索するには、KMS キーのキー ID またはエイリアス
を選択します。次に、[Cryptographic configuration] (暗号の設定) タブを選択します。これらのタブ
は、[General configuration] (一般設定) セクションの下にあります。

4.

キーマテリアルに関する詳細情報を表示するには、[Key material] (キーマテリアル) タブを選択しま
す。このタブは、インポートされたキーマテリアルを持つKMS キーのみの詳細ページに表示されま
す。

インポートされたキーマテリアルを持つKMS キーを識別するに
は (AWS KMS API)
DescribeKey オペレーションを使用します。レスポンスには、次の例に示すように KMS キーの Origin
プロパティ、有効期限モデル、有効期限日が含まれます。
$
{

aws kms describe-key --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

"KeyMetadata": {
"KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"Origin": "EXTERNAL",
"ExpirationModel": "KEY_MATERIAL_EXPIRES"
"ValidTo": 1568894400.0,
"Arn": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"AWSAccountId": "111122223333",
"CreationDate": 1568289600.0,
"Enabled": false,
"MultiRegion": false,
"Description": "",
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"KeyState": "PendingImport",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"EncryptionAlgorithms": [
"SYMMETRIC_DEFAULT"
]
}
}
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キーマテリアルをインポートするステップ 1: キーマ
テリアルなしで AWS KMS key を作成する
デフォルトでは、AWS KMS key の作成時に AWS KMS がキーマテリアルを作成します。代わりに独
自のキーマテリアルをインポートするには、最初にキーマテリアルなしで KMS キーを作成します。そ
して、キーマテリアルをインポートします。キーマテリアルなしで KMS キーを作成するには、AWS
Management Console または CreateKey オペレーションを使用します。
キーマテリアルなしでキーを作成するには、SYMMETRIC_DEFAULT のキースペック (デフォルト値) と
EXTERNAL のオリジンを指定します。KMS キーのキースペックとオリジンは不変の値です。いったん作成
すると、インポートしたキーマテリアル用に設計された KMS キーを、AWS KMS または他のソースから
キーマテリアルを含む KMS キーに変換することはできません。
EXTERNAL オリジンを持つ KMS キーのキーステータス (p. 153)であり、PendingImport であるキーマ
テリアルはありません。KMS キーは、無期限に PendingImport 状態を維持できます。ただし、暗号化
オペレーションの PendingImport 状態で KMS キーを使用することはできません。キーマテリアルをイ
ンポートすると、KMS キーのキー状態が有効に変わり、暗号化オペレーションで使用できるようになりま
す。
AWS KMS は、KMS キーの作成、公開キーのダウンロード、トークンのインポート、キーマテリアルの
インポートをする際に、AWS CloudTrail ログにエントリを記録します。AWS KMS も、インポートされた
キーマテリアルの削除または AWS KMS が有効期限切れのキーマテリアルの削除をする際にエントリを記
録します。
• キーマテリアルなしで KMS キーを作成する (コンソール) (p. 396)
• キーマテリアルなしで KMS キーを作成する (AWS KMS API) (p. 398)
インポートしたキーマテリアルでマルチリージョンキーを作成する方法の詳細については、キーマテリア
ルをマルチリージョンキーにインポートする (p. 377) を参照してください。
トピック
• キーマテリアルなしで KMS キーを作成する (コンソール) (p. 396)
• キーマテリアルなしで KMS キーを作成する (AWS KMS API) (p. 398)

キーマテリアルなしで KMS キーを作成する (コンソール)
キーマテリアルを持たない対称暗号化 KMS キーを作成するには、AWS Management Consoleを使用する
ことができます。これを行う前にコンソールを設定して、KMS キーのリストで [Origin] (オリジン) 列を表
示することができます。インポートされたキーには、[External] (外部) の [Origin] (オリジン) 値が含まれま
す。
インポートされたキーマテリアルの KMS キーを 1 度だけ作成する必要があります。既存の KMS キーに同
じキーマテリアルをインポートするには、ステップ 2: パブリックキーおよびインポートトークンのダウン
ロード (p. 398) を参照してください。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。

4.

[キーの作成] を選択します。

5.

[対称] を選択します。
キーマテリアルを非対称 KMS キー (p. 324)にインポートすることはできません。
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6.

[Key usage] (キーの使用) では、[Encrypt and decrypt] (暗号化および復号化) オプションがすでに選択
されています。この設定は変更しないでください。
キーマテリアルを HMAC KMS キー (p. 342)にインポートすることはできません。

7.

[Advanced options (詳細オプション)] を展開します。

8.

[キーマテリアルのオリジン] に [外部] を選択します。
カスタムキーストア (p. 407)内の KMS キーにキーマテリアルをインポートすることはできません。
インポートされたキーマテリアルの使用による影響について理解したことを示すため、[インポートさ
れたキーの使用によるセキュリティ、可用性、および耐久性への影響について理解しています] の隣に
あるチェックボックスをオンにします。これらの意味については、「インポートしたキーマテリアル
について (p. 391)」を参照してください。

9.

デフォルトで、この手順は選択されたリージョンに KMS キーを作成します。
キーマテリアルを持たないマルチリージョンのプライマリキーを作成するには、[Regionality] (リー
ジョナリティ) セクションで [Multi-Region key] (マルチリージョンキー) を選択します。詳細について
は、「キーマテリアルをマルチリージョンキーにインポートする (p. 377)」を参照してください。

10. [Next] を選択します。
11. エイリアスと KMS キーの説明 (オプション) を入力します。
[Next] を選択します。
12. (オプション)。[Add tags] (タグの追加) ページで、KMS キーを識別または分類するタグを追加しま
す。
[Next] を選択します。
13. [Key administrators] (キー管理者) セクションで、KMS キーを管理できる IAM ユーザーとロールを選
択します。詳細については、「KMS キーの管理をキー管理者に許可する (p. 169)」を参照してくださ
い。

Note
IAM ポリシーでは、他の IAM ユーザーおよびロールに、KMS キーを管理するアクセス許可
を付与できます。
14. (オプション) 選択した IAM ユーザーとロールがこの KMS キーを削除しないようにするには、ページ
の下部にある [Key deletion] (キーの削除) セクションで、[Allow key administrators to delete this key]
(キー管理者にこのキーの削除を許可する) のチェックボックスをオフにします。
[Next] を選択します。
15. [This account] (このアカウント) のセクションで、KMS キーを暗号化オペレーション (p. 14)で使用で
きる AWS アカウント の IAM ユーザーとロールを選択します。詳細については、「KMS キーの使用
をキーユーザーに許可する (p. 173)」を参照してください。

Note
IAM ポリシーでは、KMS キーを使用するアクセス許可を他の IAM ユーザーおよびロールに
付与できます。
16. (オプション) 他の AWS アカウント が暗号化オペレーションにこの KMS キーを使用できるようにし
ます。これを行うには、ページの下部にある [Other AWS アカウント] セクションで、[Add another
AWS アカウント] を選択し、外部アカウントの AWS アカウント ID を入力します。複数の外部アカウ
ントを追加するには、この手順を繰り返します。

Note
外部アカウントでプリンシパルが KMS キーを使用できるようにするには、外部アカウント
の管理者が、これらのアクセス許可を付与する
IAM ポリシーを作成する必要があります。詳
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細については、「他のアカウントのユーザーに KMS キーの使用を許可する (p. 267)」を参照
してください。
[Next] を選択します。
17. 選択したキー設定を確認します。戻って、すべての設定を変更することもできます。
18. 終了したら、[Finish] (完了) を選択し、キーを作成します。
オペレーションが成功すると、キーマテリアルなしで KMS キー が作成されます。ステータスは [イン
ポート保留中] となっています。今すぐプロセスを続行する場合は、「公開鍵とインポートトークン
のダウンロード（コンソール） (p. 399)」を参照してください。後でプロセスを続行する場合は、
[キャンセル] を選択します。
次の手順: ステップ 2: パブリックキーおよびインポートトークンのダウンロード (p. 398)

キーマテリアルなしで KMS キーを作成する (AWS KMS API)
AWS KMS API を使用してキーマテリアルを持たない対称暗号化 KMS キーを作成するには、Origin パ
ラメータが EXTERNAL に設定された CreateKey リクエストを送信します。次の例では、AWS Command
Line Interface (AWS CLI) を使用してこのオペレーションを行う方法を示します。
$ aws kms create-key --origin EXTERNAL

コマンドが成功した場合は、以下のような出力が表示されます。AWS KMS キーの Origin は
EXTERNAL、その KeyState は PendingImport です。
{

"KeyMetadata": {
"Origin": "EXTERNAL",
"KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"Description": "",
"Enabled": false,
"MultiRegion": false,
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"KeyState": "PendingImport",
"CreationDate": 1568289600.0,
"Arn": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"AWSAccountId": "111122223333",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"EncryptionAlgorithms": [
"SYMMETRIC_DEFAULT"
]
}
}

後のステップで使用するために、コマンド出力からの KeyId 値をコピーしてから、「ステップ 2: パブ
リックキーおよびインポートトークンのダウンロード (p. 398)」に進みます。

キーマテリアルのインポート ステップ 2: パブリック
キーおよびインポートトークンのダウンロード
キーマテリアルを持たない対称暗号化 AWS KMS key を作成 (p. 396)したら、その KMS キー
のパブリックキーとインポートトークンをダウンロードします。AWS KMS コンソールまたは
GetParametersForImport API を使用して、両方の項目を 1 ステップでダウンロードできます。パブリック
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キーとインポートトークンは 24 時間有効です。それらを 24 時間以内にキーマテリアルのインポートに使
用しなかった場合、新しいパブリックキーとインポートトークンをダウンロードする必要があります。
KMS キーに同じキーマテリアルを再インポートする場合も、これらの項目をダウンロードできます。この
オペレーションは、キーマテリアルの有効期限を変更したり、期限切れまたは削除されたキーマテリアル
を復元したりする場合に実行します。
パブリックキーの使用
ダウンロードするパブリックキーは、ラッピングキーとも呼ばれます。
キーマテリアルをインポートする前に、パブリックキーでキーマテリアルを暗号化してから、暗号化
したキーマテリアルを AWS KMS にアップロードします。AWS KMS が暗号化されたキーマテリア
ルを受け取ると、対応するプライベートキーを使用して復号を行います。AWS KMS が提供するパブ
リックキーは、AWS アカウント に固有の 2048 ビットの RSA パブリックキーです。
インポートトークンの使用
ダウンロードには、キーマテリアルが正しくインポートされたことを保証するメタデータが付随す
る、インポートトークンが含まれています。AWS KMS に暗号化されたキーマテリアルをアップロー
ドする場合、このステップでダウンロードした同じインポートトークンをアップロードする必要があ
ります。
ラップアルゴリズムの選択
インポート中にキーマテリアルを保護するには、ダウンロードしたパブリックキーと、サポートさ
れているラップアルゴリズムを使用して、キーマテリアルを暗号化します。次で選択して指定され
る、3 つのうち 1 つのパディングオプションを使用した RSA PKCS #1 暗号化を使用する必要があり
ます。これらの選択肢は AWS で指定した順に一覧表示されます。通常、ハードウェアセキュリティ
モジュール (HSM) がサポートするアルゴリズム、またはキーマテリアルを保護するキー管理システム
を選択します。これらのアルゴリズムの技術的な詳細については、「PKCS #1 バージョン 2.1 標準」
の セクション 7 をご覧ください。
HSM またはキー管理システムがサポートしている場合は、RSAES_OAEP_SHA_256 をキー
マテリアルの暗号化に使用することをお勧めします。このオプションが使用できない場合
は、RSAES_OAEP_SHA_1 を使用してください。OAEP オプションのいずれも使用できない場
合、RSAES_PKCS1_V1_5 を使用する必要があります。キーマテリアルを暗号化する方法について
は、ハードウェアセキュリティモジュールまたはキーマテリアルを保護するキー管理システムのド
キュメントを参照してください。

Note
OpenSSL でキーマテリアルを暗号化する (p. 402)顧客概念実証の例をステップ 3 (p. 402)
で実行する場合には、RSAES_OAEP_SHA_1 を使用します。
• RSAES_OAEP_SHA_256 — SHA -256 ハッシュ関数を使用した最適な非対称暗号化パディング
(OAEP) を使用する RSA 暗号化アルゴリズム。
• RSAES_OAEP_SHA_1 — SHA-1 ハッシュ関数を使用した最適な非対称暗号化パディング (OAEP) を
使用する RSA 暗号化アルゴリズム。
• RSAES_PKCS1_V1_5 — PK CS #1 バージョン 1.5 で定義されているパディング形式による RSA 暗
号化アルゴリズム。
トピック
• 公開鍵とインポートトークンのダウンロード（コンソール） (p. 399)
• 公開キーとインポートトークン (AWS KMS API) をダウンロードする (p. 401)

公開鍵とインポートトークンのダウンロード（コンソール）
AWS KMS コンソールを使用してパブリックキーとインポートトークンをダウンロードできます。
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1.

キーマテリアルなしで KMS キーを作成するステップ (p. 396)を完了し、ラップキーとインポート
トークンのダウンロードのページが開いている場合は、Step 8 に進みます。

2.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

3.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

4.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。

Tip
キーマテリアルをインポートできるのは、[Origin] (オリジン) が [EXTERNAL] (外部) の対称
暗号化 KMS キーのみです。これは、キーマテリアルなしで KMS キーが作成されたことを示
します。テーブルに [オリジン] 列を追加するには、右上隅の設定アイコン (
す。[オリジン] をオンにして、[確認] を選択します。

) を選択しま

5.

インポート保留中の KMS キーのエイリアスまたはキー ID を選択します。

6.

[ 暗号構成 ] タブを選択し、その値を表示します。これらのタブは、[General configuration] (一般設定)
セクションの下にあります。
[Symmetric] (対称) の [Key type] (キータイプ) および EXTERNAL の [Origin] (オリジン) で、キーマテ
リアルのみを KMS キーにインポートできます。インポートされたキーマテリアルで KMS キーを作成
する方法の詳細については、AWS KMS キーにキーマテリアルをインポートする (p. 390) を参照し
てください。

7.

[ キーのマテリアル ] タブを選択し、[ ラッピングキーとインポートトークンをダウンロード] を選択し
ます。
[Key material] (キーマテリアル) タブが表示されるのは、[Origin] (オリジン) 値が [EXTERNAL] (外部)
になっている対称暗号化 KMS キーのみです。

8.

[ラップアルゴリズムの選択] で、キーマテリアルの暗号化に使用するオプションを選択します。オプ
ションの詳細については、「ラップアルゴリズムの選択 (p. 399)」を参照してください。
OpenSSL でキーマテリアルを暗号化する (p. 402)顧客概念実証の例をステップ 3 (p. 402) で試す
場合には、RSAES_OAEP_SHA_1 を選択します。

9.

[ラップキーとインポートトークンのダウンロード] を選択して、ファイルを保存します。
[次へ] オプションがある場合、今すぐプロセスを続行するには、[次へ] を選択します。後で続行する
には、[キャンセル] を選択します。それ以外の場合は、ウィンドウを閉じるため、[キャンセル] を選
択するか、または [X] をクリックします。

10. 前のステップ (ImportParameters.zip) で保存した .zip ファイルを解凍します。
フォルダには以下のファイルが含まれています。
• wrappingKey_KMS key_key_ID_timestamp (wrappingKey_f44c4e20-f83c-48f4-adc6a1ef38829760_0809092909 など) という名前のファイルにある、2048 ビットの RSA パブリッ
クキー。
• importToken_KMS key_key_ID_timestamp (importToken_f44c4e20-f83c-48f4-adc6a1ef38829760_0809092909 など) という名前のファイルにあるインポートトークン。
• README_KMS key_key_ID_timestamp.txt (README_f44c4e20-f83c-48f4-adc6a1ef38829760_0809092909.txt など) という名前のテキストファイル。このファイルには、パ
ブリックキーに関する情報、キーマテリアルの暗号化に使用するラップアルゴリズム、およびラッ
プキー (パブリックキー) とインポートトークンの有効期限が切れる日時が含まれます。
11. プロセスを続行する場合は、「キーマテリアルの暗号化 (p. 402)」を参照してください。
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公開キーとインポートトークン (AWS KMS API) をダウンロード
する
パブリックキーとインポートトークンのダウンロードには、GetParametersForImport API を使用しま
す。インポートされたキーマテリアルに関連付けられる KMS キーを指定します。この KMS キーに
は、EXTERNAL の Origin (p. 17) 値が必要です。
この例では、RSAES_OAEP_SHA_1 のラップアルゴリズムの値を指定します。別のオプションを指定す
るには、RSAES_OAEP_SHA_1 を RSAES_OAEP_SHA_256 または RSAES_PKCS1_V1_5 に置き換えま
す。1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab を、公開キーとインポートトークンをダウンロード
する KMS キーのキー ID と置き換えます。キー ID (p. 16) またはキーの ARN (p. 16) を使用できますが、
このオペレーションにエイリアス名 (p. 17)やエイリアスの ARN (p. 16) を使用することはできません。

Note
OpenSSL でキーマテリアルを暗号化する (p. 402)顧客概念実証の例をステップ 3 (p. 402) で
使用する場合には、RSAES_OAEP_SHA_1 を指定します。
$ aws kms get-parameters-for-import \
--key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--wrapping-algorithm RSAES_OAEP_SHA_1 \
--wrapping-key-spec RSA_2048

コマンドが成功した場合は、以下のような出力が表示されます。
{

}

"ParametersValidTo": 1568290320.0,
"PublicKey": "public key (base64 encoded)",
"KeyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"ImportToken": "import token (base64 encoded)"

次のステップのためにデータを準備します。パブリックキーとインポートトークンを base64 でデコード
し、デコードされた値をファイルに保存します。
パブリックキーとインポートトークンを base64 でデコードするには、次を実行します。
1.

2.

base64 でエンコードされたパブリックキー (この例の出力では ####### (base64 #######)) をコ
ピーして、新しいファイルに貼り付けて、ファイルを保存します。ファイルに PublicKey.b64 など
の名前を付けます。
ファイル内容の base64 デコード、およびデコードされたデータの新しいファイルへの保存
に、OpenSSL を使用します。次の例では、前のステップ (PublicKey.b64) で保存したファイルの
データをデコードして、PublicKey.bin という名前の新しいファイルに出力を保存します。
$ openssl enc -d -base64 -A -in PublicKey.b64 -out PublicKey.bin

3.

4.

base64 でエンコードされたインポートトークン (この例の出力では ######### (base64 #####
##)) をコピーして、新しいファイルに貼り付けて、ファイルを保存します。ImportToken.b64 な
ど、ファイルにわかりやすい名前を付けます。
ファイル内容の base64 デコード、およびデコードされたデータの新しいファイルへの保存
に、OpenSSL を使用します。次の例では、前のステップ (ImportToken.b64) で保存したファイル
のデータをデコードして、ImportToken.bin という名前の新しいファイルに出力を保存します。
$ openssl enc -d -base64 -A -in ImportToken.b64 -out ImportToken.bin

ステップ 3: キーマテリアルを暗号化する (p. 402) に進みます。
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キーマテリアルのインポート ステップ 3: キーマテリ
アルを暗号化する
パブリックキーをダウンロードし、トークンをインポート (p. 398)した後、パブリックキーを使用して、
キーマテリアルを暗号化します。キーマテリアルはバイナリ形式である必要があります。
通常、ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) またはキー管理システムからエクスポートする場
合、キーマテリアルを暗号化します。バイナリ形式でキーマテリアルをエクスポートする方法について
は、HSM またはキー管理システムに関するドキュメントを参照してください。OpenSSL を使用して、概
念実証デモを提供する、次のセクションを参照できます。
キーマテリアルを暗号化する場合、パブリックキーとインポートトークンをダウンロード (p. 398)
(RSAES_OAEP_SHA_256、RSAES_OAEP_SHA_、RSAES_PKCS1_V1_5) したときに指定した、同じ
ラップアルゴリズムを使用します。

例: OpenSSL でキーマテリアルを暗号化する
次の例は、OpenSSLを使用して 256 ビット対称暗号化キーを生成し、このキーマテリアルを暗号化して
KMS キーにインポートする方法を示します。
中国リージョンでは、128 ビット対称暗号化キーを生成します。

Important
この例では、概念実証デモのみです。本稼働システムの場合、より安全な方法 (商用 HSM または
キー管理システムなど) を使用して、キーマテリアルを生成し、保存します。
RSAES_OAEP_SHA_1 暗号化アルゴリズムは、この例に最適です。この例を実行する前に、 ス
テップ 2 (p. 398) でラップアルゴリズムに RSAES_OAEP_SHA_1 を使用したことを確認しま
す。必要な場合には、ステップを繰り返してパブリックキーとトークンをダウンロードします。

バイナリキーマテリアルを生成し、AWS KMS へのインポート用に暗号化するために OpenSSL
を使用するには
1.

次のコマンドを使用して、256 ビット対称キーを生成し、PlaintextKeyMaterial.bin という名
前のファイルに保存します。
(中国リージョンのみ) 128 ビットの対称キーを生成するには、次のコマンドの 32 を 16 に変更しま
す。
$ openssl rand -out PlaintextKeyMaterial.bin 32

2.

次のコマンドを使用して、ダウンロードしたパブリックキー (p. 398)でキーマテリアルを暗号化し
て、「EncryptedKeyMaterial.bin」という名前のファイルに保存します。PublicKey.bin を、
パブリックキーを含むファイル名に置き換えます。コンソールから公開キーをダウンロードした場
合、このファイル名は wrappingKey_KMS key_key_ID_timestamp (wrappingKey_f44c4e20f83c-48f4-adc6-a1ef38829760_0809092909 など) になります。
$ openssl pkeyutl \
-in PlaintextKeyMaterial.bin \
-out EncryptedKeyMaterial.bin \
-inkey PublicKey.bin \
-keyform DER -pubin \
-encrypt \
-pkeyopt rsa_padding_mode:oaep \
-pkeyopt rsa_oaep_md:sha1

ステップ 4: キーマテリアルのインポート (p. 403) に進みます。
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キーマテリアルのインポート ステップ 4: キーマテリ
アルのインポート
キーマテリアルを暗号化する (p. 402)と、キーマテリアルをインポートして AWS KMS key で使用で
きます。キーマテリアルをインポートするには、ステップ 3: キーマテリアルを暗号化する (p. 402)
から暗号化されたキーマテリアルと、ステップ 2: パブリックキーおよびインポートトークンのダウン
ロード (p. 398) でダウンロードしたインポートトークンをアップロードします。パブリックキーとイ
ンポートトークンをダウンロード (p. 398)したときに指定したものと同じ KMS キーに、キーマテリア
ルをインポートする必要があります。キーマテリアルがインポートされると、KMS キーのキーステータ
ス (p. 153)が Enabled に変化し、暗号化オペレーションで KMS キーを使用できるようになります。
キーマテリアルをインポートする場合、オプションでキーマテリアルが有効期限切れになる日付を設定
できます。キーマテリアルが有効期限切れになると、AWS KMS はキーマテリアルを削除し、KMS キー
は使用不可能になります。暗号化オペレーションで KMS キーを使用するには、同じキーマテリアルを
再インポートする必要があります。キーマテリアルをインポートした後は、現在のインポートの有効期
限を設定、変更、またはキャンセルできません。これらの値を変更するには、同じキーマテリアルを削
除 (p. 405)または再インポート (p. 394)する必要があります。
キーマテリアルをインポートするには、AWS KMS コンソールまたは ImportKeyMaterial API を使用しま
す。HTTP リクエストを作成することにより、または AWS SDKs、AWS Command Line Interface または
AWS Tools for PowerShell を使用することにより、直接 API を使用できます。
キーマテリアルをインポートすると、ImportKeyMaterial (p. 115) エントリが AWS CloudTrail ログに追加
され、ImportKeyMaterial オペレーションを記録します。CloudTrail エントリは、AWS KMS コンソー
ルまたは AWS KMS API のどちらを使用する場合でも同じです。

キーマテリアルのインポート (コンソール)
AWS Management Console を使用して、キーマテリアルをインポートできます。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

[ラップキーとインポートトークンのダウンロード] ページが表示されている場合は、「Step 8」に進
みます。
AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。
AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
ナビゲーションペインで、[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。
公開キーとインポートトークンをダウンロードした KMS キーの、キー ID またはエイリアスを選択し
ます。
[ 暗号構成 ] タブを選択し、その値を表示します。タブは、KMS キーの詳細ページの一般設定セク
ションにあります。
[Symmetric] (対称) の [Key type] (キータイプ) および EXTERNAL の [Origin] (オリジン) で、キーマテ
リアルのみを KMS キーにインポートできます。インポートされたキーマテリアルで KMS キーを作成
する方法の詳細については、AWS KMS キーにキーマテリアルをインポートする (p. 390) を参照し
てください。
[ キー素材 ] タブを選択し、[ キー素材をアップロード] を選択します。
キーマテリアルタブは、キータイプが対称で、オリジンの値が EXTERNAL の KMS キーに対してのみ
表示されます。

8.

[Encrypted key material and import token (暗号化されたキーマテリアルとインポートトークン)] セク
ションの [Wrapped key material (ラップされたキーマテリアル)] で、[ファイルの選択] を選択します。
次に、ラップされた (暗号化された) キーマテリアルを含むファイルをアップロードします。

9.

[Encrypted key material and import token (暗号化されたキーマテリアルとインポートトークン)] セク
ションの [インポートトークン] で、[ファイルの選択] を選択します。ダウンロード (p. 399)したイン
ポートトークンを含むファイルをアップロードします。
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10. [有効期限オプション] セクションで、キーマテリアルの有効期限が切れているかどうかを判断しま
す。有効期限の日時を設定するには、[キーマテリアルの有効期限] を選択し、カレンダーを使用して
日付と時刻を選択します。現在の日付から 365 日後を上限として、日付を指定できます。
11. [完了] または [キーマテリアルのアップロード] を選択します。

キーマテリアルをインポートする (AWS KMS API)
キーマテリアルをインポートするには、ImportKeyMaterial オペレーションを使用します。次の例では
AWS CLI を使用しますが、サポートされているすべてのプログラミング言語を使用できます。
この例を使用するには:
1. 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab を、公開キーとインポートトークンをダウンロー
ドしたときに指定した KMS キーのキー ID と置き換えます。KMS キーを識別するには、そのキー
ID (p. 16) またはキー ARN (p. 16) を使用します。このオペレーションにエイリアス名 (p. 17)やエイリ
アス ARN (p. 16) を使用することはできません。
2. EncryptedKeyMaterial.bin を、暗号化されたキーマテリアルを含むファイル名に置き換えます。
3. ImportToken.bin を、インポートトークンを含むファイル名に置き換えます。
4. インポートしたキーマテリアルを有効期限切れにする場合は、expiration-model パラメータの値を
デフォルトの KEY_MATERIAL_EXPIRES に変更するか、expiration-model パラメータを省略しま
す。次に valid-to パラメータの値を、キーマテリアルを有効期限切れにする日時に置き換えます。リ
クエストの時点から 365 日後までの日時を設定できます。
$ aws kms import-key-material --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--encrypted-key-material fileb://EncryptedKeyMaterial.bin \
--import-token fileb://ImportToken.bin \
--expiration-model KEY_MATERIAL_EXPIRES \
--valid-to 2022-09-17T12:00:00-08:00

インポートしたキーマテリアルを有効期限切れにしたくない場合は、expiration-model パラメータ
を KEY_MATERIAL_DOES_NOT_EXPIRE に設定し、コマンドの valid-to パラメータを省略します。
$ aws kms import-key-material --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab \
--encrypted-key-material fileb://EncryptedKeyMaterial.bin \
--import-token fileb://ImportToken.bin \
--expiration-model KEY_MATERIAL_DOES_NOT_EXPIRE

インポートされたキーマテリアルの有効期限を確認す
る CloudWatch アラームを作成する
KMS キーのインポートされたキーマテリアルの有効期限が近づいたときに通知する CloudWatch アラーム
を作成できます。例えば、有効期限が 30 日未満になるとアラームが通知します。
キーマテリアルを KMS キーにインポート (p. 390)すると、キーマテリアルの有効期限の日時を任意で
指定することができます。キーマテリアルが有効期限切れになると、AWS KMS はキーマテリアルを削
除し、KMS キーは使用不可能になります。KMS キーを再度使用するには、キーマテリアルを再インポー
ト (p. 394)する必要があります。ただし、有効期限が切れる前にキーマテリアルを再インポートすると、
その KMS キーを使用するプロセスが中断されるのを防ぐことができます。
このアラームは、インポートされたキーマテリアルの有効期限が切れた KMS キーを AWS KMS が
CloudWatch に公開する SecondsUntilKeyMaterialExpires メトリクス (p. 138)を使用します。各
アラームはこのメトリクスを使用して、特定の KMS キーのインポートされたキーマテリアルを監視し
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ます。キーマテリアルの有効期限が近づいているすべての KMS キーに対して単一のアラームを作成した
り、将来作成する可能性のある KMS キーに対してアラームを作成したりすることはできません。
要件
インポートされたキーマテリアルの有効期限を監視する CloudWatch アラームには、次のリソースが必要
です。
• 有効期限が切れる、インポートされたキーマテリアルを含む KMS キー。ヘルプについては、「イン
ポートされたキーマテリアルを持つKMS キーを識別する方法 (p. 394)」を参照してください。
• Amazon SNS トピック 詳細については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」の「Amazon SNS ト
ピックの作成」を参照してください。
アラームの作成
「静的しきい値に基づいて CloudWatch アラームを作成する」の指示に従ってください。他のフィールド
については、デフォルト値を受け入れ、必要に応じて名前を指定します。
フィールド

値

メトリクスの選択

[KMS] を選択し、次に [キーごとのメトリクス] を選択します。
KMS キーと SecondsUntilKeyMaterialExpires メトリクスを含む行を選択し
ます。次に [Select metric] (メトリクスの選択) を選択します。
メトリクスリストには、インポートされたキーマテリアルが有効期限切れになって
いる KMS キーの SecondsUntilKeyMaterialExpires メトリクスのみが表示さ
れます。アカウントとリージョンにこれらのプロパティを持つ KMS キーがない場
合、このリストは空になります。

[Statistic] (統計)

最小

[Period] (期間)

1分

しきい値タイプ

[Static] (静的)

Whenever ...

######が 1 より大きい場合は必ず

インポートされたキーマテリアルの削除
インポートされたキーマテリアルは、KMS キーからいつでも削除できます。また、有効期限のあるイン
ポートされたキーマテリアルが期限切れになると、AWS KMS はキーマテリアルを削除します。どちらの
場合も、AWS KMS はキーマテリアルをただちに削除します。KMS キーのキーステータス (p. 153)がイン
ポートの保留中に変わり、KMS キーは、暗号化オペレーションで使用することはできません。
ただし、これらのアクションでは KMS キーは削除されません。KMS キーを再度使用するには、KMS キー
に同じキーマテリアルを再インポートする (p. 394)必要があります。一方、KMS キーの削除は破棄でき
ません。キーの削除をスケジュール (p. 144)し、有効期限切れまでの必要な待機期間が終了すると、AWS
KMS はキーマテリアルと KMS キーに関連付けられたすべてのメタデータを削除します。
キーマテリアルを削除するには、AWS Management Console または AWS KMS API を使用できま
す。HTTP リクエストを直接行うか、AWS SDK、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、AWS Tools
for PowerShell を使用することで、API を使用できます。
インポートされたキーマテリアルを削除した場合、および AWS KMS が 有効期限切れのキーマテリアルを
削除した (p. 101)場合、AWS KMS は AWS CloudTrail ログにエントリを記録します。
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トピック
• キーマテリアルの削除が、AWS KMS と統合された AWS のサービスに与える影響 (p. 406)
• キー資料の削除 (コンソール) (p. 406)
• キーマテリアルを削除する (AWS KMS API) (p. 407)

キーマテリアルの削除が、AWS KMS と統合された AWS のサー
ビスに与える影響
キーマテリアルを削除すると、KMS キーは直ちに使用不可能になります。ただし、AWS サービスが使用
しているデータキー (p. 7)は、すぐには影響を受けません。つまり、キーマテリアルの削除は、KMS キー
の下で保護されているデータおよび AWS リソースすべてに、すぐには影響を与えない可能性があります
が、最終的には影響を与えます。
AWS KMS と統合された複数の AWS サービスがデータを保護しています。Amazon EBS および Amazon
Redshift などの一部のサービスでは、AWS KMS でAWS KMS key (p. 3) (KMS キー) を使用してデータ
キー (p. 7)を生成し、そのデータキーを使用してデータを暗号化します。これらのプレーンテキストデータ
キーは、保護対象のデータが使用されている限り、メモリ内に残ります。
例えば、次のシナリオが考えられます。
1. 暗号化された EBS ボリュームを作成し、インポートされたキーマテリアルを使用して KMS キーを指
定します。Amazon EBS は、KMS キーを使用してボリュームの暗号化されたデータキーを生成するよ
う、AWS KMS に要求します。Amazon EBS は、暗号化されたデータキーをボリュームとともに保存し
ます。
2. EBS ボリュームを EC2 インスタンスにアタッチすると、Amazon EC2 は AWS KMS に、KMS キーを
使用して EBS ボリュームの暗号化されたデータキーを復号するよう要求します。Amazon EC2 は、プ
レーンテキストのデータキーをハイパーバイザーメモリに保存し、それを使用して EBS ボリュームへ
のディスク I/O を暗号化します。データキーは、EBS ボリュームが EC2 インスタンスにアタッチされ
る限り、メモリ内で維持されます。
3. インポートされたキーマテリアルを KMS キーから削除すると、KMS キーを使用できなくなります。こ
れによって EC2 インスタンスまたは EBS ボリュームにただちに影響が出ることはありません。その理
由は、Amazon EC2 が KMS キーではなくプレーンテキストのデータキーを使用して、ボリュームがイ
ンスタンスにアタッチされている間、すべてのディスク I/O を暗号化しているためです。
4. ただし、暗号化された EBS ボリュームが EC2 インスタンスからデタッチされると、Amazon EBS はプ
レーンテキストのキーをメモリから削除します。次回、暗号化された EBS ボリュームが EC2 インスタ
ンスにアタッチされると、アタッチメントは失敗します。これは、Amazon EBS は KMS キーを使用し
てボリュームの暗号化されたデータキーを復号できないためです。EBS ボリュームを再度使用するに
は、KMS キーに同じキーマテリアルを再インポートする必要があります。

キー資料の削除 (コンソール)
AWS Management Console を使用して、キーマテリアルを削除できます。
1.
2.
3.
4.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。
AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
ナビゲーションペインで、[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) を選択します。
次のいずれかを実行します。
• インポートされたキーマテリアルを使用して、KMS キーのチェックボックスをオンにします。
[キーのアクション]、[キーマテリアルの削除] を選択します。
• インポートされたキーマテリアルを使用して、KMS キーのエイリアスまたはキー ID を選択しま
す。[ キーマテリアル ] タブを選択し、[ キーマテリアルを削除] を選択します。
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5.

キーマテリアルを削除することを確認してから、[キーマテリアルの削除] を選択します。KMS キーの
ステータスに対応するそのキーステータス (p. 153)は、インポート保留中に変わります。

キーマテリアルを削除する (AWS KMS API)
AWS KMS API を使用して、キーマテリアルを削除するには、DeleteImportedKeyMaterial リクエストを送
信します。次の例では、AWS CLI を使用してこのオペレーションを行う方法を示します。
1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab を、削除する予定のキーマテリアルを持つ KMS キーの
キー ID と置き換えます。KMS キーのキー ID または ARN を使用できますが、このオペレーションにエイ
リアスを使用することはできません。
$ aws kms delete-imported-key-material --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

カスタムキーストア
AWS KMS は、AWS CloudHSM クラスターでバックアップされたカスタムキーストア (p. 409)をサポー
トします。カスタムキーストアで AWS KMS key (p. 3) を作成すると、AWS KMS は所有し管理する AWS
CloudHSM クラスターで、KMS キーの抽出不可能なキーマテリアルを生成して保存します。カスタムキー
ストアで KMS キーを使用する際、暗号化オペレーション (p. 434)はクラスター内の HSM で実行されま
す。この機能により、AWS KMS の利便性および広範囲な統合と、AWS アカウント の AWS CloudHSM
クラスターの追加コントロールが結合されます。
AWS KMS は、フルコンソールと API サポートを提供して、カスタムキーストアを作成、使用、および管
理します。任意の KMS キーを使用するのと同じ方法で、カスタムキーストア内の KMS キーを使用できま
す。例えば、KMS キーを使用して、データキーの生成やデータの暗号化を実行できます。カスタマーマ
ネージドキーをサポートする AWS のサービスを使用して、カスタムキーストアで KMS キーを使用するこ
ともできます。
カスタムキーストアは必要ですか?
FIPS 140-2 検証済み暗号化モジュールによって保護されているデフォルトの AWS KMS キーストアは、ほ
とんどのユーザーのセキュリティ要件を満たします。メンテナンス責任や追加サービスへの依存の強化は
必要ありません。
ただし、組織に次のいずれかの要件がある場合、カスタムキーストアの作成を検討してください。
• キーマテリアルは共有環境に保存できません。
• キーマテリアルは、補助的な、独立した監査パスの対象とする必要があります。
• キーマテリアルを生成して保存する HSM は、FIPS 140-2 レベル 3 で認定を受ける必要があります。
カスタムキーストアはどのように機能しますか?
各カスタムキーストアは、AWS アカウント の AWS CloudHSM クラスターに関連付けられます。カスタ
ムキーストアをそのクラスターに接続すると、AWS KMS が、接続をサポートするためにネットワークイ
ンフラストラクチャを作成します。次に、クラスター内の専用 crypto user (p. 410) の認証情報を使用し
て、キー AWS CloudHSM のクライアントにログインします。
AWS KMS でカスタムキーストアを作成して管理し、AWS CloudHSM で HSM クラスターを作成して管理
します。AWS KMS カスタムキーストアで AWS KMS keys を作成する際は、AWS KMS で KMS キーを表
示して管理します。ただし、クラスターの他のキーに実行するのと同じように、AWS CloudHSM でキー
マテリアルを表示して管理することもできます。
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カスタムキーストアで、AWS KMS が生成したキーマテリアルを持つ対称暗号化 KMS キーを作
成 (p. 429)することができます。同じ方法を使用して、AWS KMS キーストアの KMS キーに使用するカ
スタムキーストアで、KMS キーを表示して管理することができます。IAM ポリシーとキーポリシーを使
用してアクセスを制御したり、タグやエイリアスを作成したり、KMS キーを有効および無効にしたり、
キーの削除をスケジューリングルしたりできます。KMS キーを暗号化オペレーション (p. 434)で使用し
たり、AWS KMS と統合された AWS のサービスで使用したりできます。
さらに、HSM の作成や削除やバックアップの管理など、AWS CloudHSM クラスターを完全制御できま
す。AWS CloudHSM クライアントおよびサポートされているソフトウェアライブラリを使用して、KMS
キーのキーマテリアルを表示、監査、管理できます。カスタムキーストアが切断されている間、AWS
KMS はカスタムキーストアにアクセスできません。また、ユーザーはカスタムキーストアで、暗号化オペ
レーションに KMS キーを使用することができません。こうした制御の強化により、カスタムキーストア
がそれを必要とする組織のための強力なソリューションとなります。
開始方法
カスタムキーストアを作成および管理するには、AWS KMS と AWS CloudHSM の機能を使用します。
1. AWS CloudHSM で開始します。アクティブな AWS CloudHSM クラスターを作成するか、既存のクラ
スターを選択します。クラスターには、少なくとも 2 つの異なるアベイラビリティーゾーンのアクティ
ブな HSM が必要です。次に、AWS KMS のクラスターで専用 crypto user (CU) アカウント (p. 410)を
作成します。
2. AWS KMS で、選択した AWS CloudHSM クラスターに関連付けられたカスタムキーストアを作成しま
す (p. 414)。AWS KMS はカスタムキーストアの作成、表示、編集、削除を可能にする完全な管理イ
ンターフェイス (p. 418)を提供します。
3. カスタムキーストアを使用する準備ができると、その関連付けられた AWS CloudHSM クラス
ター (p. 422)に接続されます。AWS KMS が、接続をサポートするのに必要なネットワークインフラ
ストラクチャを作成します。次に、専用 crypto user アカウント認証情報を使用してクラスターへのロ
グインが行われ、クラスターでキーマテリアルを生成して管理できるようになります。
4. これで、カスタムキーストアで対称暗号化 KMS キーを作成 (p. 429)できるようになりました。カスタ
ムキーストアを指定するだけで、KMS キーを作成できます。
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どの時点で問題が発生しても、「カスタムキーストアのトラブルシューティング (p. 439)」トピックでヘ
ルプを見つけることができます。回答が見つからない場合は、このガイドの各ページの下部にあるフィー
ドバックリンクを使用するか、または AWS Key Management Service ディスカッションフォーラムに質問
を投稿してください。
クォータ
AWS アカウント またはリージョンでは、カスタムキーストアの数に対するリソースクォータはありませ
ん。ただし、各 AWS アカウント およびリージョンの AWS CloudHSM クラスターの数に関するクォー
タ、およびカスタムキーストアでの KMS キーの使用に (p. 471)関する AWS KMS クォータなどの AWS
CloudHSM クォータはあります。
リージョン
AWS KMS は、AWS KMS と AWS CloudHSM の両方が使用可能なすべての AWS リージョン でカス
タムキーストアをサポートします。各サービスをサポートする AWS リージョン のリストについて
は、Amazon Web Services 全般のリファレンスの AWS Key Management Service エンドポイントと
クォータおよび AWS CloudHSM エンドポイントとクォータを参照してください。
サポートされていない機能
AWS KMS はカスタムキーストアで次の機能をサポートしていません。
• 非対称 KMS キー (p. 324)
• 非対称データキーペア (p. 9)
• HMAC KMS キー (p. 342)
• インポートされたキーマテリアルを持つ KMS キー (p. 390)
• 自動キーローテーション (p. 79)
• マルチリージョンキー (p. 349)
トピック
• カスタムキーストアとは (p. 409)
• カスタムキーストアへのアクセスのコントロール (p. 411)
• カスタムキーストアの作成 (p. 414)
• カスタムキーストアの管理 (p. 418)
• カスタムキーストアで KMS キーを管理する (p. 428)
• カスタムキーストアのトラブルシューティング (p. 439)

カスタムキーストアとは
このトピックでは、AWS KMS カスタムキーストアで使用される概念の一部について説明します。
トピック
• AWS KMS カスタムキーストア (p. 409)
• AWS CloudHSM クラスター (p. 410)
• kmsuser Crypto User (p. 410)
• カスタムキーストアの KMS キー (p. 411)

AWS KMS カスタムキーストア
キーストア は、暗号化キーを保存するための安全な場所です。AWS KMS のデフォルトのキーストアは、
保存しているキーを生成および管理するためのメソッドもサポートしています。デフォルトでは、AWS
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KMS で作成する AWS KMS key は、FIPS 140-2 で検証済み暗号化モジュールのハードウェアセキュリ
ティモジュール (HSM) によって生成され保護されます。KMS キーは、モジュールを暗号化されたままに
しません。
ただし、HSM をさらに制御する必要がある場合は、所有し、管理する AWS CloudHSM クラスターの
FIPS 140-2 レベル 3 HSM によってバックアップされるカスタムキーストアを作成できます。
カスタムキーストアは、AWS CloudHSM クラスターに関連付けられた AWS KMS リソースです。カスタ
ムキーストアで KMS キーを作成すると、AWS KMS は関連する AWS CloudHSM クラスターに、256 ビッ
トの永続的でエクスポート不可能な Advanced Encryption Standard (AES) 対称キーを生成します。この
キーマテリアルは、HSM を非暗号化のままにしません。カスタムキーストアで KMS キーを使用する際、
暗号化オペレーションはクラスター内の HSM で実行されます。
カスタムキーストアは、AWS KMS の便利で包括的なキー管理インターフェイスと、AWS アカウント の
AWS CloudHSM クラスターによって提供される追加コントロールを組み合わせます。この統合された機
能により、クラスター、HSM、バックアップの管理など、キーマテリアルを保存する HSM を完全に制
御しながら、AWS KMS で KMS キーを作成、管理、使用することができます。AWS KMS コンソールと
API を使用して、カスタムキーストアとその KMS キーを管理できます。関連するクラスターを管理するに
は、AWS CloudHSM コンソール、API、クライアントソフトウェア、および関連するソフトウェアライブ
ラリを使用することもできます。
カスタムキーストアの表示と管理 (p. 418)、プロパティの編集 (p. 420)、関連付けられた AWS
CloudHSM クラスターの接続と切断 (p. 422)を行うことができます。カスタムキーストアを削除す
る (p. 427)必要がある場合は、削除をスケジュールし、猶予期間終了まで待機して、カスタムキーストア
内の KMS キーを削除する必要があります。カスタムキーストアを削除すると、リソースが AWS KMS か
ら削除されますが、AWS CloudHSM クラスターには影響しません。

AWS CloudHSM クラスター
すべての AWS KMS カスタムキーストアは、1 つの AWS CloudHSM クラスターに関連付けられていま
す。カスタムキーストアに AWS KMS key を作成すると、AWS KMS が関連付けられたクラスターでキー
マテリアルを作成します。カスタムキーストアで KMS キーを使用すると、関連付けられたクラスターで
暗号化オペレーションが実行されます。
各 AWS CloudHSM クラスターは、1 つのカスタムキーストアにのみ関連付けることができます。選択し
たクラスターを別のキーストアに関連付けたり、関連するクラスターとバックアップ履歴を共有すること
はできません。クラスターは初期化され、アクティブで、AWS KMS カスタムキーストアと同じ AWS ア
カウント およびリージョンに存在する必要があります。新しいクラスターを作成したり、既存のクラス
ターを使用したりすることができます。AWS KMS はクラスターの排他的使用を必要としません。カスタ
ムキーストアに KMS キーを作成するには、関連付けられたクラスターに 2 つ以上のアクティブな HSM が
含まれている必要があります。他のすべてのオペレーションでは、1 つの HSM しか必要ありません。
カスタムキーストアを作成するときにクラスターを指定しますが、変更することはできません。ただし、
バックアップ履歴を共有するクラスターは、元のクラスターに置き換えることができます。これにより、
必要に応じてクラスターを削除し、バックアップの 1 つから作成したクラスターに置き換えることが
できます。関連する AWS CloudHSM クラスターを完全に制御することにより、ユーザーとキーを管理
し、HSM を作成および削除して、バックアップを使用および管理できます。
カスタムキーストアを使用する準備ができたら、関連する AWS CloudHSM クラスターに接続します。い
つでもカスタムキーストアを接続および切断 (p. 422)できます。カスタムキーストアが接続されている
場合は、その KMS キーを作成して使用できます。接続が切断されると、カスタムキーストアとその KMS
キーを表示および管理できます。ただし、暗号化オペレーションのカスタムキーストアで、新しい KMS
キーを作成、使用することはできません。

kmsuser Crypto User
関連する AWS CloudHSM クラスターのキーマテリアルを作成および管理するために、AWS KMS は専用
の AWS CloudHSM crypto user (CU) をkmsuser という名前のクラスターに追加します。kmsuser CU
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は、クラスター内のすべての HSM に自動的に同期された標準の CU アカウントで、クラスターバッグに
保存されます。
カスタムキーストアを作成する前に、cloudhsm_mgmt_util で createUser コマンドを使用して、AWS
CloudHSM クラスターの kmsuser CU アカウントを作成します (p. 414)。次に、カスタムキーストアを
作成すると (p. 414)、kmsuser アカウントのパスワードが AWS KMS に提供されます。カスタムキース
トアを接続すると (p. 422)、AWS KMS が kmsuser CU としてクラスターにログインし、パスワードを
ローテーションします。AWS KMS は kmsuser パスワードを暗号化して安全に保存します。パスワード
がローテーションされる際、新しいパスワードは同じ方法で暗号化されて保存されます。
カスタムキーストアが接続されている限り、AWS KMS は kmsuser としてログインしたままです。この
CU アカウントは他の目的では使用しないでください。ただし、kmsuser CU アカウントの最終的な制御
は保持されます。kmsuser が所有するキーのキーハンドルは、いつでも検索する (p. 438)ことができま
す。必要に応じて、カスタムキーストアの切断 (p. 422)、kmsuser パスワードの変更、kmsuser でクラ
スターへログイン (p. 446)、および kmsuser が所有するキーの表示と管理が行えます。
kmsuser CU アカウントの作成手順については、「kmsuser Crypto User を作成する (p. 414)」を参照
してください。

カスタムキーストアの KMS キー
AWS Management Console または AWS KMS API を使用して、カスタムキーストアで AWS KMS
keys (p. 3) を作成できます。KMS キーで使用するのと同じ方法を使用します。唯一の違いは、カスタム
キーストアを識別し、キーマテリアルのオリジンが AWS CloudHSM クラスターであることを指定する必
要があることです。
カスタムキーストアに KMS キーを作成する (p. 429)場合、AWS KMS は AWS KMS で KMS キーを作
成し、関連付けられたクラスターに、256 ビットの永続的でエクスポート不可能な Advanced Encryption
Standard (AES) 対称キーマテリアルを生成します。暗号化オペレーションで AWS KMS キーを使用する
と、オペレーションは、クラスターベースの AES キーを使用して、AWS CloudHSM クラスターで実行さ
れます。AWS CloudHSM は異なるタイプの対称キーと非対称キーをサポートしていますが、AWS KMS
カスタムキーストアは AES 対称暗号化キーのみをサポートします。
AWS KMS コンソールのカスタムキーストアで KMS キーを表示し、コンソールオプションを使用して、
カスタムキーストア ID を表示できます。また、DescribeKey オペレーションを使用して、カスタムキース
トア ID と AWS CloudHSM クラスター ID を見つけることもできます。
カスタムキーストアの KMS キーは、AWS KMS の KMS キーと同じように動作します。認可されたユー
ザーは、KMS キーの使用と管理のために同じアクセス許可が必要です。同じコンソールの手順と API オペ
レーションを使用して、カスタムキーストアで KMS キーを表示および管理します。これには、KMS キー
の有効化と無効化、タグとエイリアスの作成と使用、IAM ポリシーとキーポリシーの設定と変更が含ま
れます。カスタムキーストアの KMS キーは暗号化オペレーションに使用でき、それをカスタマーマネー
ジドキーの使用をサポートする統合された AWS サービス (p. 475)に使用できます。ただし、自動キー
ローテーション (p. 79)を有効化したり、カスタムキーストアの KMS キーにキーマテリアルをインポー
ト (p. 390)したりすることはできません。
カスタムキーストア内の KMS キーのスケジュール削除 (p. 439)にも同じプロセスを使用します。待
機期間が終了すると、AWS KMS は KMS から KMS キーを削除します。次に、関連付けられた AWS
CloudHSM クラスターから、KMS キーのキーマテリアルを可能な限り削除します。ただし、クラスターと
そのバックアップから、手動で孤立したキーマテリアルを削除する (p. 444)必要があります。

カスタムキーストアへのアクセスのコントロール
IAM ポリシーを使用して AWS KMS カスタムキーストアおよび AWS CloudHSM クラスターへのアクセス
を制御します。IAM ポリシーとキーポリシーを使用して、カスタムキーストアの AWS KMS keys へのア
クセスを制御できます。ユーザー、グループ、およびロールには、実行する可能性が高いタスクに必要な
アクセス許可のみを与えることをお勧めします。
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トピック
• カスタムキーストアマネージャーおよびユーザーの承認 (p. 412)
• AWS CloudHSM および Amazon EC2 リソースの管理を AWS KMS に認可する (p. 412)

カスタムキーストアマネージャーおよびユーザーの承認
カスタムキーストアを設計するときは、そのキーストアを使用および管理するプリンシパルに必要なアク
セス許可のみが付与されていることを確認してください。次のリストは、カスタムキーストアの管理者と
ユーザーに必要な最小限のアクセス許可を示しています。
• カスタムキーストアを作成および管理するプリンシパルは、カスタムキーストア API オペレーションを
使用するために次のアクセス許可を必要とします。
• cloudhsm:DescribeClusters
• kms:CreateCustomKeyStore
• kms:ConnectCustomKeyStore
• kms:DisconnectCustomKeyStore
• kms:UpdateCustomKeyStore
• kms:DeleteCustomKeyStore
• kms:DescribeCustomKeyStores
• iam:CreateServiceLinkedRole
• カスタムキーストアに関連付けられた AWS CloudHSM クラスターを作成し管理するプリンシパルに
は、AWS CloudHSM クラスターを作成し初期化するアクセス許可が必要です。これには、仮想プライ
ベートクラウドの作成または使用、サブネットの作成、Amazon EC2 インスタンスの作成権限が含まれ
ます。また、HSM の作成と削除、およびバックアップの管理が必要な場合もあります。必要なアクセス
許可のリストについては、AWS CloudHSM ユーザーガイドのユーザーアクセス許可を AWS CloudHSM
に必要なものに制限するを参照してください。
• カスタムキーストアで AWS KMS keys を作成および管理するプリンシパルには、AWS KMS で KMS
キーを作成および管理するプリンシパルと同じアクセス許可 (p. 25)が必要です。カスタム キーストアの
KMS キーのデフォルトキーポリシー (p. 168)は、AWS KMS の KMS キーのデフォルトキーポリシーと
同じです。タグとエイリアスを使用して KMS キーへのアクセスを制御する属性ベースのアクセスコン
トロール (p. 261)(ABAC) は、カスタムキーストアの KMS キーでも有効です。
• カスタムキーストアで暗号化オペレーションに KMS キーを使用するプリンシパルには、KMS キーで暗
号化オペレーション (p. 434) (KMS: Decryptなど) を実行するアクセス許可が必要です。 これらのア
クセス権限は、IAM またはキーポリシーで指定できます。ただし、カスタムキーストアで KMS キーを
使用するための追加のアクセス許可は必要ありません。

AWS CloudHSM および Amazon EC2 リソースの管理を AWS
KMS に認可する
カスタムキーストアをサポートするために、AWS KMS には AWS CloudHSM クラスター
に関する情報を取得するアクセス許可が必要です。また、カスタムキーストアを AWS
CloudHSM クラスターに接続するネットワークインフラストラクチャを作成するアクセス許
可が必要です。これらのアクセス許可を取得するために、AWS KMS は AWS アカウント で
AWSServiceRoleForKeyManagementServiceCustomKeyStores サービスリンクロールを作成しま
す。カスタムキーストアを作成するユーザーには、サービスにリンクされたロールの作成を許可する
iam:CreateServiceLinkedRole アクセス許可が必要です。
トピック
• AWS KMS サービスにリンクされたロールについて (p. 361)
• サービスにリンクされたロールの作成 (p. 413)
• サービスにリンクされたロールの説明を編集する (p. 413)
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• サービスにリンクされたロールを削除する (p. 413)

AWS KMS サービスにリンクされたロールについて
サービスリンクロールは、ユーザーの代わりに他の AWS サービスを呼び出す 1 つの AWS サービスアク
セス許可を付与する IAM ロールです。これは、複数の統合された AWS サービスの機能を、複雑な IAM ポ
リシーを作成したり維持したりせずに簡単に使用できるように設計されました。
カスタムキーストアの場合、AWS KMS は、
AWSKeyManagementServiceCustomKeyStoresServiceRolePolicy ポリシーで
AWSServiceRoleForKeyManagementServiceCustomKeyStores サービスリンクロールを作成します。この
ポリシーはロールに以下のアクセス許可を与えます。
• cloudhsm:DescribeClusters
• ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress
• ec2:CreateNetworkInterface
• ec2:CreateSecurityGroup
• ec2:DeleteSecurityGroup
• ec2:DescribeSecurityGroups
• ec2:RevokeSecurityGroupEgress
[AWSServiceRoleForKeyManagementServiceCustomKeyStores] サービスにリンクされたロールは
cks.kms.amazonaws.com のみを信頼するため、AWS KMS のみがこのサービスにリンクされたロール
を引き受けることができます。このロールは、AWS KMS が AWS CloudHSM クラスターを表示し、カス
タムキーストアをそれに関連付けられた AWS CloudHSM クラスターに接続するために必要なオペレー
ションに限定されています。AWS KMS に対して追加のアクセス許可は付与されません。たとえば、AWS
KMS に、AWS CloudHSM クラスター、HSM、またはバックアップを作成、管理、または削除するための
アクセス許可はありません。
リージョン
カスタムキーストア機能と同様に、AWSServiceRoleForKeyManagementServiceCustomKeyStores
は、AWS KMS および AWS CloudHSM が利用可能なすべての AWS リージョン でサポートされていま
す。各サービスをサポートする AWS リージョン のリストについては、Amazon Web Services 全般のリ
ファレンスの AWS Key Management Service エンドポイントとクォータおよび AWS CloudHSM エンドポ
イントとクォータを参照してください。
AWS のサービスでサービスリンクロールを使用する方法の詳細については、IAM ユーザーガイドのサービ
スリンクロールの使用を参照してください。

サービスにリンクされたロールの作成
カスタムキーストアの作成時にロールがまだ存在しない場合、AWS KMS は AWS アカウント で
AWSServiceRoleForKeyManagementServiceCustomKeyStores サービスリンクロールを自動的に作成しま
す。このサービスにリンクされたロールを直接作成または再作成することはできません。

サービスにリンクされたロールの説明を編集する
AWSServiceRoleForKeyManagementServiceServiceCustomKeyStor es サービスリンクロールでは、ロー
ル名またはポリシーステートメントを編集することはできませんが、ロールの説明を編集することはでき
ます。手順については、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。

サービスにリンクされたロールを削除する
AWS KMS は AWS アカウント から AWSServiceRoleForKeyManagementServiceCustomKeyStores サー
ビスリンクロールを削除しません。カスタムキーストアをすべて削除し (p. 426)、新しいキーストアを作
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成する予定がない場合は、このサービスリンクロールは必要ありません。アクティブなカスタムキースト
アがない限り、AWS KMS はこのロールを割り当てたり、そのアクセス許可を使用しません。ただし、現
時点では、 AWSServiceRoleForKeyManagementServiceCustomKeyStores サービスリンクロールを削除
する手順はありません。

カスタムキーストアの作成
アカウントに 1 つまたは複数のカスタムキーストア (p. 409)を作成できます。各カスタムキーストア
は、同じ AWS リージョン で 1 つの AWS CloudHSM クラスターに関連付けられます。カスタムキースト
アを作成する前に、前提条件を構成する (p. 414)必要があります。次に、カスタムキーストアを使用する
前に、そのキーストアを AWS CloudHSM クラスターに接続する (p. 422)必要があります。

Note
既存の接続解除されたカスタムキーストアと同じプロパティ値のすべてを使用してカスタムキー
ストアを作成しようとすると、AWS KMS は新しいカスタムキーストアを作成せず、例外のス
ロー、またはエラーの表示を行いません。AWS KMS はその代わりに、この重複は再試行の結果
である可能性が高いと認識し、既存のカスタムキーストアの ID を返します。

Tip
カスタムキーストアを直ちに接続する必要はありません。使用する準備ができるまで切断され
た状態にしておくことができます。ただし、正しく設定されていることを確認するために、接
続 (p. 422)して、接続ステータスを表示 (p. 418)してから、切断 (p. 422)するとよいかも知れ
ません。
トピック
• 前提条件を構成する (p. 414)
• カスタムキーストアを作成する (コンソール) (p. 416)
• カスタムキーストアを作成する (API) (p. 417)

前提条件を構成する
各 AWS KMS カスタムキーストアは AWS CloudHSM クラスターにサポートされています。カスタムキー
ストアを作成するには、別のキーストアに関連付けられていない、アクティブな AWS CloudHSM クラス
ターを指定する必要があります。AWS KMS がユーザーの代わりにキーを作成して管理できる、クラス
ターの HSM に専用 Crypto User (CU) を作成する必要もあります。
カスタムキーストアを作成する前に、次の手順を実行します。
AWS CloudHSM クラスターを選択する
すべてのカスタムキーストアは、厳密に 1 個の AWS CloudHSM クラスター (p. 410)に関連付けられ
ています。カスタムキーストアで AWS KMS keys (p. 3) を作成するとき、AWS KMS は AWS KMS で
ID や Amazon リソースネーム (ARN) などの KMS キーメタデータを作成します。その後で、関連付け
られたクラスターの HSM でキーマテリアルを作成します。新しい AWS CloudHSM クラスターを作
成するか、既存のものを使用できます。AWS KMS ではクラスターへの排他的アクセスが要求されま
せん。
選択した AWS CloudHSM クラスターは、完全にカスタムキーストアに関連付けられます。カスタム
キーストアを作成した後、関連付け済みのクラスターのクラスター ID を変更 (p. 420)することがで
きますが、指定したクラスターは元のクラスターとバックアップ履歴を共有する必要があります。無
関係のクラスターを使用するには、新しいカスタムキーストアを作成する必要があります。
選択した AWS CloudHSM クラスターには次の特性が必要です。
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• クラスターがアクティブである必要があります。
クラスターを作成して初期化し、プラットフォームに AWS CloudHSM クライアントソフトウェア
をインストールして、クラスターをアクティブ化する必要もあります。詳細な手順については、
「AWS CloudHSM ユーザーガイド」の「開始方法」のセクションを参照してください。
• クラスターは、AWS KMS カスタムキーストアと同じアカウントおよびリージョンに存在する必要
があります。あるリージョンのカスタムキーストアを別のリージョンのクラスターに関連付けるこ
とはできません。マルチリージョンの主要なインフラストラクチャを作成するには、各リージョン
にキーストアとクラスターを作成する必要があります。
• クラスターを同じアカウントおよびリージョン内の別のカスタムキーストアに関連付けることは
できません。アカウントおよびリージョン内のそれぞれのカスタムキーストアは、異なる AWS
CloudHSM クラスターに関連付けられている必要があります。カスタムキーストアに関連付け済
みのクラスターまたは関連付け済みのクラスターとバックアップ履歴を共有するクラスターを指
定することはできません。バックアップ履歴を共有するクラスターには同じクラスター証明書が
あります。クラスターのクラスター証明書を表示するには、AWS CloudHSM コンソールまたは
DescribeClusters オペレーションを使用します。
AWS CloudHSM クラスターを別のリージョンにバックアップする場合、そのクラスターは別のク
ラスターと見なされ、そのリージョン内のカスタムキーストアにバックアップを関連付けること
ができます。ただし、2 つのカスタムキーストアの KMS キーは、同じバッキングキーを持ってい
ても、相互運用できません。AWS KMS は、メタデータを暗号文にバインドし、暗号化した KMS
キーによってのみ復号できるようにします。
• クラスターは、リージョンの 2 つ以上のアベイラビリティーゾーンでプライベートサブネットを使
用して設定する必要があります。AWS CloudHSM はすべてのアベイラビリティーゾーンでサポー
トされていないため、リージョン内のすべてのアベイラビリティーゾーンでプライベートサブネッ
トを作成することをお勧めします。既存のクラスターのサブネットを再構成することはできません
が、クラスター構成の異なるサブネットを持つバックアップからクラスターを作成することはでき
ます。

Important
カスタムキーストアを作成した後は、AWS CloudHSM クラスター用に設定されたプライ
ベートサブネットを削除しないでください。AWS KMS がクラスター構成内ですべてのサ
ブネットを見つけることができない場合、カスタムキーストアへの接続 (p. 422) を試み
ると、SUBNET_NOT_FOUND 接続エラー状態で失敗します。詳細については、「接続障害
の修復方法 (p. 441)」を参照してください。
• クラスターのプライベートサブネットはそれぞれ、カスタムキーストアへの接続
するための使用可能な IP アドレスが 1 つ以上必要 (2 つが望ましい) です。クラス
ターに関連付けられているプライベートサブネットの IP アドレスが不足している場
合、INSUFFICIENT_FREE_ADDRESSES_IN_SUBNET (p. 441) 接続エラーコードを表示して接続
は失敗します。既存のサブネットには IP アドレスを追加できないため、アドレス領域を解放できな
い場合は、別のプライベートサブネットを持つバックアップからクラスターを作成する必要があり
ます。
• クラスターのセキュリティグループ (cloudhsm-cluster-<cluster-id>-sg) には、ポート
2223～2225 で TCP トラフィックを許可するインバウンドルールとアウトバウンドルールを含める
必要があります。インバウンドルールの Source とアウトバウンドルールの Destination は、セキュ
リティグループ ID と一致している必要があります。これらのルールは、クラスターの作成時にデ
フォルトで設定されます。変更または削除しないでください。
• クラスターは、異なるアベイラビリティーゾーンの少なくとも 2 つのアクティブな HSM を含む必
要があります。HSM の数を確認するには、AWS CloudHSM コンソールか DescribeClusters オペ
レーションを使用します。必要に応じて、HSM を追加できます。
信頼アンカー証明書を見つける
カスタムキーストアを作成する場合、AWS CloudHSM クラスターの信頼アンカー証明書を AWS
KMS にアップロードする必要があります。AWS KMS は、カスタムキーストアをクラスターに接続す
るために信頼アンカー証明書が必要です。
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すべてのアクティブな AWS CloudHSM クラスターには信頼アンカー証明書があります。クラスター
を初期化する際、この証明書を生成し、customerCA.crt ファイルに保存して、クラスターに接続
するホストにコピーしてください。
AWS KMS 用の kmsuser Crypto User を作成する
カスタムキーストアを管理するために、AWS KMS は選択したクラスターで kmsuser Crypto
User (p. 410) (CU) アカウントにログインします。カスタムキーストアを作成する前に kmsuser
CU を作成する必要があります。カスタムキーストアを作成するとき、AWS KMS に kmsuser のパス
ワードを指定します。AWS KMS は、カスタムキーストアを関連付け済みの AWS CloudHSM クラス
ターに接続するたびに kmsuser パスワードをローテーションします。

Important
kmsuser CU を作成するとき、2FA オプションを指定しないでください。指定すると、AWS
KMS はログインできず、カスタムキーストアはこの AWS CloudHSM クラスターに接続でき
ません。2FA を指定すると、元に戻すことはできません。代わりに、CU を削除して再作成
する必要があります。
kmsuser CU を作成するには、次の手順に従います。
1.

AWS CloudHSM ユーザーガイドの Prepare to run cloudhsm_mgmt_util のセクションの説明に
従って、cloudhsm_mgmt_util をスタートします。

2.

cloudhsm_mgmt_util で createUser コマンドを使用して、kmsuser という名前の CU を作成しま
す。パスワードは 7〜32 の英数字で構成する必要があります。大文字と小文字が区別され、特殊
文字を含めることはできません。
たとえば、次のコマンド例では、パスワードが kmsPswd の kmsuser CU を作成します。
aws-cloudhsm> createUser CU kmsuser kmsPswd

カスタムキーストアを作成する (コンソール)
AWS Management Console でカスタムキーストア (p. 409)を作成する際、ワークフローの一部として前
提条件 (p. 414)を追加および作成できます。ただし、プロセスは事前に構成しておくとより迅速になりま
す。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Custom key stores] (カスタムキーストア) を選択します。

4.

[Create key store] (キーストアの作成) を選択します。

5.

カスタムキーストアのわかりやすい名前を入力します。名前はアカウント内で一意である必要があり
ます。

6.

カスタムキーストアに AWS CloudHSM クラスター (p. 410)を選択します。または、新しい AWS
CloudHSM クラスターを作成するには、AWS CloudHSM クラスターの作成リンクを選択します。
クラスターは、カスタムキーストアとの関連付けの要件を満たす (p. 414)必要があります。メニュー
に、カスタムキーストアにまだ関連付けられていないアカウントおよびリージョンのカスタムキース
トアが表示されます。

7.

[Upload file] (ファイルのアップロード) を選択し、選択した AWS CloudHSM クラスターの
信頼アンカー証明書をアップロードします。これは、クラスターを初期化する際に作成した
customerCA.crt ファイルです。

8.

選択したクラスターで作成した kmsuser Crypto User (p. 410) (CU) のパスワードを入力します。

9.

[Create] (作成) を選択します。
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手順が正常に完了すると、新しいカスタムキーストアがアカウントとリージョンのカスタムキースト
アのリストに表示されます。正常に完了しなかった場合は、問題を説明し、修正方法を示すエラーメッ
セージが表示されます。さらにヘルプが必要な場合は、「カスタムキーストアのトラブルシューティン
グ (p. 439)」を参照してください。
既存の接続解除されたカスタムキーストアと同じプロパティ値のすべてを使用してカスタムキーストアを
作成しようとすると、AWS KMS は新しいカスタムキーストアを作成せず、例外のスロー、またはエラー
の表示を行いません。AWS KMS はその代わりに、この重複は再試行の結果である可能性が高いと認識
し、既存のカスタムキーストアの ID を返します。
次の手順: 新しいカスタムキーストアが自動的に接続されません。カスタムキーストアで AWS KMS
keys を作成する前に、カスタムキーストアを、関連付けられた AWS CloudHSM クラスターに接続す
る (p. 422)必要があります。

カスタムキーストアを作成する (API)
CreateCustomKeyStore オペレーションは、アカウントとリージョンの AWS CloudHSM クラスターに関
連付けられる新しいカスタムキーストア (p. 409)を作成します。これらの例では AWS Command Line
Interface (AWS CLI) を使用しますが、サポートされている任意のプログラミング言語を使用できます。
CreateCustomKeyStore オペレーションでは、次のパラメータ値が必要です。
• CustomKeystorename — アカウント内で一意のカスタムキーストアのフレンドリ名。
• CloudHsmClusterID — カスタムキーストアとの関連付けの要件を満たす (p. 414) クラスターのクラス
ター ID。
• KeyStorePassword — 指定したクラスター内の kmsuser CU アカウントのパスワード。
• TrustAnchorCertificate — クラスターを初期化した際に作成した customerCA.crt ファイルの内容。
次の例では、架空のクラスター ID を使用します。コマンドを実行する前に、有効なクラスター ID と置き
換えます。
$ aws kms create-custom-key-store
--custom-key-store-name ExampleKeyStore \
--cloud-hsm-cluster-id cluster-1a23b4cdefg \
--key-store-password kmsPswd \
--trust-anchor-certificate <certificate-goes-here>

AWS CLI を使用している場合、その内容ではなく、信頼アンカー証明書ファイルを指定できます。次の例
では、customerCA.crt ファイルはルートディレクトリにあります。
$ aws kms create-custom-key-store
--custom-key-store-name ExampleKeyStore \
--cloud-hsm-cluster-id cluster-1a23b4cdefg \
--key-store-password kmsPswd \
--trust-anchor-certificate file://customerCA.crt

オペレーションが正常に終了したら、次のレスポンス例に示すように、CreateCustomKeyStore はカス
タムキーストア ID を返します。
{
}

"CustomKeyStoreId": cks-1234567890abcdef0

オペレーションが失敗した場合は、例外で示されているエラーを修正して、もう一度試してください。そ
の他のヘルプについては、「カスタムキーストアのトラブルシューティング (p. 439)」を参照してくださ
い。
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既存の接続解除されたカスタムキーストアと同じプロパティ値のすべてを使用してカスタムキーストアを
作成しようとすると、AWS KMS は新しいカスタムキーストアを作成せず、例外のスロー、またはエラー
の表示を行いません。AWS KMS はその代わりに、この重複は再試行の結果である可能性が高いと認識
し、既存のカスタムキーストアの ID を返します。
次に、カスタムキーストアを使用するには、カスタムキーストアを AWS CloudHSM クラスターに接続し
ます (p. 422)。

カスタムキーストアの管理
AWS Management Console と AWS KMS API を使用して、カスタムキーストアを管理できます。たとえ
ば、カスタムキーストアを表示、そのプロパティを編集、関連付けられた AWS CloudHSM クラスターか
らカスタムキーストアに接続および切断、およびカスタムキーストアを削除できます。
トピック
• カスタムキーストアの表示 (p. 418)
• カスタムキーストア設定の編集 (p. 420)
• カスタムキーストアの接続および切断 (p. 422)
• カスタムキーストアの削除 (p. 426)

カスタムキーストアの表示
AWS Management Console または AWS KMS API を使用して、各アカウントおよびリージョンでカスタ
ムキーストアを表示できます。
カスタムキーストアでの KMS キーの表示については、カスタムキーストアで KMS キーを表示す
る (p. 433) を参照してください。カスタムキーストアでのすべての API オペレーションを記録する
AWS CloudTrail ログの表示方法については、「AWS KMS による AWS CloudTrail API 呼び出しのログ記
録 (p. 88)」を参照してください。
トピック
• カスタムキーストアを表示する (コンソール) (p. 418)
• カスタムキーストアを表示する (API) (p. 419)

カスタムキーストアを表示する (コンソール)
AWS Management Console でカスタムキーストアを表示する場合は、以下を確認できます。
• カスタムキーストア名
• 関連付け済み AWS CloudHSM クラスターの ID
• クラスター内の HSM の数
• 現在の接続ステータス
[Disconnected (切断)] の接続ステータスは、カスタムキーストアが新しく、接続されたことがないこと、
または意図的に AWS CloudHSM クラスターから切断された (p. 422)ことを示します。ただし、接続さ
れているカスタムキーストアで KMS キーの使用を試みると失敗する場合は、カスタムキーストアまたは
その AWS CloudHSM クラスターに問題がある可能性があります。ヘルプについては、「失敗した KMS
キーを修正するには (p. 440)」を参照してください。
指定されたアカウントとリージョンでカスタムキーストアを表示するには、以下の手順に従います。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。
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2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Custom key stores] (カスタムキーストア) を選択します。

表示をカスタマイズするには、[Create key store (キーストアを作成)] ボタンの下に表示される歯車アイコ
ンをクリックします。

カスタムキーストアを表示する (API)
カスタムキーストアを表示するには、 DescribeCustomKeyStor es オペレーションを使用します。デフォ
ルトでは、このオペレーションは、アカウントとリージョンのすべてのカスタムキーストアを返します。
ただし、CustomKeyStoreId または CustomKeyStoreName パラメータのどちらかを使用して (両方は
使用できません) 出力を特定のカスタムキーストアに制限できます。出力は、カスタムキーストア ID と名
前、関連付けられた AWS CloudHSM クラスターの ID、および接続状態で構成されます。接続状態はエ
ラーを示す場合、出力にエラーの理由を説明するエラーコードも含まれています。
このセクションの例では AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用しますが、サポートされている
任意のプログラミング言語を使用することができます。
たとえば、次のコマンドは、アカウントとリージョンのすべてのカスタムキーストアを返します。Limit
パラメータと Marker パラメータを使用して、出力のカスタムキーストアをページ分割できます。
$ aws kms describe-custom-key-stores

次のコマンド例では、CustomKeyStoreName パラメータを使用して ExampleKeyStore というフレン
ドリ名の唯一のカスタムキーストアを取得します。各コマンドで CustomKeyStoreName パラメータまた
は CustomKeyStoreId パラメータのどちらかを使用できますが、両方を使用することはできません。
次の出力例は、AWS CloudHSM クラスターに接続されているカスタムキーストアを表しま
す。ConnectionState 要素は、コンソールの Status フィールドに対応します。
$ aws kms describe-custom-key-stores --custom-key-store-name ExampleKeyStore
{
"CustomKeyStores": [
{
"CloudHsmClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"ConnectionState": "CONNECTED",
"CreationDate": "1.499288695918E9",
"CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
"CustomKeyStoreName": "ExampleKeyStore",
"TrustAnchorCertificate": "<certificate appears here>"
}
]
}

Disconnected の ConnectionState は、カスタムキーストアが接続されたことがないこと、または
意図的に AWS CloudHSM クラスターから切断された (p. 422)ことを示します。ただし、接続されてい
るカスタムキーストアで KMS キーの使用を試みると失敗する場合は、カスタムキーストアまたは AWS
CloudHSM クラスターに問題がある可能性があります。ヘルプについては、「失敗した KMS キーを修正
するには (p. 440)」を参照してください。
カスタムキーストアの ConnectionState が FAILED である場合、DescribeCustomKeyStores レス
ポンスには、エラーの理由を説明する ConnectionErrorCode 要素が含まれています。
たとえば、次の出力では、INVALID_CREDENTIALS 値は、kmsuser パスワードが無効であ
る (p. 443)ために、カスタムキーストアの接続に失敗したことを示しています。このエラーやその他の接
続エラーに関するヘルプについては、「」を参照してください カスタムキーストアのトラブルシューティ
ング (p. 439)。
$ aws kms describe-custom-key-stores --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0
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}

"CustomKeyStores": [
{
"CloudHsmClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"ConnectionErrorCode": "INVALID_CREDENTIALS",
"ConnectionState": "FAILED",
"CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
"CustomKeyStoreName": "ExampleKeyStore",
"CreationDate": "1.499288695918E9",
"TrustAnchorCertificate": "<certificate appears here>"
}
]

カスタムキーストア設定の編集
既存のカスタムキーストア (p. 409)の設定を変更することができます。カスタムキーストアは AWS
CloudHSM クラスターから切断されている必要があります。
カスタムキーストア設定を編集するには:
1. カスタムキーストアの AWS CloudHSM クラスターから、カスタムキーストアを切断しま
す (p. 422)。カスタムキーストアが切断されている間は、カスタムキーストアで AWS KMS
keys (p. 3) (KMS キー) を作成したり、暗号化オペレーション (p. 434)用に含められている KMS キー
を使用したりすることはできません。
2. 1 つ以上のカスタムキーストア設定を編集します。
3. カスタムキーストアを AWS CloudHSM クラスターに再接続します (p. 422)。
カスタムキーストアで次の設定を編集できます。
カスタムキーストアのわかりやすい名前。
新しい分かりやすい名前を入力します。新しい名前は AWS アカウント 内で一意である必要がありま
す。
関連付け済みの AWS CloudHSM クラスターのクラスター ID。
この値を編集して、関連する AWS CloudHSM クラスターを元のクラスターと置き換えます。この機
能を使用して、AWS CloudHSM クラスターが破損した場合、または削除された場合にカスタムキー
ストアを修復できます。
元のクラスターとバックアップ履歴を共有する AWS CloudHSM クラスターを指定して、異なるアベ
イラビリティーゾーンの 2 つのアクティブな HSM を含むカスタムキーストアとの関連付けの要件を
満たします (p. 414)。バックアップ履歴を共有するクラスターには同じクラスター証明書がありま
す。クラスターのクラスター証明書を表示するには、 DescribeClusters オペレーションを使用しま
す。編集機能を使用してカスタムキーストアを無関係な AWS CloudHSM クラスターと関連付けるこ
とはできません。
kmsuser 暗号化ユーザー (p. 410) (CU) の現在のパスワード。
AWS KMS クラスター内の kmsuser CU の現在のパスワードを AWS CloudHSM に伝えます。このア
クションでは、kmsuser クラスター内の AWS CloudHSM CU のパスワードは変更されません。
kmsuser クラスター内の AWS CloudHSM CU のパスワードを変更する場合は、この機能を使用し
て、AWS KMS に 新しい kmsuser のパスワードを指定します。それ以外の場合、AWS KMS はクラ
スターにログインできず、カスタムキーストアをクラスターに接続しようとするすべての試行は失敗
します。
トピック
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• カスタムキーストアを編集する (コンソール) (p. 421)
• カスタムキーストアを編集する (API) (p. 421)

カスタムキーストアを編集する (コンソール)
カスタムキーストアを編集すると、設定可能な任意の値を変更することができます。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Custom key stores (カスタムキーストア)] を選択します。

4.

編集するカスタムキーストアを選択します。

5.

[ステータス] 列の値が DISCONNECTED ではない場合、編集する前にカスタムキーストアを切断する
必要があります。[Key store actions (キーストアのアクション)] メニューで、[Disconnect custom key
store (カスタムキーストアの切断)] を選択します。

6.

[Key store actions (キーストアのアクション)] メニューで、[Edit custom key store (カスタムキースト
アの編集)] を選択します。

7.

次のいずれかのアクションを実行します。
• カスタムキーストアの新しいわかりやすい名前を入力します。
• 関連する AWS CloudHSM クラスターのクラスター ID を入力します。
• 関連付けられた kmsuser クラスターに AWS CloudHSM 暗号化ユーザーの現在のパスワードを入
力します。

8.

[Save] を選択します。
プロシージャが正常に完了すると、編集した設定を説明するメッセージが表示されます。正常に
行われなかった場合は、問題を説明し、修正方法を示すエラーメッセージが表示されます。さら
にヘルプが必要な場合は、「」を参照してください カスタムキーストアのトラブルシューティン
グ (p. 439)。

9.

カスタムキーストアを再接続します。 (p. 422)
カスタムキーストアを使用するには、編集後に再接続する必要があります。カスタムキーストアは
切断されたままにすることができます。ただし、切断されている間は、カスタムキーストアで KMS
キーを作成したり、暗号化オペレーション (p. 434)でカスタムキーストア内の KMS キーを使用した
りすることはできません。

カスタムキーストアを編集する (API)
カスタムキーストアのプロパティを変更するには、 UpdateCustomKeyStore オペレーションを使用しま
す。同じコマンドで、カスタムキーストアの複数のプロパティを変更できます。オペレーションが成功す
ると、AWS KMS は HTTP 200 レスポンスおよびプロパティなしの JSON オブジェクトを返します。
このセクションの例では AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用しますが、サポートされている
任意のプログラミング言語を使用することができます。
まず、DisconnectCustomKeyStore を使用して、カスタムキーストアを AWS KMS から切断しま
す (p. 422)。例のカスタムキーストア ID cks-1234567890abcdef0 を実際の ID に置き換えます。
$ aws kms disconnect-custom-key-store --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0

最初の例では、 UpdateCustomKeyStore を使用して、カスタムキーストアのフレンドリ名をに変更します
DevelopmentKeys。このコマンドでは、CustomKeyStoreId パラメータを使用してカスタムキースト
アを識別し、CustomKeyStoreName でカスタムキーストアの新しい名前を指定します。
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$ aws kms update-custom-key-store --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0 --new-customkey-store-name DevelopmentKeys

次の例では、クラスターに関連付けられているカスタムキーストアを同じクラスターの別のバックアップ
に保存します。このコマンドでは、CustomKeyStoreId パラメータを使用してカスタムキーストアを識
別し、CloudHsmClusterId パラメータで新しいクラスター ID を指定します。
$ aws kms update-custom-key-store --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0 --cloud-hsmcluster-id cluster-1a23b4cdefg

次の例では、AWS KMS に現在の kmsuser のパスワードは ExamplePassword であると伝えま
す。このコマンドでは、CustomKeyStoreId パラメータを使用してカスタムキーストアを識別
し、KeyStorePassword パラメータで現在のパスワードを指定します。
$ aws kms update-custom-key-store --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0 --key-storepassword ExamplePassword

最後のコマンドはカスタムキーストアを AWS KMS に再接続します。カスタムキーストアは切断された状
態のままにできますが、新しい KMS キーを作成したり、暗号化オペレーション (p. 434)で既存の KMS
キーを使用したりする前に接続する必要があります。カスタムキーストア ID 例を実際の ID と置き換えま
す。
$ aws kms connect-custom-key-store --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0

カスタムキーストアの接続および切断
新しいカスタムキーストアが接続されていません。カスタムキーストアで AWS KMS keys を作成して使用
する前に、関連付けられている AWS CloudHSM クラスターにカスタムキーストアを接続する必要があり
ます。カスタムキーストアはいつでも接続および切断でき、接続ステータスを表示できます (p. 418)。
カスタムキーストアを接続する必要はありません。カスタムキーストアを無期限に切断された状態のまま
にしておき、使用する必要がある場合にのみ接続できます。ただし、定期的に接続をテストして、接続が
正しく接続できることを確認するとよいでしょう。

Note
キーストアが一度も接続されていないか、明示的に切断された場合にのみ、カスタムキースト
アは DISCONNECTED ステータスになります。カスタムキーストアのステータスが CONNECTED
で、その使用に問題がある場合は、関連付けられた AWS CloudHSM クラスターがアクティブ
で、1 つ以上のアクティブな HSM を含んでいることを確認します。接続障害については、the
section called “カスタムキーストアのトラブルシューティング” (p. 439) を参照してください。
カスタムキーストアの接続
カスタムキーストアを接続すると、AWS KMS は関連付けられた AWS CloudHSM クラスターを検索し、
そのクラスターに接続して、kmsuser 暗号化ユーザー (p. 410) (CU) として AWS CloudHSM クライア
ントにログインし、その後 kmsuser パスワードをローテーションします。カスタムキーストアが接続さ
れている限り、AWS KMS は AWS CloudHSM クライアントにログインしたままになります。
接続を確立するために、AWS KMS は kms-<custom key store ID> という名前のセキュリティ
グループを、クラスターの仮想プライベートクラウド (VPC) で作成します。セキュリティグループに
は、クラスターセキュリティグループからのインバウンドトラフィックを許可する単一のルールがあり
ます。AWS KMS は、クラスターのプライベートサブネットの各アベイラビリティーゾーンに Elastic
Network Interface (ENI) を作成します。AWS KMS は kms-<cluster ID> セキュリティグループと
クラスターのセキュリティグループに ENI を追加します。各 ENI の説明は KMS managed ENI for
cluster <cluster-ID> です。
接続プロセスは、完了するまでに長い時間 (最長 20 分) がかかる場合があります。
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カスタムキーストアを接続する前に、要件を満たしているかどうかを確認します。
• 関連付け済みの AWS CloudHSM クラスターに少なくとも 1 つのアクティブな HSM が含まれている必
要があります。クラスター内の HSM の数を確認するには、AWS CloudHSM コンソールでクラスターを
表示するか DescribeClusters オペレーションを使用します。必要に応じて、 HSM を追加できます。
• クラスターには、kmsuser 暗号化ユーザー (p. 416) (CU) アカウントが必要ですが、カスタムキース
トアを接続すると、この CU はクラスターにログインできません。ログアウトのヘルプについては、
「ログアウトして再接続する方法 (p. 448)」を参照してください。
• カスタムキーストアの接続ステータスは、DISCONNECTING または FAILED にすることはできません。
コンソールで接続ステータスを表示する (p. 418)か DescribeCustomKeyStores オペレーションを使用
できます。接続ステータスが FAILED である場合、カスタムキーストアを切断してから接続します。
カスタムキーストアが接続されている場合、そこで KMS キーを作成し (p. 429)、暗号化オペレーショ
ン (p. 434)で既存の KMS キーを使用できます。
カスタムキーストアの切断
カスタムキーストアを切断すると、AWS KMS が AWS CloudHSM クライアントからログアウトし、関連
付け済みの AWS CloudHSM クラスターから切断して、接続をサポートするために作成したネットワーク
インフラストラクチャを削除します。
カスタムキーストアが切断されている間は、カスタムキーストアと AWS KMS keys (KMS キー) を
管理することはできますが、カスタムキーストアで KMS キーを作成または使用することはできませ
ん。PendingDeletion でない限り、キーストアのステータスは DISCONNECTED で、カスタムキースト
アの KMS キーのキーステータス (p. 153)は Unavailable です。カスタムキーストアはいつでも再接続す
ることができます。

Note
カスタムキーストアが切断されている間は、カスタムキーストアで KMS キーを作成したり、暗
号化オペレーションで既存の KMS キーを使用したりする試みはすべて失敗します。このオペ
レーションにより、ユーザーが機密データを保存したりアクセスしたりすることを防ぐことがで
きます。
キーストアの切断の影響をより正確に推定するには、カスタムキーストアで KMS キーを識
別 (p. 436)し、その過去の使用状況を特定 (p. 151)します。
カスタムキーストアは、次のような理由で切断する必要がある場合があります。
• パスワードをローテーションkmsuserする。AWS KMS は AWS CloudHSM クラスターに接続するたび
に kmsuser パスワードを変更します。パスワードローテーションを強制的に実行するには、切断して
再接続します。
• AWS CloudHSM クラスターで KMS キーのキーマテリアルを監査するには。カスタムキーストアを切断
すると、AWS KMS は AWS CloudHSM クライアントの kmsuser 暗号化ユーザー (p. 410)アカウント
からログアウトします。これにより、クラスターに kmsuser CU としてログインし、KMS キーのキー
マテリアルを監査および管理することができます。
• カスタムキーストアですべての KMS キーを直ちに無効にするには。AWS Management Console また
は DisableKey オペレーションを使用して、カスタムキーストアで KMS キーを無効化および再有効
化 (p. 78)できます。これらのオペレーションは迅速に完了しますが、一度に処理される KMS キーは 1
つです。切断すると、カスタムキーのすべての KMS キーのキーステータスが直ちに Unavailable に
変更され、暗号化オペレーションで使用できなくなります。
• 失敗した接続試行を修復するには。カスタムキーストアを接続する試行が失敗した場合 (カスタムキー
ストアの接続ステータスが FAILED)、再度接続を試みる前にカスタムキーストアを切断する必要があり
ます。
トピック
• カスタムキーストアを接続する (コンソール) (p. 424)
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• カスタムキーストアを接続する (API) (p. 424)
• カスタムキーストアを切断する (コンソール) (p. 425)
• カスタムキーストアを切断する (API) (p. 425)

カスタムキーストアを接続する (コンソール)
AWS Management Console でカスタムキーストアを接続するには、最初に [カスタムキーストア] ページ
からカスタムキーストアを選択します。この処理の完了には、最大 20 分かかることがあります。
1.
2.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。
AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Custom key stores (カスタムキーストア)] を選択します。

4.

接続するカスタムキーストアを選択します。

5.

カスタムキーストアのステータスが [FAILED] の場合、接続する前にカスタムキーストアを切断す
る (p. 425)必要があります。

6.

[Key store actions (キーストアのアクション)] メニューで、[Connect custom key store (カスタムキー
ストアの接続)] を選択します。

AWS KMS がカスタムキーストアを結合するプロセスを開始します。関連付け済みの AWS CloudHSM ク
ラスターを見つけ、必要なネットワークインフラストラクチャを構築し、そのインフラストラクチャに
接続し、AWS CloudHSM クラスターに kmsuser CU としてログインして、kmsuser パスワードをロー
テーションします。オペレーションが完了すると、接続状態が [CONNECTED] に変わります。
オペレーションが失敗すると、失敗の理由を説明するエラーメッセージが表示されます。再度接続を試み
る前に、カスタムキーストアの接続ステータス (p. 418)を表示します。[FAILED] である場合、再度接続
する 前にカスタムキーストアを切断 (p. 425)する必要があります。ヘルプが必要な場合は、「カスタム
キーストアのトラブルシューティング (p. 439)」を参照してください。
次の手順: カスタムキーストアで KMS キーを作成する (p. 429)。

カスタムキーストアを接続する (API)
切断されたカスタムキーストアを接続するには、ConnectCustomKeyStore オペレーションを使用します。
関連付け済みの AWS CloudHSM クラスターは、少なくとも 1 つのアクティブな HSM が含まれている必
要があり、接続状態を FAILED にすることはできません。
接続プロセスは、完了するまでに長い時間 (最長 20 分) かかります。すぐに失敗しない限り、オペレー
ションは HTTP 200 レスポンスとプロパティを含まない JSON オブジェクトを返します。ただし、この初
期レスポンスは接続に成功したことを示していません。カスタムキーストアの接続ステータスを確認する
には、DescribeCustomKeyStores オペレーションを使用します。
このセクションの例では AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用しますが、サポートされている
任意のプログラミング言語を使用することができます。
カスタムキーストアを識別するには、カスタムキーストア ID を使用します。ID はコンソールの [カスタ
ムキーストア] ページまたは DescribeCustomKeyStores オペレーションを使用して見つけることができま
す。この例を実行する前に、例の ID を有効な ID に置き換えます。
$ aws kms connect-custom-key-store --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0

カスタムキーストアが接続されていることを確認するには、DescribeCustomKeyStores オペレーショ
ンを使用します。デフォルトでは、このオペレーションは、アカウントとリージョンのすべてのカスタ
ムキーストアを返します。ただし、CustomKeyStoreId または CustomKeyStoreName パラメータ
のどちらかを使用して (両方は使用できません) レスポンスを特定のカスタムキーストアに制限できま
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す。ConnectionState の CONNECTED 値は、カスタムキーストアがその AWS CloudHSM クラスターに
接続されていることを示します。
$ aws kms describe-custom-key-stores --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0
{
"CustomKeyStores": [
"CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
"CustomKeyStoreName": "ExampleKeyStore",
"CloudHsmClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"TrustAnchorCertificate": "<certificate string appears here>",
"CreationDate": "1.499288695918E9",
"ConnectionState": "CONNECTED"
],
}

ConnectionState 値が [FAILED] の場合、ConnectionErrorCode 要素が失敗の原因を示します。この
場合は、AWS KMS が、クラスター ID AWS CloudHSM のアカウントで cluster-1a23b4cdefg クラス
ターを見つけることができませんでした。クラスターを削除した場合、元のクラスターのバックアップか
ら復元することができ、その後でカスタムキーストアのクラスター ID を編集 (p. 420)できます。
$ aws kms describe-custom-key-stores --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0
{
"CustomKeyStores": [
"CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
"CustomKeyStoreName": "ExampleKeyStore",
"CloudHsmClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"TrustAnchorCertificate": "<certificate string appears here>",
"CreationDate": "1.499288695918E9",
"ConnectionState": "FAILED"
"ConnectionErrorCode": "CLUSTER_NOT_FOUND"
],
}

次の手順: カスタムキーストアで KMS キーを作成する (p. 429)。

カスタムキーストアを切断する (コンソール)
AWS Management Console でカスタムキーストアを切断するには、最初に [カスタムキーストア] ページ
からカスタムキーストアを選択します。
1.
2.
3.
4.
5.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。
AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。
ナビゲーションペインで、[Custom key stores (カスタムキーストア)] を選択します。
切断するカスタムキーストアを選択します。
[Key store actions (キーストアのアクション)] メニューで、[Disconnect custom key store (カスタム
キーストアの切断)] を選択します。

オペレーションが完了すると、接続状態が [DISCONNECTING] から [DISCONNECTED] に変わります。
オペレーションが失敗した場合は、問題を説明し、修正方法を示すエラーメッセージが表示されます。
さらにヘルプが必要な場合は、「」を参照してください カスタムキーストアのトラブルシューティン
グ (p. 439)。

カスタムキーストアを切断する (API)
接続しているカスタムキーストアを切断するには、DisconnectCustomKeyStore オペレーションを使用し
ます。オペレーションが成功すると、AWS KMS は HTTP 200 レスポンスおよびプロパティなしの JSON
オブジェクトを返します。
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このセクションの例では AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用しますが、サポートされている
任意のプログラミング言語を使用することができます。
この例では、カスタムキーストアを切断します。この例を実行する前に、例の ID を有効な ID に置き換え
ます。
$ aws kms disconnect-custom-key-store --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0

カスタムキーストアが切断されていることを確認するには、DescribeCustomKeyStores オペレーショ
ンを使用します。デフォルトでは、このオペレーションは、アカウントとリージョンのすべてのカスタ
ムキーストアを返します。ただし、CustomKeyStoreId または CustomKeyStoreName パラメータ
のどちらかを使用して (両方は使用できません) レスポンスを特定のカスタムキーストアに制限できま
す。ConnectionState の DISCONNECTED 値は、カスタムキーストアが AWS CloudHSM クラスターか
ら切断されていることを示します。
$ aws kms describe-custom-key-stores --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0
{
"CustomKeyStores": [
"CloudHsmClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"ConnectionState": "DISCONNECTED",
"CreationDate": "1.499288695918E9",
"CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
"CustomKeyStoreName": "ExampleKeyStore",
"TrustAnchorCertificate": "<certificate string appears here>"
],
}

カスタムキーストアの削除
カスタムキーストアを削除すると、AWS KMS は AWS CloudHSM クラスターとの関連付けを含め、カ
スタムキーストアに関するすべてのメタデータを KMS から削除します。このオペレーションは、AWS
CloudHSM クラスター、その HSM、またはそのユーザーには影響しません。指定されたクラスターに関連
付けられた新しいカスタムキーストアを作成することはできますが、削除オペレーションを元に戻すこと
はできません。
AWS KMS から切断され、AWS KMS keys が含まれていないカスタムキーストアのみを削除できます。カ
スタムキーストアを削除する前に、次の手順を実行します。
• いずれの暗号化オペレーション (p. 434)でも、キーストア内で KMS キーを一切使用する必要がないこ
とを確認します。次に、キーストアからのすべての KMS キーの削除をスケジュール (p. 439)します。
カスタムキーストアで KMS キーを検索する方法については、カスタムキーストアで KMS キーを検索す
る (p. 436) を参照してください。
• すべての KMS キーが削除されたことを確認します。カスタムキーストアで KMS キーを表示するに
は、カスタムキーストアで KMS キーを表示する (p. 433) を参照してください。
• AWS KMS からカスタムキーストアを切断します (p. 422)。
カスタムキーストアを削除する代わりに、関連付けられた AWS CloudHSM クラスターから切断す
る (p. 422)ことを検討します。カスタムキーストアが切断されている間、カスタムキーストアとその
AWS KMS keys を管理できます。ただし、カスタムキーストアで KMS キーを作成または使用することは
できません。カスタムキーストアはいつでも再接続することができます。
AWS アカウント のすべてのリージョンからすべてのカスタムキーストアを削除していて、今後作成
する予定がない場合は、AWS KMS がカスタムキーストアで使用するサービスリンクロールを削除す
る (p. 412)必要があります。
トピック
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• カスタムキーストアを削除する (コンソール) (p. 427)
• カスタムキーストアを削除する (API) (p. 427)

カスタムキーストアを削除する (コンソール)
AWS Management Console でカスタムキーストアを削除するには、最初に カスタムキーストア ページか
らカスタムキーストアを選択します。
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Custom key stores (カスタムキーストア)] を選択します。

4.

削除するカスタムキーストアを表す行を見つけます。カスタムキーストアのステータスが
[DISCONNECTED] ではない場合は、カスタムキーストアを削除する前にカスタムキーストアを切断
する (p. 422)必要があります。

5.

[Key store actions (キーストアのアクション)] メニューで、[Delete custom key store (カスタムキース
トアの削除)] を選択します。

オペレーションが完了すると、成功メッセージが表示され、カスタムキーストアリストにカスタムキース
トアが表示されなくなります。オペレーションが正常に行われなかった場合、問題を説明し、修正方法を
示すエラーメッセージが表示されます。さらにヘルプが必要な場合は、「」を参照してください カスタム
キーストアのトラブルシューティング (p. 439)。

カスタムキーストアを削除する (API)
カスタムキーストアを削除するには、Del eteCustomKeyStore オペレーションを使用します。オペレー
ションが成功すると、AWS KMS は HTTP 200 レスポンスおよびプロパティなしの JSON オブジェクトを
返します。
まず、カスタムキーストアに AWS KMS keys が含まれていないことを確認します。KMS キーが含まれて
いるカスタムキーストアを削除することはできません。最初のコマンド例では、ListKeys と DescribeKey
を使用して、cks-1234567890abcdef0 の架空のキーストア ID でカスタムキーストア内の AWS
KMS keys を検索します。この場合、コマンドは KMS キーを返しません。KMS キーが存在する場合
は、ScheduleKeyDeletion オペレーションを使用して、各 KMS キーの削除をスケジュールします。
Bash
for key in $(aws kms list-keys --query 'Keys[*].KeyId' --output text) ;
do aws kms describe-key --key-id $key |
grep '"CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0"' --context 100; done

PowerShell
PS C:\> (Get-KMSKeyList).KeyArn | foreach {Get-KMSKey -KeyId $_} | where
CustomKeyStoreId -eq 'cks-1234567890abcdef0'

次に、カスタムキーストアを切断します。このコマンド例では、を使用して、DisconnectCustomKeyStore
オペレーションを使用してカスタムキーストアをその AWS CloudHSM クラスターから切断します。この
コマンドを実行する前に、例のカスタムキーストア ID を有効な ID に置き換えます。
Bash
$ aws kms disconnect-custom-key-store --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0
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PowerShell
PS C:\> Disconnect-KMSCustomKeyStore -CustomKeyStoreId cks-1234567890abcdef0

カスタムキーストアが切断された後、 DeleteCustomKeyStore オペレーションを使用して、カスタムキー
ストア を削除できます。
Bash
$ aws kms delete-custom-key-store --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0

PowerShell
PS C:\> Remove-KMSCustomKeyStore -CustomKeyStoreId cks-1234567890abcdef0

カスタムキーストアで KMS キーを管理する
カスタムキーストアで AWS KMS keys を作成、表示、管理、使用し、削除をスケジュールできます。使用
する手順は、AWS KMS で KMS キーを使用する手順とよく似ています。唯一の違いは、KMS キーの作成
時にカスタムキーストアを指定することです。次に、AWS KMS はカスタムキーストアに関連付けられて
いる AWS CloudHSM クラスター内の KMS キーに対して、抽出不可能なキーマテリアルを作成します。
カスタムキーストアで KMS キーを使用する際、暗号化オペレーション (p. 434)はクラスター内の HSM
で実行されます。

Note
AWS KMS カスタムキーストアは、対称暗号化 KMS キーのみをサポートします。カスタムキー
ストアで HMAC KMS キー、非対称 KMS キー、または非対称データキーペアを作成することはで
きません。
カスタムキーストア内の KMS キーにキーマテリアルをインポート (p. 390)することはできませ
ん。AWS KMS は、KMS キーのキーマテリアルを AWS CloudHSM クラスター内に生成します。
このセクションで説明する手順に加えて、カスタムキーストアでは KMS キーを使用して次のことを実行
できます。
• キーポリシー、IAM ポリシー、権限を使用して、KMS キーへのアクセスを認可 (p. 160)します。
• KMS キーにタグ (p. 68)を割り当てて、KMS キーを参照するエイリアス (p. 542)を作成します。
• 暗号化、復号、再暗号化、データキーの生成などの暗号化オペレーション (p. 14)には KMS キーを使用
します。
• AWS KMS を統合し、カスタマーマネージドキーをサポートする AWS サービス (p. 475)で KMS キー
を使用します。
• AWS CloudTrail ログ (p. 88)と Amazon CloudWatch モニタリングツール (p. 86)での KMS キーの使用状
況を追跡します。
ただし、カスタムキーストア内の KMS キーにキーマテリアルをインポートすることはできません。
トピック
• カスタムキーストアで KMS キーを作成する (p. 429)
• カスタムキーストアで KMS キーを表示する (p. 433)
• カスタムキーストアで KMS キーを使用する (p. 434)
• KMS キーとキーマテリアルを検索する (p. 435)
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• カスタムキーストアからの KMS キーの削除をスケジュールする (p. 439)

カスタムキーストアで KMS キーを作成する
カスタムキーストアの作成後、キーストアで AWS KMS keys (p. 3) を作成することができます。これら
は、AWS KMS が生成するキーマテリアルを持つ対称暗号化 KMS キー (p. 6)である必要があります。カス
タムキーストアで非対称 KMS キー (p. 325)、HMAC KMS キー (p. 342)、またはインポートされたキー
マテリアル (p. 390)を持つ KMS キーを作成することはできません。カスタムキーストア内の対称暗号化
KMS キーを使用して、非対称データキーペアを生成することもできません。
AWS KMS で任意の KMS キーを使用および管理するのと同じ方法で、カスタムキーストア内の KMS キー
を使用および管理します。例えば、次のいずれかを実行できます。
• 暗号化オペレーション (p. 14)で KMS キーを使用します。
• KMS キーに IAM ポリシーとキーポリシーを設定します。
• エイリアスの作成は KMS キーに関連付けられます。
• KMS キーにタグをアタッチします。
• KMS キーを有効および無効にします。
• KMS キーの削除をスケジュールします。
カスタムキーストアで KMS キーを作成するには、カスタムキーストアが関連する AWS CloudHSM
クラスターに接続 (p. 422)され、2 つ以上のアクティブな HSM が異なるアベイラビリティーゾーン
に含まれている必要があります。接続ステータスと HSM の数を確認するには、AWS Management
Console でカスタムキーストアページ (p. 418)を表示します。API オペレーションを使用する場合は、
DescribeCustomKey Stores オペレーションを使用して、カスタムキーストアが接続されていることを確
認します。AWS CloudHSM DescribeClusters オペレーションを使用して、クラスター内のアクティブな
HSM の数とそのアベイラビリティーゾーンを取得します。
カスタムキーストアで KMS キーを作成すると、AWS KMS は AWS KMS で KMS キーを作成します。た
だし、関連付けられた AWS CloudHSM クラスターで KMS キーのキーマテリアルが作成されます。具体
的には、AWS KMS が作成した kmsuser CU (p. 414) としてクラスターにサインインします。次に、ク
ラスター内に永続的で抽出不可能な 256 ビットの Advanced Encryption Standard (AES) 対称キーが作成
され、AWS KMS がキーラベルの属性値を設定します。これはクラスター内で、KMS キーの Amazon リ
ソースネーム (ARN) にのみ表示されます。
コマンドが成功すると、新しいKMS キーのキーステータス (p. 153)は Enabled になり、そのオリジン
は AWS_CLOUDHSM になります。作成後に KMS キーのオリジンを変更することはできません。コンソー
ルでカスタムキーストア内の KMS キーを表示するか、DescribeKey オペレーションを使用すると、キー
ID、キーステータス、作成日などの典型的なプロパティを表示できます。カスタムキーストア ID と AWS
CloudHSM クラスター ID (オプション) を確認することもできます。詳細については、「カスタムキースト
アで KMS キーを表示する (p. 433)」を参照してください。
カスタムキーストアで KMS キーの作成を試みて失敗した場合は、エラーメッセージを使用して原因を特
定します。カスタムキーストアが接続されていない (CustomKeyStoreInvalidStateException)、ま
たは関連する AWS CloudHSM クラスターに、このオペレーションに必要な 2 つのアクティブな HSM が
ないこと (CloudHsmClusterInvalidConfigurationException) を示している可能性があります。
ヘルプについては、を参照してください カスタムキーストアのトラブルシューティング (p. 439)。
カスタムキーストアで KMS キーを作成するオペレーションの AWS CloudTrail ログの例については、
「CreateKey (p. 95)」を参照してください。
トピック
• カスタムキーストアで KMS キーを作成する (コンソール) (p. 430)
• カスタムキーストアで KMS キーを作成する (API) (p. 431)
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カスタムキーストアで KMS キーを作成する (コンソール)
以下の手順を実行して、カスタムキーストアで対称暗号化 KMS キーを作成します。
1.
2.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。
AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.
4.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。
[キーの作成] を選択します。

5.

[対称] を選択します。

6.

[Key usage] (キーの使用) では、[Encrypt and decrypt] (暗号化および復号化) オプションがすでに選択
されています。この設定は変更しないでください。

7.

[Advanced options (詳細オプション)] を選択します。

8.

[キーマテリアルのオリジン] に [Custom key store (CloudHSM) (カスタムキーストア (CloudHSM))] を
選択します。

9.

[Next] を選択します。

10. 新しい KMS キーのカスタムキーストアを選択します。新しいカスタムキーストアを作成するには、
[Create custom key store (カスタムキーストアの作成)] を選択します。
選択したカスタムキーストアは、[CONNECTED (接続)] のステータスが割り当てられている必要が
あります。関連付けられた AWS CloudHSM クラスターがアクティブで、異なるアベイラビリティー
ゾーンに少なくとも 2 つのアクティブな HSM が含まれている必要があります。
カスタムキーストアの接続に関するヘルプについては、「カスタムキーストアの接続および切
断 (p. 422)」を参照してください。HSM の追加については、AWS CloudHSM ユーザーガイドの
HSM の追加を参照してください。
11. [Next] を選択します。
12. KMS キーのエイリアスおよびオプションの説明を入力します。
13. (オプション)。[Add Tags] (タグの追加) ページで、KMS キーを識別または分類するタグを追加しま
す。
AWS リソースにタグを追加すると、使用量とコストがタグごとに集計されたコスト配分レポートが
AWS によって生成されます。タグは、KMS キーへのアクセスの制御にも使用できます。KMS キーの
タグ付けについては、キーのタグ付け (p. 68) および AWS KMS の ABAC (p. 261) を参照してくださ
い。
14. [Next] を選択します。
15. [Key administrators] (キー管理者) セクションで、KMS キーを管理できる IAM ユーザーとロールを選
択します。詳細については、キー管理者による KMS キー管理の許可 (p. 169)を参照してください。

Note
IAM ポリシーでは、KMS キーを使用するアクセス許可を他の IAM ユーザーおよびロールに
付与できます。
16. (オプション) これらのキー管理者がこの KMS キーを削除できないようにするには、ページの下部
にある [Allow key administrators to delete this key] (キー管理者がこのキーを削除できるようにする)
チェックボックスをオフにします。
17. [Next] を選択します。
18. [This account] (このアカウント) セクションで、KMS キーを暗号化オペレーション (p. 14)で使用でき
る、この AWS アカウント の IAM ユーザーとロールを選択します。詳細については、キーユーザーに
KMS キーの使用を許可する (p. 173)を参照してください。

Note
IAM ポリシーでは、KMS キーを使用するアクセス許可を他の IAM ユーザーおよびロールに
付与できます。
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19. (オプション) 他の AWS アカウント が暗号化オペレーションにこの KMS キーを使用できるようにし
ます。これを行うには、ページの下部にある [Other AWS アカウント] セクションで、[Add another
AWS アカウント] を選択し、外部アカウントの AWS アカウント ID を入力します。複数の外部アカウ
ントを追加するには、この手順を繰り返します。

Note
ユーザーが IAM ポリシーを作成して KMS キーにアクセスすることを、他の AWS アカウ
ント 管理者が許可する必要もあります。詳細については、「他のアカウントのユーザーに
KMS キーの使用を許可する (p. 267)」を参照してください。
20. [Next] を選択します。
21. 選択したキー設定を確認します。戻って、すべての設定を変更することもできます。
22. 終了したら、[Finish] (完了) を選択し、キーを作成します。
手順が成功すると、選択したカスタムキーストアに新しい KMS キーが表示されます。新しい KMS キーの
名前やエイリアスを選択すると、その詳細ページに KMS キー (CloudHSM) のオリジン、カスタムキース
トアの名前と ID、AWS CloudHSM クラスターの ID が表示されます。手順が失敗すると、失敗を説明する
エラーメッセージが表示されます。

Tip
カスタムキーストアで KMS キーをより簡単に識別できるようにするには、[Customer managed
keys (カスタマーマネージドキー)] ページで、[Custom key store ID (カスタムキーストア ID)] 列
を表示に追加します。右上隅にある歯車アイコンをクリックし、[Custom key store ID (カスタム
キーストア ID)] を選択します。

カスタムキーストアで KMS キーを作成する (API)
カスタムキーストアで新しい AWS KMS key (p. 3) (KMS キー) を作成するには、CreateKey オペ
レーションを使用します。CustomKeyStoreId パラメータを使用してカスタムキーストアを識別
し、AWS_CLOUDHSM の Origin 値を指定します。
また、キーポリシーを指定するために Policy パラメータが必要になる場合もあります。キーポリシー
(PutKeyPolicy) を変更したり、 説明 や タグ などのオプション要素をいつでも追加したりできます。
このセクションの例では AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用しますが、サポートされている
任意のプログラミング言語を使用することができます。
次の例では、 DescribeCustomKeyStores オペレーションの呼び出しから始めて、カスタムキーストアが、
関連付けられた AWS CloudHSM クラスターに接続されていることを確認します。デフォルトでは、この
オペレーションは、アカウントとリージョンのすべてのカスタムキーストアを返します。特定のカスタム
キーストアのみを記述するには、CustomKeyStoreId または CustomKeyStoreName パラメータ (一方
のみ) を使用します。
このコマンドを実行する前に、例のカスタムキーストア ID を有効な ID に置き換えます。
$ aws kms describe-custom-key-stores --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0
{
"CustomKeyStores": [
"CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
"CustomKeyStoreName": "ExampleKeyStore",
"CloudHsmClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"TrustAnchorCertificate": "<certificate string appears here>",
"CreationDate": "1.499288695918E9",
"ConnectionState": "CONNECTED"
],
}
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次のコマンド例では、DescribeClusters オペレーションを使用して、ExampleKeyStore
(cluster-1a23b4cdefg) に関連付けられている AWS CloudHSM クラスターに 2 つ以上のアクティブな HSM
があることを確認します。クラスターにある HSM が 2 つに満たない場合、CreateKey オペレーションは
失敗します。
$ aws cloudhsmv2 describe-clusters
{
"Clusters": [
{
"SubnetMapping": {
...
},
"CreateTimestamp": 1507133412.351,
"ClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"SecurityGroup": "sg-865af2fb",
"HsmType": "hsm1.medium",
"VpcId": "vpc-1a2b3c4d",
"BackupPolicy": "DEFAULT",
"Certificates": {
"ClusterCertificate": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\...\n-----END
CERTIFICATE-----\n"
},
"Hsms": [
{
"AvailabilityZone": "us-west-2a",
"EniIp": "10.0.1.11",
"ClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"EniId": "eni-ea8647e1",
"StateMessage": "HSM created.",
"SubnetId": "subnet-a6b10bd1",
"HsmId": "hsm-abcdefghijk",
"State": "ACTIVE"
},
{
"AvailabilityZone": "us-west-2b",
"EniIp": "10.0.0.2",
"ClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"EniId": "eni-ea8647e1",
"StateMessage": "HSM created.",
"SubnetId": "subnet-b6b10bd2",
"HsmId": "hsm-zyxwvutsrqp",
"State": "ACTIVE"
},
],
"State": "ACTIVE"
}
]
}

この例では、CreateKey オペレーションを使用して、カスタムキーストアで KMS キーを作成します。カ
スタムキーストアで KMS キーを作成するには、カスタムキーストア名の ID を指定し、AWS_CLOUDHSM
の Origin 値を指定する必要があります。
応答には、カスタムキーストアと AWS CloudHSM クラスターの ID が含まれています。
このコマンドを実行する前に、例のカスタムキーストア ID を有効な ID に置き換えます。
$ aws kms create-key --origin AWS_CLOUDHSM --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0
{
"KeyMetadata": {
"AWSAccountId": "111122223333",
"Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1.499288695918E9,
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}

}

"Description": "Example key",
"Enabled": true,
"MultiRegion": false,
"KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"KeyManager": "CUSTOMER",
"KeyState": "Enabled",
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"Origin": "AWS_CLOUDHSM"
"CloudHsmClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0"
"KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"EncryptionAlgorithms": [
"SYMMETRIC_DEFAULT"
]

カスタムキーストアで KMS キーを表示する
カスタムキーストアで AWS KMS keys を表示するには、AWS KMS カスタマーマネージドキー (p. 3) の表
示と同じ方法を使用します。基本については、「キーの表示 (p. 48)」を参照してください。KMS キーの
キーマテリアルとして機能する AWS CloudHSM クラスターでキーを識別するには、KMS キーとキーマテ
リアルを検索する (p. 435) を参照してください。カスタムキーストアでのすべての API オペレーション
を記録する AWS CloudTrail ログの表示方法については、「AWS KMS による AWS CloudTrail API 呼び出
しのログ記録 (p. 88)」を参照してください。
AWS Management Console では、カスタムキーストア内の KMS キーが、AWS アカウント およびリー
ジョンの他のすべてのカスタマーマネージドキーとともに表示されます。
ただし、次の値はカスタムキーストアの KMS キー固有の値です。
• KMS キーを保存するカスタムキーストアの名前と ID。
• キーマテリアルを含む、関連付けられた AWS CloudHSM クラスターのクラスター ID。
• API レスポンス内の Origin または CloudHSM の AWS Management Console の AWS_CLOUDHSM 値。
• キーストア (p. 153)の値は Unavailable である可能性があります。ステータスの解決については、を
参照してください 使用できない KMS キーを修正するには (p. 440)。
カスタムキーストアで KMS キーを表示するには (コンソール)
1.

AWS KMS コンソール (https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。

4.

右上で歯車アイコンを選択し、[カスタムキーストア ID] および [オリジン] を選択して、[確認] を選択
します。

5.

任意のカスタムキーストアで KMS キーを識別するには、AWS_CLOUDHSM の [Origin] (オリジン) 値
で KMS キーを探します。特定のカスタムキーストアで KMS キーを識別するには、[Custom key store
ID] (カスタムキーストア ID) 列の値を表示します。

6.

カスタムキーストアで、KMS キーのエイリアスまたはキー ID を選択します。
このページでは、Amazon リソースネーム (ARN)、キーポリシー、タグを含む、KMS キーに関する詳
細情報が表示されます。

7.

[ 暗号構成 ] タブを選択します。これらのタブは、[ 一般設定 ] セクションの下にあります。
このセクションには、KMS キーのカスタムキーストアとクラスターに関する情報が含まれます。
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カスタムキーストアで KMS キーを表示するには (API)
任意の KMS キーで使用するのと同じ AWS KMS API オペレーションを使用して、カスタムキースト
ア内の KMS キーを表示します。これには ListKeys、DescribeKey、GetKeyPolicy が含まれます。例え
ば、AWS CLI の次の describe-key オペレーションでは、カスタムキーストアの KMS キーの特別な
フィールドが表示されます。このようなコマンドを実行する前に、サンプル KMS キー ID を有効な値に置
き換えます。
$ aws kms describe-key --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
{

}

"KeyMetadata": {
"AWSAccountId": "111122223333",
"KeyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"Arn": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"CreationDate": 1537582718.431,
"Enabled": true,
"MultiRegion": false,
"KeyManager": "CUSTOMER",
"KeyState": "Enabled",
"KeyUsage": "ENCRYPT_DECRYPT",
"Origin": "AWS_CLOUDHSM",
"CloudHsmClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
"Description": "Key in custom key store"
"KeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"CustomerMasterKeySpec": "SYMMETRIC_DEFAULT",
"EncryptionAlgorithms": [
"SYMMETRIC_DEFAULT"
]
}

カスタムキーストアでの KMS キーの検索や、KMS キーのキーマテリアルとして機能する AWS
CloudHSM クラスターでキーを識別する方法については、KMS キーとキーマテリアルを検索す
る (p. 435) を参照してください。

カスタムキーストアで KMS キーを使用する
カスタムキーストアで対称暗号化 KMS キーを作成 (p. 429)したら、それを以下の暗号化オペレーション
で使用することができます。
• Encrypt
• Decrypt
• GenerateDataKey
• GenerateDataKeyWithoutPlaintext
• ReEncrypt
非対称データキーペアを生成するオペレーション (GenerateDataKeyPair および
GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext) は、カスタムキーストアでサポートされません。
リクエストで KMS キーを使用するときは、ID またはエイリアスで KMS キーを識別します。カスタム
キーストアまたは AWS CloudHSM クラスターを指定する必要はありません。レスポンスには、対称暗号
化 KMS キーについて返されるものと同じフィールドが含まれます。
ただし、カスタムキーストアで KMS キーを使用すると、暗号化オペレーションはカスタムキーストアに
関連付けられた AWS CloudHSM クラスター内だけで実行されます。オペレーションでは、選択した KMS
キーに関連付けられているクラスターのキーマテリアルが使用されます。
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これを可能にするには、次の条件が必要です。
• KMS キーのキーストア (p. 153)は Enabled である必要があります。キーステータスを検索するに
は、AWS Management Console (p. 433) の [Status] (ステータス) フィールド、または DescribeKey レ
スポンスの KeyState フィールドを使用します。
• カスタムキーストアは AWS CloudHSM クラスターに接続されている必要があります。AWS
Management Console (p. 418) のその [Status] (ステータス)、または DescribeCustomKeyStores の
ConnectionState のレスポンスは、CONNECTED である必要があります。
• カスタムキーストアに関連付けられている AWS CloudHSM クラスターには、少なくとも 1 つのアク
ティブな HSM が含まれている必要があります。クラスター内のアクティブな HSM の数を確認するに
は、AWS KMS コンソール (p. 418)、AWS CloudHSM コンソール、または DescribeClusters オペレー
ションを使用します。
• AWS CloudHSM クラスターには KMS キーのキーマテリアルを含める必要があります。キーマテリアル
がクラスターから削除された場合、または HSM がキーマテリアルを含まないバックアップから作成さ
れた場合、暗号化オペレーションは失敗します。
これらの条件が満たされていない場合、暗号化オペレーションは失敗し、AWS KMS は
KMSInvalidStateException 例外を返します。通常、カスタムキーストアを再接続する (p. 422)必要
があるだけです。その他のヘルプについては、「失敗した KMS キーを修正するには (p. 440)」を参照し
てください。
カスタムキーストアで KMS キーを使用する場合、各カスタムキーストア内の KMS キーは、暗号化オペ
レーションのリクエストで、1 秒あたりのクォータ (p. 471)を共有することに注意してください。クォー
タを超えた場合、AWS KMS は ThrottlingException を返します。カスタムキーストアに関連付けら
れている AWS CloudHSM クラスターが、カスタムキーストアに関連しないものを含む多数のコマンドを
処理している場合、低い割合で ThrottlingException が発生する可能性があります。すべてのリクエ
ストで ThrottlingException が表示される場合、リクエスト速度を下げ、再度コマンドを試してくだ
さい。カスタムキーストアでの暗号化オペレーションのリクエストクォータの詳細については、「カスタ
ムキーストアのクォータ (p. 471)」を参照してください。

KMS キーとキーマテリアルを検索する
カスタムキーストアを管理する場合は、各カスタムキーストア内の KMS キーを識別する必要がある場合
があります。例えば、次のタスクの一部を実行する必要がある場合があります。
• AWS CloudTrail ログで、カスタムキーストアの KMS キーを追跡します。
• カスタムキーストアの切断による KMS キーへの影響を予想します。
• カスタムキーストアを削除する前に、KMS キーの削除をスケジュールします。
また、KMS キーのキーマテリアルとして機能する AWS CloudHSM クラスター内のキーを特定してくだ
さい。AWS KMS は KMS キーとキーマテリアルを管理しますが、AWS CloudHSM クラスター、HSM と
バックアップ、HSM のキーの制御と管理に関する責任は引き続きユーザーが保持します。キーマテリアル
を監査したり、誤って削除されないようにしたり、KMS キーの削除後に HSM やクラスターバックアップ
から削除したりするために、キーを識別する必要がある場合があります。
カスタムキーストア内の KMS キーのすべてのキーマテリアルは、kmsuser 暗号化ユーザー (p. 410)
(CU) が所有します。AWS KMS は、KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) に対して、AWS
CloudHSM でのみ表示されるキーラベルの属性を設定します。
KMS キーとキーマテリアルを検索するには、次のいずれかの方法を使用します。
• カスタムキーストアで KMS キーを検索する (p. 436) — 1 つまたはすべてのカスタムキーストアの
KMS キーを識別する方法。
• カスタムキーストアのすべてのキーを検索する (p. 437) — カスタムキーストアで KMS キーのキーマ
テリアルとして機能するクラスターのすべてのキーを検索する方法。
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• KMS キーのキーを検索する (p. 438) — カスタムキーストアで特定の KMS キーのキーマテリアルとし
て機能するクラスターのキーを検索する方法。
• キーの KMS キーを検索する (p. 437) — クラスターで特定のキーの KMS キーを検索する方法。

カスタムキーストアで KMS キーを検索する
カスタムキーストアを管理する場合は、各カスタムキーストア内の KMS キーを識別する必要がある場合
があります。この情報を使用して、AWS CloudTrail ログで KMS キーオペレーションを追跡したり、カス
タムキーストアの切断による KMS キーへの影響を予想したり、カスタムキーストアを削除する前に KMS
キーの削除をスケジュールしたりすることができます。

カスタムキーストアで KMS キーを検索するには (コンソール)
特定のカスタムキーストアで KMS キーを検索するには、[Customer Managed Keys] (カスタマーマネー
ジドキー) ページで、[Custom Key Store Name] (カスタムキーストア名) フィールドまたは [Custom Key
Store ID] (カスタムキーストア ID) フィールドの値を表示します。任意のカスタムキーストアで KMS キー
を識別するには、CloudHSM の [Origin] (オリジン) 値で KMS キーを探します。オプションの列をディスプ
レイに追加するには、ページの右上隅にある歯車アイコンを選択します。

カスタムキーストアで KMS キーを検索するには (API)
カスタムキーストアで KMS キーを検索するには、ListKeys オペレーションおよび DescribeKey オペレー
ションを使用して、CustomKeyStoreId 値をフィルタリングします。例を実行する前に、架空のカスタ
ムキーストア ID の値を有効な値に置き換えます。
Bash
特定のカスタムキーストアで KMS キーを検索するには、アカウントとリージョンですべての KMS
キーを取得します。次に、カスタムキーストアの ID をフィルタリングします。
for key in $(aws kms list-keys --query 'Keys[*].KeyId' --output text) ;
do aws kms describe-key --key-id $key |
grep '"CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0"' --context 100; done

アカウントおよびリージョン内の任意のカスタムキーストアで KMS キーを取得するには、cks- で始
まる CustomKeyStoreId 値を検索します。
for key in $(aws kms list-keys --query 'Keys[*].KeyId' --output text) ;
do aws kms describe-key --key-id $key |
grep '"CustomKeyStoreId": "cks-"' --context 100; done

PowerShell
特定のカスタムキーストアで KMS キーを検索するには、Get-KMSKeyList Get-KMSkey コマンドレッ
トを使用して、アカウントとリージョンですべての KMS キーを取得します。次に、カスタムキース
トアの ID をフィルタリングします。
PS C:\> (Get-KMSKeyList).KeyArn | foreach {Get-KMSKey -KeyId $_} | where
CustomKeyStoreId -eq 'cks-1234567890abcdef0'

アカウントとリージョン内の任意のカスタムキーストアで KMS キーを取得するには、-like 比較演
算子を使用します。すべてのカスタムキーストア識別子は、cks- で始まります。
PS C:\> (Get-KMSKeyList).KeyArn | foreach {Get-KMSKey -KeyId $_} | where
CustomKeyStoreId -like 'cks*'
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カスタムキーストアのすべてのキーを検索する
カスタムキーストアのキーマテリアルとして機能する AWS CloudHSM クラスターで、キーを識別できま
す。これを行うには、cloudhsm_mgmt_util の FindAlKey s コマンドを使用して、 kmsuser 所有または共
有するすべてのキーのキーハンドルを検索します。kmsuser としてログインせず、AWS KMS の外部で
キーを作成していない限り、kmsuser が所有するすべてのキーが AWS KMS KMS キーのキーマテリアル
を表します。
クラスター内のすべての Crypto Officer は、カスタムキーストアを切断することなく、このコマンドを実
行できます。
1.

cloudhsm_mgmt_util を起動するには、「 cloudhsm_mgmt_util を実行するための準備 」トピックで説
明されている手順を使用します。

2.

暗号担当者 (CO) アカウントを使用してcloudhsm_mgmt_util にログインします。

3.

listUsers コマンドを使用して、 kmsuser 暗号ユーザのユーザ ID を検索します。
この例では、kmsuser にユーザー ID 3 があります。
aws-cloudhsm> listUsers
Users on server 0(10.0.0.1):
Number of users found:3
User Id
LoginFailureCnt
1
NO
2
NO
3
NO

4.

User Type
2FA
PCO

User Name

MofnPubKey

admin

NO

0

AU

app_user

NO

0

CU

kmsuser

NO

0

FindalKeys コマンドを使用して、 kmsuser 所有または共有するすべてのキーのキーハンドルを検索
します。ユーザー ID 例をクラスター内の kmsuser の実際のユーザー ID に置き換えます。
出力例では、クラスター内の両方の HSM で、kmsuser が、キーハンドルが 8、9、および 262162 の
キーを所有していることを示しています。
aws-cloudhsm> findAllKeys 3 0
Keys on server 0(10.0.0.1):
Number of keys found 3
number of keys matched from start index 0::6
8,9,262162
findAllKeys success on server 0(10.0.0.1)
Keys on server 1(10.0.0.2):
Number of keys found 6
number of keys matched from start index 0::6
8,9,262162
findAllKeys success on server 1(10.0.0.2)

キーの KMS キーを検索する
kmsuser がクラスター内で所有するキーのキーハンドルがわかっている場合は、キーラベルを使用して、
カスタムキーストアで関連する KMS キーを識別できます。
AWS KMS が KMS キーのキーマテリアルを AWS CloudHSM クラスターで作成すると、キーラ
ベルに KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) が書き込まれます。ラベル値を変更しない限
り、key_mgmt_util または cloudhsm_mgmt_util の getAttribute コマンドを使用して、キーを KMS キーに関
連付けることができます。
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この手順を実行するには、カスタムキーストアを一時的に切断して、kmsuser CU としてログインできる
ようにする必要があります。

Note
カスタムキーストアが切断されている間は、カスタムキーストアで KMS キーを作成したり、暗
号化オペレーションで既存の KMS キーを使用したりする試みはすべて失敗します。このオペ
レーションにより、ユーザーが機密データを保存したりアクセスしたりすることを防ぐことがで
きます。
1.

カスタムキーストアが切断されていない場合は切断し、切断してログインする方法 (p. 447) の説明
に従って、kmsuser として key_mgmt_util にログインします。

2.

key_mgmt_util または cloudhsm_mgmt_util で getAttribute コマンドを使用して、特定のキーハン
ドルのためのラベル属性 (OBJ_ATTR_LABEL、属性 3) を取得します。
例えば、このコマンドは、cloudhsm_mgmt_util で getAttribute を使用して、キーハンド
ルが 3 のキーのラベルの属性 (属性262162) を取得します。出力は、キー 262162 が ARN
arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
を使用して、KMS キーのキーマテリアルとして機能することを示します。このコマンドを実行する前
に、キーハンドル例を有効なキーハンドルに置き換えます。
キー属性のリストについては、listAttributes コマンドを使用するか、AWS CloudHSMユーザーガイ
ドのキー属性リファレンスを参照してください。
aws-cloudhsm> getAttribute 262162 3
Attribute Value on server 0(10.0.1.10):
OBJ_ATTR_LABEL
arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

3.

key_mgmt_util または cloudhsm_mgmt_util からログアウトし、「ログアウトして再接続する方
法 (p. 448)」の説明に従ってカスタムキーストアを再接続します。

KMS キーのキーを検索する
カスタムキーストア内で KMS キーの KMS キー ID を使用して、キーマテリアルとして機能するクラス
ターでキーを識別できます。その後、そのキーハンドルを使用して、AWS CloudHSM クライアントコマ
ンドでキーを識別できます。
AWS KMS が KMS キーのキーマテリアルを AWS CloudHSM クラスターで作成すると、キーラ
ベルに KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) が書き込まれます。ラベル値を変更しない限
り、key_mgmt_util の findKey コマンドを使用して、KMS キーのキーマテリアルのキーハンドルを取得で
きます。この手順を実行するには、カスタムキーストアを一時的に切断して、kmsuser CU としてログイ
ンできるようにする必要があります。

Note
カスタムキーストアが切断されている間は、カスタムキーストアで KMS キーを作成したり、暗
号化オペレーションで既存の KMS キーを使用したりする試みはすべて失敗します。このオペ
レーションにより、ユーザーが機密データを保存したりアクセスしたりすることを防ぐことがで
きます。
1.

カスタムキーストアを切断し、まだ切断されていない場合は、の説明に従って key_mgmt_util にログ
イン kmsuserします。 切断してログインする方法 (p. 447),

2.

key_mgmt_util の findKey コマンドを使用して、カスタムキーストア内で KMS キーの ARN に一致す
るラベルを持つキーを検索します。-l (「ラベル」の L は小文字) パラメータ値のサンプル KMS キー
ARN を、有効な KMS キー ARN と置き換えます。
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例えば、このコマンドでは、サンプル KMS キー ARN、arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab と一致するラベルを
持つキーを検索します。出力例は、キーハンドル 262162 のキーが、そのラベルに指定された KMS
キー ARN を持つことを示しています。他の key_mgmt_util コマンドで、このキーハンドルを使用でき
るようになりました。
Command: findKey -l arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab
Total number of keys present 1
number of keys matched from start index 0::1
262162
Cluster Error Status
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Cfm3FindKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS

3.

key_mgmt_util からログアウトし、の説明に従ってカスタムキーストアを再接続 ログアウトして再接
続する方法 (p. 448)します。

カスタムキーストアからの KMS キーの削除をスケジュールする
暗号化オペレーションに AWS KMS key を使用する必要がないことが確実な場合は、KMS キーの削除をス
ケジュールできます (p. 143)。AWS KMS からの KMS キーの削除をスケジュールするのと同じ手順を使用
します。さらに、カスタムキーストアが接続されている状態を維持します。その結果、待機期間が終了す
ると、AWS KMS によって、関連付けられた AWS CloudHSM クラスターから対応するキーマテリアルが
削除されます。

Warning
KMS キーの削除は、破壊的で潜在的に危険なオペレーションであり、これを実行すると KMS
キーで暗号化されたすべてのデータを回復できなくなります。KMS キーの削除をスケジュールす
る前に、KMS キーの過去の使用状況を確認し (p. 151)、削除保留中に誰かが KMS キーの使用を
試みたときにアラートを通知する Amazon CloudWatch アラームを作成します (p. 149)。可能な限
り、削除ではなくKMS キーを無効化 (p. 78)します。
カスタムキーストアからの KMS キーの削除をスケジュールすると、キーステータス (p. 153)が削除保留
中に変わります。KMS キーは、カスタムキーストアの切断 (p. 422)によって KMS キーが使用できなく
なった場合でも、待期期間中を通して削除保留中ステータスを維持します。これにより、待機期間中はい
つでも KMS キーの削除をキャンセルできます。
待機期間が終了すると、AWS KMS は AWS KMS から KMS キーを削除します。次に、AWS KMS では、
関連付けられた AWS CloudHSM クラスターからキーマテリアルを可能な限り削除します。キーストアが
AWS KMS から切断されるなど、AWS KMS でキーマテリアルを削除できない場合は、クラスターから手
動で孤立したキーマテリアルを削除 (p. 444)できます。
AWS KMS は、クラスターのバックアップからキーマテリアルを削除しません。AWS KMS から KMS
キーを削除し、AWS CloudHSM クラスターからそのキーマテリアルを削除した場合でも、バックアップ
から作成されたクラスターには、削除したキーマテリアルが含まれている可能性があります。キーマテリ
アルを完全に削除するには、KMS キーの作成日を表示 (p. 433)します。次に、キーのマテリアルを含む
可能性のある すべてのクラスタバックアップを削除します 。

カスタムキーストアのトラブルシューティング
カスタムキーストアは、有用で優れた復元力を持つように設計されています。ただし、カスタムキースト
アをオペレーション可能にするために修復する必要のあるエラー条件がいくつかあります。
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トピック
• 使用できない KMS キーを修正するには (p. 440)
• 失敗した KMS キーを修正するには (p. 440)
• 接続障害の修復方法 (p. 441)
• 暗号化オペレーションの失敗に対応するには (p. 443)
• 無効な kmsuser 認証情報の修正方法 (p. 443)
• 孤立したキーマテリアルを削除する方法 (p. 444)
• KMS キーの削除されたキーマテリアルを復旧するには (p. 445)
• kmsuser としてログインする方法 (p. 446)

使用できない KMS キーを修正するには
カスタムキーストアでの AWS KMS keys のキーステータス (p. 153)は通常 Enabled です。すべての KMS
キーと同様、カスタムキーストアで KMS キーを無効にするか、削除するようにスケジュールすると、
キーステータスが変更されます。ただし、他の KMS キーとは異なり、カスタムキーストアの KMS キーに
は、Unavailable のキーステータス (p. 153)もあります。
Unavailable のキーステータスは、KMS キーが AWS CloudHSM クラスター (p. 422)から意図的に切
断されたカスタムキーストアに存在し、再接続の試行 (実行した場合) が失敗したことを示します。KMS
キーは使用できませんが、KMS キーを表示および管理することはできます。ただし、暗号化オペレーショ
ン (p. 434)で使用することはできません。
KMS キーのキーステータスを確認するには、[Customer managed keys] (カスタマーマネージドキー) ペー
ジで、KMS キーの [Status] (ステータス) フィールドを表示します。または、 DescribeKey オペレーション
を使用して、レスポンスの KeyState 要素を表示します。詳細については、「」を参照してくださいキー
の表示 (p. 48)
切断されたカスタムキーストアの KMS キーは、Unavailable または PendingDeletion のキーステー
タスとなります。カスタムキーストアが AWS CloudHSM クラスターから切断されている場合でも、カス
タムキーストアからの削除がスケジュールされている KMS キーは、Pending Deletion のキーステータ
スです。これにより、カスタムキーストアに再接続することなく、スケジュールされたキーの削除をキャ
ンセルできます。
使用できない KMS キーを修正するには、カスタムキーストアを再接続します (p. 422)。カスタムキース
トアを再接続すると、カスタムキーストア内の KMS キーのキーステータスは、Enabled や Disabled
などの以前のステータスに自動的に復元されます。削除保留中の KMS キーは PendingDeletion ス
テータスのままです。ただし、問題が解決しない間は、使用できない KMS キーを有効および無効にして
も (p. 78)、キーステータスは変更されません。有効または無効のアクションは、キーが使用可能になった
ときにのみ適用されます。
接続の失敗に関するヘルプについては、「接続障害の修復方法 (p. 441)」を参照してください。

失敗した KMS キーを修正するには
カスタムキーストアで KMS キーを作成して使用する際の問題は、カスタムキーストア、関連付けられた
AWS CloudHSM クラスター、KMS キー、またはそのキーマテリアルの問題に起因する可能性がありま
す。
カスタムキーストアが AWS CloudHSM クラスターから切断されると、カスタムキーストア内の KMS
キーのキーステータスは Unavailable になります。切断されたカスタムキーストアの KMS キーを作成
するすべてのリクエストは、CustomKeyStoreInvalidStateException の例外を返します。データ
キーを暗号化、復号、再暗号化、または生成するすべてのリクエストは、KMSInvalidStateException
例外を返します。問題を修正するには、カスタムキーストアを再接続します (p. 422)。
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ただし、キーステータスが Enabled でカスタムキーストアの接続ステータスが Connected であって
も、暗号化オペレーション (p. 434)でカスタムキーストアの KMS キーを使用する試みは失敗する可能性
があります。これは、以下のいずれかの条件によって発生する可能性があります。
• KMS キーのキーマテリアルが、関連付けられた AWS CloudHSM クラスターから削除された可能性が
あります。調査するには、KMS キーのキーマテリアルのキーハンドルを探し (p. 433)、必要に応じ
てキーマテリアルの復旧を試みます (p. 445)。
• すべての HSM は、カスタムキーストアに関連付けられた AWS CloudHSM クラスターから削除されま
した。暗号化オペレーションでカスタムキーストアの KMS キーを使用するには、その AWS CloudHSM
クラスターに 1 つ以上のアクティブな HSM が含まれている必要があります。AWS CloudHSM クラ
スター内の HSM の数と状態を確認するには、AWS CloudHSM コンソールか DescribeClusters オペ
レーションを使用します。HSM をクラスターに追加するには、AWS CloudHSM コンソールまたは
CreateHsm オペレーションを使用します。
• カスタムキーストアに関連付けられた AWS CloudHSM クラスターが削除されました。この問題を解決
するには、元のクラスターのバックアップ、または元のクラスターの作成に使用されたバックアップな
ど、元のクラスターに関連するバックアップからクラスターを作成します。次に、カスタムキーストア
の設定で、クラスター ID を編集 (p. 420)します。手順については、「KMS キーの削除されたキーマテ
リアルを復旧するには (p. 445)」を参照してください。

接続障害の修復方法
カスタムキーストア (p. 422)を AWS CloudHSM クラスター接続しようとしたが、オペレーションが失敗
した場合、カスタムキーストアの接続ステータスは FAILED に変わります。カスタムキーストアのステー
タスを検索するには、AWS Management Console または ConnectionState 要素で、カスタムキースト
アの [Status] (ステータス) 列の DescribeCustomKeyStores レスポンスを表示します。
また、簡単に検出できるクラスター設定エラーが原因で接続の試行がすぐに失敗することがあります。こ
の場合、[Status] (ステータス) または ConnectionState は DISCONNECTED のままになります。これら
のエラーは、試行が失敗した理由を説明するエラーメッセージまたは 例外 を返します。例外の説明とク
ラスターの要件 (p. 414)を確認して問題を修正し、必要に応じてカスタムキーストアを更新 (p. 420)し
て、接続を再試行してください。
接続ステータスが FAILED の場合、DescribeCustomKeyStores オペレーションを実行し、応答の
ConnectionErrorCode 要素を確認します。

Note
カスタムキーストアの接続ステータスが FAILED の場合は、再接続を試みる前に カスタムキース
トアを切断 (p. 422)する必要があります。FAILED 接続ステータスでカスタムキーストアに接続
することはできません。
• CLUSTER_NOT_FOUND は、AWS KMS が指定のクラスター ID を持つ AWS CloudHSM クラスターを見
つけられないことを示します。これは、誤ったクラスター ID が API オペレーションに提供されたか、
クラスターが削除されて置き換えられなかったために発生する可能性があります。このエラーを解決す
るには、AWS CloudHSM コンソールまたは DescribeClusters オペレーションを使用するなどして、ク
ラスター ID を確認してください。クラスタが削除された場合は、元の バックアップからクラスタを作
成します 。次に、カスタムキーストアを切断し (p. 422)、カスタムキーストアクラスター ID 設定を編
集 (p. 420)して、カスタムキーストアをクラスターに再接続します (p. 422)。
• INSUFFICIENT_CLOUDHSM_HSMS は、関連付けられた AWS CloudHSM クラスターに HSM が含まれて
いないことを示します。クラスターに接続するには、少なくとも 1 つの HSM を持っている必要があり
ます。クラスター内の HSM の数を調べるには、 DescribeClusters オペレーションを使用します。この
エラーを解決するには、クラスターに 少なくとも 1 つの HSM を追加します 。複数の HSM を追加する
場合は、別のアベイラビリティーゾーンでそれらを作成することをお勧めします。
• INSUFFICIENT_FREE_ADDRESSES_IN_SUBNET は、少なくとも 1 つのクラスターに関連付けられてい
るプライベートサブネットに利用可能な IP アドレスがないために、AWS KMS がカスタムキーストアを
その AWS CloudHSM クラスターに接続できなかったことを示します。カスタムキーストア接続には、
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関連付けられた各プライベートサブネットに 1 つの空き IP アドレスが必要ですが、2 つが望ましいで
す。
既存のサブネットに IP アドレスを追加できません (CIDR ブロック)。可能であれば、未使用の EC2 イ
ンスタンスや Elastic Network Interface など、サブネット内の IP アドレスを使用している他のリソー
スを移動または削除します。または、より多くの空きアドレス空間のある新しいまたは既存のプライ
ベートサブネットを持つ AWS CloudHSM クラスターの最近のバックアップからクラスターを作成す
ることができます。次に、新しいクラスターをカスタムキーストアに関連付けるには、カスタムキー
ストアの接続を切断 (p. 422)し、カスタムキーストアのクラスター ID を新しいクラスターの ID に変
更 (p. 420)して、もう一度接続を試みます。

Tip
kmsuser パスワードをリセット (p. 443)しないようにするには、AWS CloudHSM クラスター
の最新のバックアップを使用します。
• INTERNAL_ERROR は、内部エラーのために AWS KMS がリクエストを完了できなかったことを示しま
す。リクエストを再試行してください。ConnectCustomKeyStore リクエストの場合、カスタムキー
ストアの接続を切断してから接続を再実行します。
• INVALID_CREDENTIALSは、適切な kmsuser アカウントのパスワードがないため、AWS KMS が関連
付けられた AWS CloudHSM クラスターにログインできないことを示します。このエラーのヘルプにつ
いては、「無効な kmsuser 認証情報の修正方法 (p. 443)」を参照してください。
• NETWORK_ERRORS は通常、一時的なネットワークの問題を示します。カスタムキーストアを切断
し (p. 422)、数分待ってから、もう一度接続してください。
• SUBNET_NOT_FOUND は、AWS CloudHSM クラスター設定のサブネットが少なくとも 1 つ削除された
ことを示します。AWS KMS がクラスター構成内ですべてのサブネットを見つけることができない場
合、カスタムキーストアを AWS CloudHSM クラスターに接続しようとすると失敗します。
このエラーを修正するには、同じ AWS CloudHSM クラスターの最近のバックアップからクラスターを
作成します。(このプロセスでは、VPC とプライベートサブネットを持つ新しいクラスター設定が作成
されます)。新しいクラスターが カスタムキーストアの要件 (p. 414)を満たしていることを確認し、
新しいクラスター ID を書き留めます。次に、新しいクラスターをカスタムキーストアに関連付けるに
は、カスタムキーストアの接続を切断 (p. 422)し、カスタムキーストアのクラスター ID を新しいクラ
スターの ID に変更 (p. 420)して、もう一度接続を試みます。

Tip
kmsuser パスワードをリセット (p. 443)しないようにするには、AWS CloudHSM クラスター
の最新のバックアップを使用します。
• USER_LOCKED_OUT は、失敗したパスワードの試行回数が多すぎるため、kmsuser Crypto User (CU)
アカウント (p. 410)が関連付けられた AWS CloudHSM クラスターからロックアウトされたことを示し
ます。このエラーのヘルプについては、「無効な kmsuser 認証情報の修正方法 (p. 443)」を参照して
ください。
このエラーを修正するには、 カスタムキーストアを切断 (p. 422) し、cloudhsm_mgmt_util の
changePswd コマンドを使用して kmsuser アカウントのパスワードを変更します。次に、カスタム
キーストアの kmsuser のパスワード設定 (p. 420)を編集し、接続し直してみてください。ヘルプにつ
いては、「無効な kmsuser 認証情報の修正方法 (p. 443) トピック」で説明されている手順を使用して
ください。
• USER_LOGGED_IN は、kmsuser CU アカウントが関連付けられた AWS CloudHSM クラスターにログ
インしていることを示します。これにより、AWS KMS が kmsuser アカウントパスワードをローテー
ションしてクラスターにログインするのを防ぐことができます。このエラーを修正するには、クラス
ターから kmsuser CU をログアウトします。クラスターにログインするために kmsuser パスワードを
変更した場合は、カスタムキーストアのキーストアパスワード値も更新する必要があります。ヘルプに
ついては、「ログアウトして再接続する方法 (p. 448)」を参照してください。
• USER_NOT_FOUND は、AWS KMS が関連付けられた AWS CloudHSM クラスターで kmsuser CU アカ
ウントを見つけられないことを示します。このエラーを修正するには、クラスターで kmsuser CU アカ
ウントを作成し (p. 416)、カスタムキーストアのキーストアのキーストアのパスワード値を更新しま
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す (p. 420)。ヘルプについては、「無効な kmsuser 認証情報の修正方法 (p. 443)」を参照してくだ
さい。

暗号化オペレーションの失敗に対応するには
カスタムキーストアで KMS キーを使用する暗号化オペレーションは、次のようなエラーで失敗すること
があります。
KMSInvalidStateException: KMS cannot communicate with your CloudHSM cluster

これは HTTPS 400 エラーですが、一時的なネットワークの問題が原因である可能性があります。対応す
るには、まずリクエストを再試行します。それでも失敗する場合は、ネットワークコンポーネントの設定
を調べます。このエラーはほとんどの場合、発信トラフィックをブロックしているファイアウォールルー
ルや VPC セキュリティグループルールなど、ネットワークコンポーネントの誤った設定が原因です。

無効な kmsuser 認証情報の修正方法
カスタムキーストアを接続する (p. 422)と、AWS KMS が関連付けられた AWS CloudHSM クラスター
に kmsuser Crypto User (p. 410) (CU) としてログインします。カスタムキーストアが切断されるま
で、ログインしたままになります。DescribeCustomKeyStores 応答は次の例に示すように、FAILED の
ConnectionState、および INVALID_CREDENTIALS の ConnectionErrorCode 値を示しています。
カスタムキーストアを切断して kmsuser パスワードを変更すると、AWS KMS は kmsuser CU アカウ
ントの認証情報で AWS CloudHSM クラスターにログインできなくなります。その結果、カスタムキー
ストアへの接続はすべて失敗します。DescribeCustomKeyStores レスポンスは、次の例に示すよう
に、INVALID_CREDENTIALS の FAILED と ConnectionErrorCode の値の ConnectionState を示し
ます。
$ aws kms describe-custom-key-stores --custom-key-store-name ExampleKeyStore
{
"CustomKeyStores": [
"CloudHsmClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"ConnectionErrorCode": "INVALID_CREDENTIALS"
"CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
"CustomKeyStoreName": "ExampleKeyStore",
"TrustAnchorCertificate": "<certificate string appears here>",
"CreationDate": "1.499288695918E9",
"ConnectionState": "FAILED"
],
}

また、誤ったパスワードでクラスターにログインしようとして 5 回失敗すると、AWS CloudHSM はユー
ザーアカウントをロックします。このクラスターにログインするには、アカウントのパスワードを変更す
る必要があります。
AWS KMS が kmsuser CU としてクラスターにログインしようとしたときにロックアウトレスポン
スを受け取ると、カスタムキーストアの接続リクエストは失敗します。DescribeCustomKeyStores
応答には、次の例に示すように、FAILED の ConnectionState、および USER_LOCKED_OUT の
ConnectionErrorCode 値が含まれます。
$ aws kms describe-custom-key-stores --custom-key-store-name ExampleKeyStore
{
"CustomKeyStores": [
"CloudHsmClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"ConnectionErrorCode": "USER_LOCKED_OUT"
"CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
"CustomKeyStoreName": "ExampleKeyStore",
"TrustAnchorCertificate": "<certificate string appears here>",
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}

],

"CreationDate": "1.499288695918E9",
"ConnectionState": "FAILED"

これらの条件を修復するには、次の手順を実行します。
1.
2.

カスタムキーストアを切断します (p. 422)。
DescribeCustomKeyStores オペレーションを実行し、レスポンスの ConnectionErrorCode 要素の
値を表示します。
• ConnectionErrorCode の値が INVALID_CREDENTIALS の場合は、kmsuser アカウントの現在
のパスワードを特定します。必要に応じて、cloudhsm_mgmt_util で changePswd コマンドを使用
して、パスワードを既知の値に設定します。
• ConnectionErrorCode 値が USER_LOCKED_OUT の場合、cloudhsm_mgmt_util で changePswd
コマンドを使用して kmsuser パスワードを変更する必要があります。

3.

4.

kmsuser パスワード設定を編集して (p. 420)、クラスター内の現在の kmsuser パスワードと一致
させます。このアクションは、AWS KMS にクラスターにログインするために使用するパスワードを
指示します。クラスターの kmsuser パスワードは変更されません。
カスタムキーストアを接続します (p. 422)。

孤立したキーマテリアルを削除する方法
カスタムキーストアからの KMS キーの削除をスケジュールした後、関連付けられた AWS CloudHSM ク
ラスターから該当するキーマテリアルを手動で削除する必要が生じる場合があります。
カスタムキーストアで KMS キーを作成すると、AWS KMS は AWS KMS で KMS キーメタデータを作成
し、関連付けられた AWS CloudHSM クラスターでキーマテリアルを生成します。カスタムキーストア
で KMS キーの削除をスケジュールすると、待機期間の後、AWS KMS は KMS キーメタデータを削除し
ます。その後、AWS KMS は、AWS CloudHSM クラスターから対応するキーマテリアルを可能な限り削
除します。カスタムキーストアから切断された場合や kmsuser パスワードが変更された場合など、AWS
KMS がクラスターにアクセスできない場合には、試行が失敗する可能性があります。AWS KMS が、クラ
スターバックアップからキーマテリアルを削除しようと試みることはありません。
AWS KMS は、クラスターからキーマテリアルを削除しようと試みた結果を AWS CloudTrail ログ
の DeleteKey イベントエントリに報告します。この結果は、次のエントリ例に示されているよう
に、additionalEventData 要素の backingKeysDeletionStatus 要素に表示されます。エントリに
は、KMS キー ARN、AWS CloudHSM クラスター ID、およびキーマテリアルのキーハンドル (backingkey-id) が含まれます。
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"accountId": "111122223333",
"invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2021-12-10T14:23:51Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteKey",
"awsRegion": "eu-west-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"customKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
"clusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"backingKeys": "[{\"keyHandle\":\"01\",\"backingKeyId\":\"backing-key-id\"}]",
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"backingKeysDeletionStatus": "[{\"keyHandle\":\"16\",\"backingKeyId\":\"backingkey-id\",\"deletionStatus\":\"FAILURE\"}]"
},
"eventID": "c21f1f47-f52b-4ffe-bff0-6d994403cf40",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:euwest-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
],
"eventType": "AwsServiceEvent",
"recipientAccountId": "111122223333",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management"
}

関連する AWS CloudHSM クラスターからキーマテリアルを削除するには、次のような手順を使用しま
す。この例では、AWS CLI および AWS CloudHSM コマンドラインツールを使用していますが、CLI の代
わりに AWS Management Console を使用することもできます。
1.

カスタムキーストアを切断していない場合は、切断してから key_mgmt_util にログインします (「切断
してログインする方法 (p. 447)」を参照)。

2.

クラスター内の HSM から キーを削除するには、key_mgmt_util の DeleteKey コマンドを使用しま
す。
例えば、このコマンドは、クラスターの HSM 262162 からキーを削除します。キーハンドルは
CloudTrail ログエントリにリストされます。
Command: deleteKey -k 262162
Cfm3DeleteKey returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
Cluster
Node id
Node id
Node id

3.

Error
0 and
1 and
2 and

Status
err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS

key_mgmt_util からログアウトし、ログアウトして再接続する方法 (p. 448) の説明に従ってカスタム
キーストアを再接続します。

KMS キーの削除されたキーマテリアルを復旧するには
AWS KMS key のキーマテリアルが削除された場合、KMS キーは使用できず、KMS キーで暗号化された
すべての暗号文は復号できません。これは、カスタムキーストアの KMS キーのキーマテリアルが、関連
付けられた AWS CloudHSM クラスターから削除された場合に発生します。ただし、キーマテリアルを復
元することは可能な場合もあります。
カスタムキーストアで AWS KMS key (KMS キー) を作成すると、AWS KMS が関連付けられた AWS
CloudHSM クラスターにログインし、KMS キーのキーマテリアルを作成します。また、それだけが知って
いる値にパスワードを変更し、カスタムキーストアが接続されている間だけ、ログインしたままになりま
す。キー所有者、つまりキーを作成した CU のみがキーを削除できるため、誤って HSM からキーが削除
されることはありません。
ただし、KMS キーのキーマテリアルがクラスター内の HSM から削除されると、KMS キーのキース
テータスは最終的に UNAVAILABLE に変わります。暗号化オペレーションで KMS キーの使用を試みる
と、KMSInvalidStateException の例外によりオペレーションは失敗します。最も重大なのは、KMS キーで
暗号化されたデータが復号できないことです。
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特定の状況では、キーマテリアルを含む バックアップからクラスターを作成することで、 削除されたキー
マテリアルを回復できます。この方法は、キーが存在していて削除される前に少なくとも 1 つのバック
アップが作成された場合にのみ機能します。
キーマテリアルを復旧するには、次の手順を実行します。
1. キーマテリアルが格納されているクラスターバックアップを見つけます。バックアップには、クラス
ターとその暗号化されたデータをサポートするために必要なすべてのユーザーとキーも含まれている必
要があります。
DescribeBackups オペレーションを使用して、クラスタのバックアップを一覧表示します。バックアッ
プのタイムスタンプを使用すると、バックアップの選択に役立ちます。カスタムキーストアに関連付け
られているクラスターへの出力を制限するには、次の例のように Filters パラメータを使用します。
$ aws cloudhsmv2 describe-backups --filters clusterIds=<cluster ID>
{
"Backups": [
{
"ClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"BackupId": "backup-9g87f6edcba",
"CreateTimestamp": 1536667238.328,
"BackupState": "READY"
},
...
]
}

2. 選択したバックアップからクラスタを作成します。バックアップに削除されたキーおよびクラスターに
必要な他のユーザーとキーが含まれていることを確認します。
3. カスタムキーストアを切断して (p. 422)、そのプロパティを編集できます。
4. カスタムキーストアのクラスター ID を編集します (p. 420)。バックアップから作成したクラスターの
クラスター ID を入力します。クラスターは元のクラスターとバックアップ履歴を共有するため、新し
いクラスター ID が有効である必要があります。
5. カスタムキーストアを再接続します。 (p. 422)

kmsuser としてログインする方法
カスタムキーストアの AWS CloudHSM クラスターにキーマテリアルを作成して管理するために、AWS
KMS は kmsuser Crypto User (CU) アカウント (p. 410)を使用します。クラスターに kmsuser CU アカ
ウントを作成し (p. 414)、カスタムキーストアを作成するときにそのパスワードを AWS KMS に入力し
ます。
一般的に、AWS KMS は kmsuser アカウントを管理します。ただし、カスタムキーストアを切断
し、kmsuser CU としてクラスターにログインして、cloudhsm_mgmt_util および key_mgmt_util コマンド
ラインツールを使用する必要があるタスクもあります。

Note
カスタムキーストアが切断されている間は、カスタムキーストアで KMS キーを作成したり、暗
号化オペレーションで既存の KMS キーを使用したりする試みはすべて失敗します。このオペ
レーションにより、ユーザーが機密データを保存したりアクセスしたりすることを防ぐことがで
きます。
このトピックでは、カスタムキーストアを切断して kmsuser としてログインする (p. 447)、AWS
CloudHSM コマンドラインツールを実行する、カスタムキーストアをログアウトする、および再接続す
る (p. 448)方法について説明します。
トピック
• 切断してログインする方法 (p. 447)
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• ログアウトして再接続する方法 (p. 448)

切断してログインする方法
関連するクラスターに kmsuser CU としてログインする必要があるたびに、次の手順を実行します。
1.

カスタムキーストアがまだ切断されていない場合は、切断します。AWS Management Console または
AWS KMS API を使用できます。
カスタムキーが接続されている間、AWS KMS は kmsuser としてログインします。これによ
り、kmsuser としてログインしたり、kmsuser パスワードを変更することができなくなります。
例えば、このコマンドは、 DisconnectCustomKeyStore を使用して、サンプルキーストアを切断しま
す。カスタムキーストア ID 例を有効な ID と置き換えます。
$ aws kms disconnect-custom-key-store --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0

2.

cloudhsm_mgmt_util を起動します。AWS CloudHSM ユーザーガイドの Prepare to run
cloudhsm_mgmt_util セクションで説明されている手順に従います。

3.

Crypto Officer (CO) として AWS CloudHSM クラスターの cloudhsm_mgmt_util にログインします。
例えば、このコマンドは admin という名前の CO としてログインします。CO ユーザー名とパスワー
ドの例を有効な値に置き換えます。
aws-cloudhsm>loginHSM CO admin <password>
loginHSM success on server 0(10.0.2.9)
loginHSM success on server 1(10.0.3.11)
loginHSM success on server 2(10.0.1.12)

4.

changePswd コマンドを使用して、kmsuser アカウントのパスワードを知っているものに変更しま
す (AWS KMS は、カスタムキーストアに接続するときにパスワードをローテーションします)。パス
ワードは 7〜32 の英数字で構成する必要があります。大文字と小文字が区別され、特殊文字を含める
ことはできません。
例えば、このコマンドは、kmsuser パスワードを tempPassword に変更します。
aws-cloudhsm>changePswd CU kmsuser tempPassword
*************************CAUTION********************************
This is a CRITICAL operation, should be done on all nodes in the
cluster. Cav server does NOT synchronize these changes with the
nodes on which this operation is not executed or failed, please
ensure this operation is executed on all nodes in the cluster.
****************************************************************
Do you want to continue(y/n)?y
Changing password for kmsuser(CU) on 3 nodes

5.

設定したパスワードを使用して、key_mgmt_util または cloudhsm_mgmt_util に kmsuser としてログ
インします。詳細な手順については、「 cloudhsm_mgmt_util の使用開始」および「key_mgmt_utilの
使用開始」を参照してください。使用するツールは、タスクによって異なります。
例えば、このコマンドは key_mgmt_util にログインします。
Command: loginHSM -u CU -s kmsuser -p tempPassword
Cfm3LoginHSM returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
Cluster Error Status
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
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Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 2 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS

ログアウトして再接続する方法
1.

タスクを実行し、コマンドラインツールからログアウトします。ログアウトしないと、カスタムキー
ストアへの再接続が失敗します。
Command: logoutHSM
Cfm3LogoutHSM returned: 0x00 : HSM Return: SUCCESS
Cluster Error Status
Node id 0 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS
Node id 1 and err state 0x00000000 : HSM Return: SUCCESS

2.

カスタムキーストアの kmsuser パスワード設定を編集します (p. 420)。
これにより、クラスターの kmsuser の現在のパスワードが AWS KMS に通知されます。このステッ
プを省略すると、AWS KMS は kmsuser としてクラスターにログインできなくなり、カスタムキー
ストアの再接続がすべて失敗します。UpdateCustomKeyStore オペレーションの AWS Management
Console または KeyStorePassword パラメータを使用できます。
例えば、このコマンドは現在のパスワードが AWS KMS あることを tempPassword に通知します。
例のパスワードを実際のパスワードに置き換えます。
$ aws kms update-custom-key-store --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0 --keystore-password tempPassword

3.

カスタムキーストアを AWS KMS に再接続します。カスタムキーストア ID 例を有効な ID と置き換
えます。接続処理中に、AWS KMS は kmsuser パスワードを、それだけが知っている値に変更しま
す。
ConnectCustomKeyStore オペレーションはすばやく返されますが、接続プロセスに長時間かかる場合
があります。最初のレスポンスは、接続プロセスの成功を示していません。
$ aws kms connect-custom-key-store --custom-key-store-id cks-1234567890abcdef0

4.

DescribeCustomKeyStores オペレーションを使用して、カスタムキーストアが接続されていることを
確認します。カスタムキーストア ID 例を有効な ID と置き換えます。
この例では、接続状態フィールドは、カスタムキーストアが接続されていることを示しています。
$ aws kms describe-custom-key-stores --custom-key-storeid cks-1234567890abcdef0
{
"CustomKeyStores": [
"CustomKeyStoreId": "cks-1234567890abcdef0",
"CustomKeyStoreName": "ExampleKeyStore",
"CloudHsmClusterId": "cluster-1a23b4cdefg",
"TrustAnchorCertificate": "<certificate string appears here>",
"CreationDate": "1.499288695918E9",
"ConnectionState": "CONNECTED"
],
}
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キータイプリファレンス
AWS KMS は、さまざまなタイプの KMS キーに対して異なる機能をサポートします。例えば、対称デー
タキーと非対称データキーペアの生成には、対称暗号化 KMS キー (p. 6)のみを使用できます。また、キー
マテリアルのインポート (p. 390)と自動キーローテーション (p. 79)は対称暗号化 KMS キーのみでサポー
トされ、カスタムキーストア (p. 407)では対称暗号化 KMS キーのみを作成できます。
この表の情報に加えて、KMS キーは次の特別な AWS KMS 機能で使用できます。
• マルチリージョンキー (p. 349):
• 対称 KMS キーをサポートするすべての API オペレーションでは、マルチリージョンの対称 KMS キー
もサポートされています。非対称 KMS キーをサポートするすべての API オペレーションでは、マル
チリージョンの非対称 KMS キーもサポートされています。
• インポートしたキーマテリアルのマルチリージョンキーを作成することはできません。
• カスタムキーストアでマルチリージョンキーを作成することはできません。
• インポートされたキーマテリアル (p. 390)
• インポートされたキーマテリアルを持つことができるのは、対称暗号化 KMS キーのみです。
• 非対称 KMS キー、HMAC KMS キー、およびカスタムキーストア内の KMS キーが、インンポートさ
れたキーマテリアルを持つことはできません。
• マルチリージョンの対称暗号化キーは、インポートされたキーマテリアルを持つことができます。
• 自動キーローテーション (EnableKeyRotation、DisableKeyRotation) は、インポートされた
キーマテリアルを持つ KMS キーではサポートされません。
• カスタムキーストア (p. 407)
• カスタムキーストアは、対称暗号化 KMS キーのみをサポートします。
• 非対称キーペア (GenerateDataKeyPair、GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext) での対
称操作は、カスタムキーストアの KMS キーではサポートされていません。
• 自動キー回転機能 (EnableKeyRotation、DisableKeyRotation) は、カスタムキーストアの
KMS キーではサポートされません。
• カスタムキーストアでマルチリージョンキーを作成することはできません。
次の表に、各タイプの KMS キーを作成および管理するために使用できる AWS KMS オペレーションを
一覧表示します。オペレーションをサポートしていない KMS キーでオペレーションを使用すると、オペ
レーションは失敗します。
この表のすべてのデータを表示するには、水平または垂直にスクロールする必要があります。
AWS KMS API オペレー
ション

対称暗号化
KMS キー

HMAC KMS
キー

CancelKeyDeletion
CreateAlias
CreateGrant
CreateKey
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非対称 KMS キー
KMS キー
(SIGN_VERIFY)
(ENCRYPT_DECRYPT)
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AWS KMS API オペレー
ション

対称暗号化
KMS キー

HMAC KMS
キー

– インポートしたキーマ
テリアルを含む (Origin =
EXTERNAL)

- カスタムキー
ストア (Origin =
AWS_CLOUDHSM)

– マルチリージョンプライ
マリキーを作成する
Decrypt
DeleteAlias
DeleteImportedKeyMaterial
– マルチリージョンキーで
サポートされています
– 非対称 KMS キー、HMAC
KMS キー、またはカスタム
キーストア内の KMS キー
ではサポートされません。
DescribeKey
DisableKey
DisableKeyRotation
– 非対称 KMS キー、HMAC
KMS キー、カスタムキース
トア内の KMS キー、およ
びインポートされたキーマ
テリアルを持つ KMS キー
ではサポートされません。
EnableKey
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AWS KMS API オペレー
ション

対称暗号化
KMS キー

HMAC KMS
キー

非対称
非対称 KMS キー
KMS キー
(SIGN_VERIFY)
(ENCRYPT_DECRYPT)

EnableKeyRotation
– 非対称 KMS キー、HMAC
KMS キー、カスタムキース
トア内の KMS キー、およ
びインポートされたキーマ
テリアルを持つ KMS キー
ではサポートされません。
暗号化
GenerateDataKey
GenerateDataKeyPair
– 非対称 KMS キー、HMAC
KMS キー、またはカスタム
キーストア内の KMS キー
ではサポートされません。

[1]

GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
[1]
– 非対称 KMS キー、HMAC
KMS キー、またはカスタム
キーストア内の KMS キー
ではサポートされません。
GenerateDataKeyWithoutPlaintext
GenerateMac
GetKeyPolicy
GetKeyRotationStatus
(KeyRotationEnabled
(KeyRotationEnabled
(KeyRotationEnabled は
は常に に
は常に に
常に になります。false)
なりま
なりま
す。false) す。false)
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AWS KMS API オペレー
ション

対称暗号化
KMS キー

HMAC KMS
キー

GetParametersForImport
– マルチリージョンキーで
サポートされています
– 非対称 KMS キー、HMAC
KMS キー、カスタムキース
トア内の KMS キー、およ
びインポートされたキーマ
テリアルを持つ KMS キー
ではサポートされません。
GetPublicKey
ImportKeyMaterial
– マルチリージョンキーで
サポートされています
– 非対称 KMS キー、HMAC
KMS キー、カスタムキース
トア内の KMS キー、およ
びインポートされたキーマ
テリアルを持つ KMS キー
ではサポートされません。
ListAliases
ListGrants
ListKeyPolicies
ListResourceTags
ListRetirableGrants
PutKeyPolicy
ReEncrypt
ReplicateKey
– マルチリージョンキーで
のみ有効
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AWS KMS API オペレー
ション

対称暗号化
KMS キー

HMAC KMS
キー

非対称
非対称 KMS キー
KMS キー
(SIGN_VERIFY)
(ENCRYPT_DECRYPT)

RetireGrant
RevokeGrant
ScheduleKeyDeletion
Sign
TagResource
UntagResource
UpdateAlias
現在の KMS キーと新しい
KMS キーは、同じタイプで
あり (両方とも対称または
両方とも非対称)、キーの用
途 (p. 19)が同じである必要
があります。
UpdateKeyDescription
UpdateReplicaRegion
– マルチリージョンキーで
のみ有効
検証
VerifyMac

[1] GenerateDataKeyPair と GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext は、対称暗号化 KMS キー
によって保護される非対称データキーペアを生成します。
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AWS Key Management Service のセ
キュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS とお客様の間の共有責任です。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 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、安全に使用できるサービスを提供します。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 Key Management Service (AWS KMS) 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 AWS 対象範囲内のサービス」および
「」を参照してください。
• クラウド内のセキュリティ – お客様の責任は使用する AWS のサービスによって決定されます。AWS
KMS では、お客様は、AWS KMS keys の設定および使用に加えて、データの機密性、会社の要件、適
用される法律や規制などのその他の要素についても責任を負います。
このドキュメントは、AWS Key Management Service を使用して責任共有モデルを適用する方法を理解す
るのに役立ちます。ここでは、セキュリティとコンプライアンスの目標を満たすように AWS KMS を設定
する方法を説明します。
トピック
• AWS Key Management Service でのデータ保護 (p. 454)
• AWS Key Management Service のためのアイデンティティおよびアクセス管理 (p. 457)
• AWS Key Management Serviceでのログ記録とモニタリング (p. 457)
• AWS Key Management Service のコンプライアンス検証 (p. 458)
• AWS Key Management Service での耐障害性 (p. 459)
• AWS Key Management Serviceのインフラストラクチャセキュリティ (p. 461)
• AWS Key Management Service のセキュリティのベストプラクティス (p. 462)

AWS Key Management Service でのデータ保護
AWS Key Management Service は暗号化キーを保存して保護し、高可用性を実現すると同時に、強力で柔
軟なアクセス制御を提供します。
トピック
• データ暗号化 (p. 454)
• インターネットトラフィックのプライバシー (p. 456)

データ暗号化
AWS KMS のデータは、AWS KMS keys (p. 3) と、それらが表す暗号化キーマテリアルで構成されます。
このキーマテリアルは、AWS KMS ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) 内でのみ、かつ使用中の
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場合にのみ、プレーンテキストで存在します。それ以外の場合、キー素材は暗号化され、耐久性のある永
続ストレージに保存されます。
KMS キー用に AWS KMS が生成するキーマテリアルは、AWS KMS HSM の境界に暗号化されずに残る
ことはありません。これは、どの AWS KMS API オペレーションでもエクスポートまたは送信されるこ
とはありません。マルチリージョンキー (p. 349)の場合は例外で、AWS KMS がクロスリージョンレプ
リケーションメカニズムを使用して、マルチリージョンキーのキーマテリアルを、1 つの AWS リージョ
ン にある HSM から、別の AWS リージョン にある HSM にコピーします。詳細については、AWS Key
Management Service 暗号化の詳細の「マルチリージョンキーのレプリケーションプロセス」を参照して
ください。
トピック
• 保管中の暗号化 (p. 455)
• 転送中の暗号化 (p. 455)
• キーの管理 (p. 456)

保管中の暗号化
AWS KMS は、FIPS 140-2 レベル 2 準拠のハードウェアセキュリティモジュール (HSM) で、AWS KMS
keys のキーマテリアルを生成します。唯一の例外は中国リージョンで、AWS KMS が KMS キーを生成
するために使用する HSM は、関連するすべての中国の規制に準拠していますが、FIPS 140-2 暗号化モ
ジュール検証プログラムでは検証されていません。使用されていない場合、キーマテリアルは HSM キー
によって暗号化され、耐久性のある永続的なストレージに書き込まれます。KMS キーのキーマテリアルお
よびキーマテリアルを保護する暗号化キーは、HSM をプレーンテキスト形式のままにしません。
KMS キーのキーマテリアルの暗号化と管理は、AWS KMS によって完全に処理されます。
詳細については、AWS Key Management Service の暗号化の詳細の Working with AWS KMS keys を参照
してください。

転送中の暗号化
KMS キー用に AWS KMS が生成するキーマテリアルは、AWS KMS API オペレーションでエクスポートま
たは送信されることはありません。AWS KMS は、API オペレーションの KMS キーを表すためにキー識
別子 (p. 15)を使用します。同様に、AWS KMS カスタムキーストア (p. 407)の KMS キーのキーマテリアル
はエクスポート不可能であり、AWS KMS または AWS CloudHSM API オペレーションでは送信されませ
ん。
ただし、一部の AWS KMS API オペレーションはデータキー (p. 7)を返します。お客様は API オペレー
ションを使用して、選択した KMS キーのキーマテリアルをインポート (p. 390)することもできます。
すべての AWS KMS API コールは、署名され、Transport Layer Security (TLS) を使用して送信される必
要があります。AWS KMS は、AWS GovCloud (US) および中国リージョンを除くすべてのリージョン内
の AWS KMS サービスエンドポイントに対して TLS 1.0～1.3、およびハイブリッドポスト量子 TLS をサ
ポートしています。AWS GovCloud (US) および中国リージョンは、AWS KMS サービスエンドポイントで
TLS バージョン 1.0～1.2 のみをサポートしています。AWS GovCloud (US) および中国リージョンは、ハ
イブリッドポスト量子 TLS をサポートしていません。AWS KMS は、常に最新のサポートされている TLS
バージョンを使用することをお勧めします。AWS KMS の呼び出しには、PFS (Perfect Forward Secrecy)
をサポートする最新の暗号スイートも必要です。つまり、プライベートキーなどのシークレットが漏洩し
た場合でも、セッションキーは漏洩しません。
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 にアクセスする時に 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。AWS KMS は、特定のリー
ジョンの FIPS エンドポイントの Transport Layer Security (TLS) バージョン 1.2 をサポートしています。
使用可能な 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。AWS KMS のFIPS エンドポイントのリストについては、AWS の全般リファレンスの AWS Key
Management Service のエンドポイントとクォータを参照してください。
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AWS KMS サービスホストと HSM 間の通信は、楕円曲線暗号 (ECC) と高度暗号化規格 (AES) を使用して
認証された暗号化方式で保護されます。詳細については、AWS Key Management Service の暗号化の詳細
の「内部通信セキュリティ」を参照してください。

キーの管理
AWS KMS はお客様データを直接保存しません。代わりに、AWS KMS は AWS KMS keys の保存と保護を
担当します。これは、暗号化キーマテリアルによって担保される論理エンティティです。
KMS キーのキーマテリアルは、FIPS 140-2 レベル 2 検証済みのハードウェアセキュリティモジュール
(HSM) の分散フリートによってサポートされます。唯一の例外は中国リージョンで、AWS KMS が KMS
キーを保護するために使用する HSM は、関連するすべての中国の規制に準拠していますが、FIPS 140-2
暗号化モジュール検証プログラムでは検証されていません。各 AWS KMS HSM は、AWS KMS のセキュ
リティおよびスケーラビリティ要件を満たす専用の暗号化機能を提供するように設計されたスタンドアロ
ンの暗号化ハードウェアアプライアンスです。
KMS キーのキーマテリアルは、キーマテリアルが生成されるか、暗号化オペレーションで使用される場合
にのみ、HSM 内だけにプレーンテキストで存在します。
使用されていない場合、キーマテリアルは HSM で暗号化され、暗号化されたキーマテリアルは、耐久性
のある低レイテンシの永続ストレージに書き込まれます。キーマテリアルを保護する暗号化キーは、HSM
を平文形式で残すことはありません。AWS のサービス事業者を含む誰にも、キーマテリアルまたは HSM
暗号化キーをプレーンテキストでエクスポートまたは表示するためのメカニズムはありません。
オプションの AWS KMS 機能であるカスタムキーストア (p. 407)を使用すると、制御する AWS
CloudHSM ハードウェアセキュリティモジュールで生成されたキーマテリアルに担保された KMS キーを
作成できます。これらの HSM は、 FIPS 140-2 レベル 3で認定されています。
もう 1 つのオプション機能により、KMS キーのキーマテリアルをインポート (p. 390)できます。ソースか
ら AWS KMS への転送中に、AWS KMS HSM で生成された RSA キーペアを使用して、インポートされた
キーマテリアルを暗号化する必要があります。インポートされたキーマテリアルは AWS KMS HSM で復
号され、HSM の対称キーで再暗号化されます。これらのオペレーションは、インポートされたキーマテ
リアルが AWS KMS によって生成されたキーマテリアルとともに保存される前に実行されます。一度イン
ポートすると、インポートされたキーマテリアルが HSM を暗号化されずに残ることはありません。キー
マテリアルを提供したお客様は、AWS KMS の外部におけるキーマテリアルの安全な使用、耐久性、メン
テナンスに対して責任を持ちます。
KMS キーとキーマテリアルの管理の詳細については、AWS Key Management Service の暗号化の詳細を
参照してください。

インターネットトラフィックのプライバシー
AWS KMS は AWS Management Console および API オペレーションのセットをサポートします。これに
より、AWS KMS keys を作成および管理し、暗号化オペレーションで使用することができます。
AWS KMS はプライベートネットワークから AWS への、2 つのネットワーク接続オプションをサポート
します。
• インターネット経由の IPsec VPN 接続
• AWS Direct Connect は、お客様の内部ネットワークを AWS Direct Connect ロケーションに、標準の
イーサネット光ファイバケーブルを介して接続するサービスです。
AWS KMS API コールはすべて、署名し、Transport Layer Security (TLS) を使用して送信する必要があり
ます。コールには、 完全な転送秘密をサポートする最新の暗号スイートも必要です。KMS キーのキーマ
テリアルを保存するハードウェアセキュリティモジュール (HSM) へのトラフィックは、AWS の内部ネッ
トワーク経由で既知の AWS KMS API ホストからのみ許可されます。
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トラフィックをパブリックインターネット経由で送信せずに、Virtual Private Cloud (VPC) から AWS KMS
に直接接続するには、AWS PrivateLink によって提供される VPC エンドポイントを使用します。詳細につ
いては、「VPC エンドポイントを介した AWS KMS への接続 (p. 209)」を参照してください。
AWS KMS は、Transport Layer Security (TLS) ネットワーク暗号化プロトコル用のハイブリッドポスト量
子キー交換 (p. 275)オプションもサポートするようになりました。このオプションは、AWS KMS API エン
ドポイントへの接続時に TLS で使用できます。

AWS Key Management Service のためのアイデン
ティティおよびアクセス管理
AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御す
るのに役立ちます。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に AWS KMS リソースの使用を許可す
る (アクセス許可を持たせる) かを制御します。詳細については、「AWS KMS で IAM ポリシーを使用す
る (p. 184)」を参照してください。
キーポリシー (p. 163)は、AWS KMS でKMS キーへのアクセスを制御するための主要メカニズムです。す
べての KMS キーにはキーポリシーが必要です。IAM ポリシー (p. 184)と権限 (p. 195)をキーポリシーとと
もに使用して、KMS キーへのアクセスを制御することもできます。詳細については、「AWS KMS の認証
とアクセスコントロール (p. 160)」を参照してください。
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) を使用している場合は、AWS PrivateLink を使用した AWS
KMS へのインターフェイス VPC エンドポイントを作成 (p. 209)することができます。また、VPC エン
ドポイントポリシーを使用して、AWS KMS エンドポイントにアクセスできるプリンシパル、実行できる
API コール、アクセスできる KMS キーを決定することもできます。詳細については、「VPC エンドポイ
ントへのアクセスの制御 (p. 210)」を参照してください。

AWS Key Management Serviceでのログ記録とモニ
タリング
モニタリングは、AWS KMS での AWS KMS keys の可用性、ステータス、使用状況を理解する上で重要な
パートです。モニタリングは、AWS ソリューションのセキュリティ、信頼性、可用性、パフォーマンスを
維持するのに役立ちます。AWS には、KMS キーをモニタリングするための各種ツールが用意されていま
す。
AWS CloudTrail ログ
AWS KMS API オペレーションへのすべての呼び出しは、AWS CloudTrail ログにイベントとしてキャ
プチャされます。これらのログには、AWS KMS コンソールからのすべての API 呼び出し、および
AWS KMS やその他の AWS のサービスによる呼び出しが記録されます。クロスアカウント API コー
ル (別の AWS アカウント で KMS キーを使用する呼び出しなど) は、両方のアカウントの CloudTrail
ログに記録されます。
トラブルシューティングまたは監査を行う際、ログを使用して KMS キーのライフサイクルを再構築
できます。また、暗号化オペレーションにおける KMS キーの管理および使用を表示することもでき
ます。詳細については、「the section called “AWS CloudTrail でのログ記録” (p. 88)」を参照してくだ
さい。
Amazon CloudWatch Logs
AWS CloudTrail およびその他のソースのログファイルをモニタリング、保存、アクセスします。詳細
については、「Amazon CloudWatch ユーザーガイド」を参照してください。
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AWS KMS の場合、CloudWatch はキーマテリアルが有効期限切れになるまで秒を保存します。この
秒はインポートされたキーマテリアル (p. 390)に使用されます。詳細については、「the section called
“CloudWatch によるモニタリング” (p. 138)」を参照してください。
Amazon EventBridge
AWS KMS は、KMS キーがローテーション (p. 79)または削除 (p. 143)されたとき、または KMS キー
にインポートされたキーマテリアル (p. 390)の有効期限が切れたときに、EventBridge を生成しま
す。AWS KMS イベント (API 操作) を検索し、1 つ以上のターゲット関数またはストリームにルー
ティングして、状態情報を取得します。詳細については、the section called “Amazon EventBridge を
使用した のモニタリング” (p. 140) および「Amazon EventBridge ユーザーガイド」を参照してくださ
い。
Amazon CloudWatch Metrics
CloudWatch メトリクスを使用して、KMS キーをモニタリングできます。このメトリクスは AWS
KMS からraw データを収集してパフォーマンスメトリクスを作成します。データは 2 週間間隔で記録
されるため、現在および過去の情報の傾向を表示できます。これにより、KMS キーがどのように使用
され、それらの使用が時間の経過とともにどのように変化するかを理解できます。CloudWatch メト
リクスを使用して KMS キーをモニタリングする方法については、AWS KMS のメトリクスとディメ
ンション (p. 138) を参照してください。
Amazon CloudWatch アラーム
指定した期間における単一のメトリックスの変化を監視します。次に、一定期間におけるしきい値に
対するメトリックの値に基づいてアクションを実行します。例えば、暗号化オペレーションで削除が
スケジュールされている KMS キーの使用を誰かが試みたときにトリガーされる CloudWatch アラー
ムを作成できます。これは、KMS キーがまだ使用中であり、削除すべきではないことを示します。詳
細については、「the section called “アラームを作成する” (p. 149)」を参照してください。

AWS Key Management Service 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 Key Management Service 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。
トピック
• コンプライアンスとセキュリティに関するドキュメント (p. 458)
• 詳細情報 (p. 459)

コンプライアンスとセキュリティに関するドキュメン
ト
次のコンプライアンスおよびセキュリティドキュメントは AWS KMS を対象としています。表示するに
は、AWS Artifact を使用します。
• クラウドコンピューティングコンプライアンスコントロールカタログ (C5)
• ISO 27001:2013 適用宣言書 (SoA)
• ISO 27001:2013 認証
• ISO 27017:2015 適用宣言書 (SoA)
• ISO 27017:2015 認証
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• ISO 27018:2015 適用宣言書 (SoA)
• ISO 27018:2014 認証
• ISO 9001:2015 認証
• PCI DSS Attestation of Compliance (AOC) と Responsibility Summary
• Service Organization Controls (SOC) 1 レポート
• Service Organization Controls (SOC) 2 レポート
• Service Organization Controls (SOC) 2 機密性に関するレポート
• フェドランプ高
AWS Artifact の使用方法については、AWS Artifact でのレポートのダウンロードを参照してください。

詳細情報
AWS KMS を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社のコンプラ
イアンス目的、適用可能な法律および規制によって決定されます。AWS KMS の使用が、公開されている
規格に準拠していることを前提としている場合、AWS では、次の支援リソースを提供しています。
• コンプライアンスプログラム対象範囲内の AWS サービス – このページには、特定のコンプライアンス
ブログラムの対象となる AWS のサービスが一覧表示されています。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。
• 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焦点を当てたベースライン環
境を AWS にデプロイするための手順を示します。
• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や場所
に適用される場合があります。
• AWS Config - この AWS サービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対するリ
ソースの設定の準拠状態を評価します。
• AWS Security Hub: この AWS サービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、セ
キュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。

AWS Key Management Service での耐障害性
AWS グローバルインフラストラクチャは AWS リージョン およびアベイラビリティーゾーンを中心に構
築されています。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
ワークで接続されている複数の物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイ
ラビリティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、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に比べて、可用性、耐障害性、および拡張性
に優れています。
AWS では、AWS KMS 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。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。

リージョンの隔離
AWS Key Management Service (AWS KMS) は、すべての AWS リージョン で利用できる自立型のリー
ジョナルサービスです。AWS KMS のリージョンに関して分離された設計により、 AWS リージョン の可
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用性の問題が他のリージョンの AWS KMS オペレーションに影響を与えないことが保証されます。AWS
KMS は、計画されたダウンタイムをゼロにするように設計されており、すべてのソフトウェア更新とス
ケーリングオペレーションがシームレスかつ気付かれることなく実行されます。
AWS KMS サービスレベルアグリーメント (SLA) には、すべての KMS API に対して 99.999% のサービス
コミットメントが含まれています。このコミットメントを実現するために、AWS KMS は API リクエスト
の実行に必要なすべてのデータと認証情報が、リクエストを受信するすべてのリージョンのホストで利用
可能であることを確認します。
AWS KMS インフラストラクチャは、各リージョンの 3 つ以上のアベイラビリティーゾーン (AZ) にレプリ
ケートされます。複数のホスト障害による AWS KMS のパフォーマンスへの影響を受けないように、リー
ジョンの どの AZ からの顧客トラフィックでも処理するように、AWS KMS は設計されています。
KMS キーのプロパティまたは許可に加えた変更は、リージョン内のすべてのホストにレプリケートされ、
後続のリクエストがリージョン内の任意のホストで正しく処理されるようにします。KMS キーを使用し
た暗号化オペレーション (p. 14)のリクエストは、AWS KMS ハードウェアセキュリティモジュール (HSM)
のフリートに転送され、そのいずれもが KMS キーを使用してオペレーションを実行できます。

マルチテナント設計
AWS KMS のマルチテナント設計により、99.999% の可用性 SLA を満たし、高いリクエストレートを維
持しながら、キーとデータの機密性を保護できます。
暗号化オペレーションに指定した KMS キーが常に使用されるキーであることを保証するために、複数の
整合性強制メカニズムがデプロイされます。
KMS キーのプレーンテキストキーマテリアルは、広範囲に保護されています。キーマテリアルは作成後す
ぐに HSM で暗号化され、暗号化されたキーマテリアルはセキュアで低レイテンシーのストレージに即座
に移動されます。暗号化されたキーは、HSM 内で取得され、使用に間に合うように復号されます。プレー
ンテキストキーは、暗号化オペレーションを完了するのに必要な時間だけ HSM メモリに残ります。その
後、HSM で再暗号化され、暗号化されたキーがストレージに返されます。プレーンテキストのキーマテリ
アルが HSM を離れることはありません。永続ストレージに書き込まれることもありません。
AWS KMS がキーを保護するために使用するメカニズムの詳細は、AWS Key Management Service 暗号化
の詳細を参照してください。

AWS KMS でのレジリエンスのベストプラクティス
AWS KMS リソースのレジリエンスを最適化するには、以下の戦略を検討してください。
• バックアップおよびディザスタリカバリ戦略をサポートするには、1 つの AWS リージョン で作成され
た KMS キーであり、指定したリージョンにのみレプリケートされる、マルチリージョンキーを検討し
ます。マルチリージョンキーを使用すると、暗号化されたリソースをプレーンテキストを公開すること
なく AWS リージョン (同じパーティション内) で移動し 、必要に応じて任意の送信先リージョンでリ
ソースを復号化することができます。関連するマルチリージョンキーは、同じキーマテリアルとキー
ID を共有するため、相互運用可能ですが、高解像度のアクセスコントロールのための独立したキーポリ
シーがあります。詳細については、AWS KMS のマルチリージョンキー (p. 349)を参照してください。
• AWS KMS のようなマルチテナントのサービスでキーを保護するには、キーポリシー (p. 163)および
IAM ポリシーを含め、必ずアクセスコントロールを使用してください。さらに、AWS PrivateLinkによっ
てサポートされる VPC インターフェイスエンドポイントを使用して、リクエストを AWS KMS に送信
できます。To support your backup and disaster recovery strategy, その場合、Amazon VPC 間のすべて
の通信および AWS KMS は、VPC に制限された専用 AWS KMS エンドポイントを使用して AWS ネッ
トワーク内で完全に実行されます。VPC エンドポイントポリシー (p. 210)を使用して追加の認証レイ
ヤーを作成することで、これらのリクエストをさらに保護できます。詳細については、「VPC エンドポ
イント経由で AWS KMS に接続する (p. 209)」を参照してください。
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AWS Key Management Service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 Key Management Service (AWS KMS) は、Amazon Web Services: セ
キュリティプロセスの概要で説明されている AWS グローバルネットワークのセキュリティ手順によって
保護されます。
ネットワーク経由で AWS KMS にアクセスするには、「AWS Key Management Service API Reference」
(AWS Key Management Service API リファレンス) で説明されている AWS KMS API オペレーションを呼
び出すことができます。AWS KMS は、AWS GovCloud (US) および中国リージョンを除くすべてのリー
ジョンで Transport Layer Security (TLS) 1.0～1.3 をサポートしています。AWS GovCloud (US) リージョ
ンは、AWS KMS サービスエンドポイントに対して TLS バージョン 1.0～1.2 のみをサポートしていま
す。AWS KMS は、AWS GovCloud (US) 内のエンドポイントに対してハイブリッドポスト量子 TLS をサ
ポートしません。標準の AWS KMS エンドポイントを使用するには、クライアントが TLS 1.0 以降をサ
ポートする必要があります。AWS KMS FIPS エンドポイントを使用するには、クライアントが TLS 1.2
以降をサポートする必要があります。AWS KMS では、サポートされている最新の TLS バージョンを常
に使用することが推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral
Diffie-Hellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントで
サポートされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムで
サポートされています。
さらに、リクエストは、IAM プリンシパルに関連付けられているアクセスキー IDと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、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、テ
ンポラリセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。
これらの API オペレーションは、任意のネットワークロケーションから呼び出すことができますが、AWS
KMS では、ソース IP アドレス、VPC、VPC エンドポイントに基づいて KMS キーへのアクセスを制御す
るグローバルポリシー条件をサポートします。これらの条件キーは、キーポリシーと IAM ポリシーで使用
できます。ただし、これらの条件により、AWS がユーザーの代わりに KMS キーを使用できなくなる可能
性があります。詳細については、「AWS グローバル条件キー (p. 216)」を参照してください。
例えば、次のキーポリシーステートメントでは、ソース IP アドレスがポリシーで指定された IP アドレス
の 1 つでない限り、KMSTestRole ロールを引き受けることができるユーザーが、指定された暗号化オペ
レーション (p. 14)でこの AWS KMS key を使用できます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS":
"arn:aws:iam::111122223333:role/KMSTestRole"},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"NotIpAddress": {
"aws:SourceIp": [
"192.0.2.0/24",
"203.0.113.0/24"
]
}
}
}
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物理ホストの分離
AWS KMS が使用する物理的インフラストラクチャのセキュリティは、Amazon Web Services: セキュリ
ティプロセスの概要の物理的および環境的セキュリティのセクションで説明されている制御に支配されま
す。詳細については、前のセクションにリストされたコンプライアンスレポートとサードパーティーの監
査結果を参照してください。
AWS KMS は、物理的な攻撃に抵抗するための特定のコントロールを使用して設計された、専用の強化
ハードウェアセキュリティモジュール (HSM) によってサポートされています。HSM は、ハイパーバイ
ザーなどの仮想化レイヤー を持たない 物理デバイスで、物理デバイスを複数の論理テナント間で共有しま
す。AWS KMS keys のキーマテリアルは、KMS キーの使用中にのみ、HSM の揮発性メモリにのみ保存さ
れます。このメモリは、HSM が意図したシャットダウンやリセットなど、動作状態から移行すると消去さ
れます。AWS KMS HSM のオペレーションの詳細については、AWS Key Management Service の暗号化
の詳細を参照してください。

AWS Key Management Service のセキュリティの
ベストプラクティス
AWS Key Management Service (AWS KMS) は、暗号化キーの保護を強化するために実装できる多くの
セキュリティ機能をサポートしています。これにはキーポリシー (p. 163)および IAM ポリシー (p. 184)、
対称型暗号キーの暗号化オペレーションのための暗号化コンテキスト (p. 20)オプション、キーポリシー
や IAM ポリシーを洗練させるための広範な条件キー (p. 216)のセット、および許可を制限する制約の付
与 (p. 197)などが含まれます。
これらのセキュリティ機能の詳細は、AWS Key Management Service のベストプラクティス (PDF) に記載
されています。本技術書の一般的なガイドラインは、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。すべてのベストプラクティスがあらゆる状況に適しているわけではないため、これらは
規範的なものではありません。
以下の資料も参照してください。
• IAM ポリシーのベストプラクティス (p. 186)
• AWS KMS グラントのベストプラクティス (p. 199)
• 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
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クォータ
すべてのユーザーに対して AWS KMS の応答性とパフォーマンスを向上させるために、AWS KMS ではリ
ソースクォータとリクエストクォータの 2 種類のクォータが適用されます。各クォータは、各 AWS アカ
ウント のリージョンごとに個別に計算されます。
すべての AWS KMS クォータは、キーポリシードキュメントサイズクォータ (p. 464)とカスタムキース
トア (p. 471)の KMS キー用リクエストクォータを除いて調整可能です。クォータの引き上げをリクエス
トするには、Service Quotas コンソール、または RequestServiceQuotaIncrease オペレーションを使用し
ます。手順については、「AWS KMS クォータ引き上げのリクエスト (p. 473)」を参照してください。
詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータの引き上げのリクエスト」を参照して
ください。AWS KMS の Service Quotas を AWS リージョン で使用できない場合は、AWS Support セン
ターにアクセスして、ケースを作成してください。
AWS KMS クォータの引き上げをリクエストする方法については、「AWS KMS クォータ引き上げのリク
エスト (p. 473)」を参照してください。
トピック
• リソースクォータ (p. 463)
• クォータのリクエスト (p. 465)
• AWS KMS リクエストのスロットリング (p. 472)
• AWS KMS クォータ引き上げのリクエスト (p. 473)

リソースクォータ
AWS KMS は、リソースクォータを設け、すべてのお客様に迅速かつ回復力のあるサービスを提供できる
ようにします。一部のリソースクォータはユーザーが作成したリソースにのみ適用され、AWS のサービ
スによって作成されたリソースには適用されません。AWS 所有のキー (p. 6) など、使用するリソースで
AWS アカウント に含まれていないものは、これらのクォータにはカウントされません。
リソースの上限を超えた場合、そのタイプの追加リソースの作成をリクエストする
と、LimitExceededException エラーメッセージが生成されます。
すべての AWS KMS リソースクォータは、キーポリシードキュメントのサイズクォータ (p. 464)を除
いて、調整可能です。クォータの引き上げをリクエストするには、Service Quotas コンソール、または
RequestServiceQuotaIncrease オペレーションを使用します。手順については、「AWS KMS クォータ引
き上げのリクエスト (p. 473)」を参照してください。詳細については、「Service Quotas ユーザーガイ
ド」の「クォータの引き上げのリクエスト」を参照してください。AWS KMS の Service Quotas を AWS
リージョン で使用できない場合は、AWS Support センターにアクセスして、ケースを作成してください。
次の表に、各 AWS アカウント アカウントとリージョンの AWS KMS リソースクォータを一覧表示し、そ
の説明を示します。
クォータ名

デフォルト値

適用先

AWS KMS keys (p. 464)

100,000

カスタマーマネージドキー

KMS キーごとのエイリア
ス (p. 464)

50

カスタマー作成のエイリアス

KMS キーごとのグラン
ト (p. 464)

50,000

カスタマーマネージドキー
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クォータ名

デフォルト値

適用先

キーポリシードキュメントのサ
イズ (p. 464)

32 KB (32,768 バイト)

カスタマーマネージドキー
AWS マネージドキー

リソースクォータに加えて、AWS KMS はリクエストクォータを使用して、サービスの応答性を確保しま
す。詳細については、「the section called “クォータのリクエスト” (p. 465)」を参照してください。

AWS KMS keys: 100,000
AWS アカウント の各リージョンで、最大 100,000 個のカスタマーマネージドキー (p. 5)を持つことができ
ます。このクォータは、キー仕様 (p. 18)またはキーステータス (p. 153)に関係なく、すべての AWS リー
ジョン ですべてのカスタマー管理キーに適用されます。各 KMS キーは、対称か非対称かに関らず、1 つ
のリソースと見なされます。AWS マネージドキー (p. 5) および AWS 所有のキー (p. 6) は、このクォータ
にはカウントされません。

KMS キーごとのエイリアス: 50
最大 50 個のエイリアス (p. 29)を各カスタマーマネージドキー (p. 5)に関連付けることができます。AWS
により AWS マネージドキー (p. 5) に関連付けられているエイリアスは、このクォータにはカウントされ
ません。エイリアスを作成 (p. 32)または更新 (p. 37)するときに、このクォータが発生することがありま
す。

Note
kms:ResourceAliases (p. 248) 条件は、KMS キーがこのクォータに適合している場合にのみ有効
です。KMS キーがこのクォータを超えると、KMS キーを kms:ResourceAliases 条件で使用
するよう認可されたプリンシパルは、KMS キーへのアクセスを拒否されます。詳細については、
「エイリアスクォータによりアクセスが拒否された (p. 266)」を参照してください。
KMS キークォータごとのエイリアスは、AWS アカウント で各リージョンのエイリアスの合計数を制限す
るリージョンクォータごとのエイリアスに取って代わります。AWS KMS では、リージョンクォータごと
のエイリアスが排除されました。

KMS キーあたりのグラント: 50,000
各カスタマーマネージドキー (p. 5)は、AWS KMS と統合されている AWS サービスによって作成される
グラントを含めて、最大 50,000 個のグラント (p. 195)を持つことができます。このクォータは、AWS マ
ネージドキー (p. 5) または AWS 所有のキー (p. 6) には適用されません。
このクォータの効果の 1 つは、同じ KMS キーを同時に使用する 50,000 を超える許可されたオペレーショ
ンを実行できないことです。このクォータ到達後は、アクティブなグラントが廃止または取り消しになっ
た場合にのみ、KMS キーで新しいグラントを作成できます。
例えば、Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）ボリュームを Amazon Elastic Compute
Cloud（Amazon EC2）インスタンスにアタッチすると、ボリュームは復号化され、読めるようになりま
す。データを復号する許可を得るために、Amazon EBS は各ボリュームに対してグラントを作成します。
したがって、すべての Amazon EBS ボリュームが同じ KMS キーを使用する場合、一度に 50,000 を超え
るボリュームをアタッチすることはできません。

キーポリシードキュメントのサイズ: 32 KB
各キーポリシードキュメント (p. 163)の最大長は 32 KB (32,768 バイト) です。より大きなポリシードキュ
メントを使用して KMS キーのキーポリシーを作成または更新すると、オペレーションは失敗します。

464

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
クォータのリクエスト

これは調整可能なクォータではありません。Service Quotas を使用したり、AWS Support でケースを作成
したりして、この値を増やすことはできません。キーポリシーが制限に近づいている場合は、ポリシース
テートメントの代わりにグラント (p. 195)の使用を検討してください。グラントは、一時的または特定の
アクセス許可に特に適しています。
キーポリシードキュメントは、AWS Management Console のデフォルトビュー (p. 181)またはポリシー
ビュー (p. 181)あるいは PutKeyPolicy オペレーションを使用して、キーポリシーを作成または変更する際
に必ず使用します。このクォータは、JSON ステートメントを直接編集しない AWS KMS コンソールでデ
フォルトビュー (p. 181)を使用する場合にも、キーポリシードキュメントに適用されます。

クォータのリクエスト
AWS KMS は、1 秒あたりに要求される API オペレーションの数にクォータを設定します。リクエスト
クォータは、API オペレーション、AWS リージョン、および KMS キータイプなどのその他の要因によっ
て異なります。API リクエストのクォータを超えると、AWS KMS はリクエストを調整します (p. 472)。
AWS KMS リクエストクォータは、カスタムキーストア (p. 471)の KMS キー用リクエストクォータを
除き、すべて調整可能です。クォータの引き上げをリクエストするには、Service Quotas コンソール、ま
たは RequestServiceQuotaIncrease オペレーションを使用します。手順については、「AWS KMS クォー
タ引き上げのリクエスト (p. 473)」を参照してください。詳細については、「Service Quotas ユーザー
ガイド」の「クォータの引き上げのリクエスト」を参照してください。AWS KMS の Service Quotas を
AWS リージョン で使用できない場合は、AWS Support センターにアクセスして、ケースを作成してくだ
さい。
GenerateDataKey オペレーションのリクエストクォータを超えている場合は、AWS Encryption SDK
のデータキーキャッシュ機能の使用を検討してください。データキーを再利用することで、AWS KMS へ
のリクエストの頻度が低下することがあります。
AWS KMS では、リクエストクォータに加えて、リソースクォータを使用してすべてのユーザーの容量を
確保します。詳細については、「」を参照してくださいリソースクォータ (p. 463)
リクエストレートのトレンドを表示するには、Service Quotas コンソールを使用してください。リクエス
トレートがクォータ値の一定の割合に達したときに警告する Amazon CloudWatch アラームを作成するこ
ともできます。詳細については、AWS Security Blog の「Manage your AWS KMS API request rates using
Service Quotas and Amazon CloudWatch」を参照してください。
トピック
• AWS KMS API オペレーションごとにクォータをリクエストする (p. 465)
• リクエストクォータの適用 (p. 469)
• 暗号化オペレーションの共有クォータ (p. 470)
• ユーザーに代わって API が実行するリクエスト (p. 471)
• クロスアカウントリクエスト (p. 471)
• カスタムキーストアのクォータ (p. 471)

AWS KMS API オペレーションごとにクォータをリク
エストする
この表では、Service Quotas のクォータコードと、各 AWS KMS リクエストクォータのデフォルト値を示
しています。

Note
この表のすべてのデータを表示するには、水平または垂直にスクロールする必要があります。
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ごとにクォータをリクエストする

クォータ名

デフォルト値 (1 秒あたり)

Cryptographic operations (symmetric)
request rate

これらの共有クォータは、AWS リージョン およ
びリクエストで使用される KMS キーのタイプに
よって異なります。各クォータは個別に計算され
ます。

適用先:
• Decrypt
• Encrypt

• 5,500 (共有)
• 以下のリージョンでは 10,000 (共有):
• 米国東部 (オハイオ)、us-east-2

• GenerateDataKey
• GenerateDataKeyWithoutPlaintext

• アジアパシフィック (シンガポール)、apsoutheast-1

• GenerateMac
• GenerateRandom

• アジアパシフィック (シドニー)、apsoutheast-2

• ReEncrypt

• アジアパシフィック (東京)、ap-norteast-1

• VerifyMac

• ヨーロッパ (フランクフルト)、eu-central-1
• ヨーロッパ (ロンドン)、eu–west-2
• 以下のリージョンでは 50,000 (共有):
• 米国東部 (バージニア北部)、us-east-1
• 米国西部 (オレゴン)、us-west-2
• ヨーロッパ (アイルランド)、eu-west-1
カスタムキーストアのクォータ (対称 KMS キー):
• カスタムキーストアごとに 1,800 (共有)。詳細
については、「」を参照してくださいカスタム
キーストアのクォータ (p. 471)

Cryptographic operations (RSA) request
rate

RSA KMS キーの場合は 500 (共有)

適用先:
• Decrypt
• Encrypt
• ReEncrypt
• Sign
• Verify
Cryptographic operations (ECC) request
rate

楕円曲線 (ECC) KMS キーの場合は 300 (共有)

適用先:
• Sign
• Verify
Cryptographic operations (SM) request
rate
適用先:
• Decrypt
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クォータ名

デフォルト値 (1 秒あたり)

• Encrypt
• ReEncrypt
• Sign
• Verify
CancelKeyDeletion request rate

5

ConnectCustomKeyStore request rate

5

CreateAlias request rate

5

CreateCustomKeyStore request rate

5

CreateGrant request rate

50

CreateKey request rate

5

DeleteAlias request rate

15

DeleteCustomKeyStore request rate

5

DeleteImportedKeyMaterial request rate

5

DescribeCustomKeyStores request rate

5

DescribeKey request rate

2000

DisableKey request rate

5

DisableKeyRotation request rate

5

DisconnectCustomKeyStore request rate

5

EnableKey request rate

5

EnableKeyRotation request rate

15

GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P256)
request rate

25

適用先:
• GenerateDataKeyPair
• GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P384)
request rate
適用先:
• GenerateDataKeyPair
• GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
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クォータ名

デフォルト値 (1 秒あたり)

GenerateDataKeyPair (ECC_NIST_P521)
request rate

5

適用先:
• GenerateDataKeyPair
• GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
GenerateDataKeyPair (ECC_SECG_P256K1)
request rate

25

適用先:
• GenerateDataKeyPair
• GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
GenerateDataKeyPair (RSA_2048) request
rate

1

適用先:
• GenerateDataKeyPair
• GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
GenerateDataKeyPair (RSA_3072) request
rate

0.5 (2 秒に 1 回)

適用先:
• GenerateDataKeyPair
• GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
GenerateDataKeyPair (RSA_4096) request
rate

0.1 (10 秒に 1 回)

適用先:
• GenerateDataKeyPair
• GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
25

GenerateDataKeyPair (SM2 — China
Regions only) request rate
適用先:
• GenerateDataKeyPair
• GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext
GetKeyPolicy request rate

1000

GetKeyRotationStatus request rate

1000

GetParametersForImport request rate

0.25 (4 秒に 1 回)

GetPublicKey request rate

2000

ImportKeyMaterial request rate

5
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クォータ名

デフォルト値 (1 秒あたり)

ListAliases request rate

500

ListGrants request rate

100

ListKeyPolicies request rate

100

ListKeys request rate

500

ListResourceTags request rate

2000

ListRetirableGrants request rate

100

PutKeyPolicy request rate

15

ReplicateKey request rate

5

ReplicateKey オペレーションは、プライマ
リキーのリージョンでは 1 つ ReplicateKey
リクエスト、レプリカのリージョンでは 2 つの
CreateKey リクエストとしてカウントされます。
以下のうち 1 つの CreateKey リクエストは、
キー作成前に潜在的な問題を検出するためのドラ
イランです。
RetireGrant request rate

30

RevokeGrant request rate

30

ScheduleKeyDeletion request rate

15

TagResource request rate

10

UntagResource request rate

5

UpdateAlias request rate

5

UpdateCustomKeyStore request rate

5

UpdateKeyDescription request rate

5

UpdatePrimaryRegion request rate

5

UpdatePrimaryRegion オペレーションは、2
つの影響を受けるリージョンごとに、1 つの
リクエストとしてカウントされる、2 つの
UpdatePrimaryRegion リクエストです。

リクエストクォータの適用
リクエストクォータを確認するときは、次の点に注意してください。
• リクエストクォータは、カスタマーマネージドキー (p. 5)と AWS マネージドキー (p. 5) の両方に適用さ
れます。AWS 所有のキー (p. 6) の使用は、アカウント内のリソースを保護するために使用される場合で
も、AWS アカウント のリクエストクォータにはカウントされません。
• リクエストクォータは、FIPS エンドポイントおよび非 FIPS エンドポイントに送信されるリクエスト
に適用されます。AWS KMS サービスエンドポイントのリストについては、AWS 全般リファレンスの
AWS Key Management Service エンドポイントとクォータを参照してください。
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• スロットリングは、リージョン内のすべてのタイプの KMS キーに対するすべてのリクエストに基づい
ています。この合計には、ユーザーの代わりとなる AWS のサービスからのリクエストを含む、AWS ア
カウント のすべてのプリンシパルからのリクエストが含まれます。
• 各要求クォータは個別に計算されます。例えば、 CreateKey オペレーションのリクエストは、
CreateAlias オペレーションのリクエストクォータには影響しません。CreateAlias リクエストが調整
されていても、CreateKey リクエストは正常に完了できます。
• 暗号化オペレーションはクォータを共有しますが、共有クォータは他のオペレーションのクォータと
は無関係に計算されます。例えば、Encrypt および Decrypt オペレーションの呼び出しはリクエスト
クォータを共有しますが、そのクォータは EnableKey などの管理オペレーションのクォータとは無関係
です。例えば、欧州 (ロンドン) リージョンでは、対称 KMS キーに対して 10,000 オペレーションの暗号
化オペレーションに加えて、スロットルなしで 1 秒あたり 5 回の EnableKey オペレーションを実行で
きます。

暗号化オペレーションの共有クォータ
AWS KMS 暗号化オペレーション (p. 14)は、リクエストクォータを共有します。KMS キーでサポートさ
れている暗号化オペレーションの任意の組み合わせをリクエストできます。これにより、暗号化オペレー
ションの合計数がそのタイプの KMS キーのリクエストクォータを超過しません。例外は、別個のクォー
タを共有する GenerateDataKeyPair と GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext です。
異なるタイプの KMS キーのクォータは、個別に計算されます。各クォータは、1 秒間隔の特定のキータイ
プを持つ AWS アカウント およびリージョンで、これらのオペレーションに対するすべてのリクエストに
適用されます。
• 暗号化オペレーション (対称) リクエストの頻度は、アカウントとリージョンで対称 KMS キーを使用す
る暗号化オペレーションの共有リクエストクォータです。このクォータは、対称暗号化キーと、同じく
対称である HMAC キーでの暗号化オペレーションに適用されます。
例えば、1 秒あたり 10,000 リクエストの共有クォータを持つ AWS リージョン で対称 KMS
キー (p. 6)を使用しているとします。毎秒 7,000 件の GenerateDataKey リクエストと毎秒 2,000 件の
Decrypt リクエストを行う場合、AWS KMS はリクエストを制限しません。ただし、毎秒 9,500 件の
GenerateDataKey リクエストと 1,000 件の Encrypt リクエストを行うと、共有クォータを超えている
ため、AWS KMS はリクエストを制限します。
• 暗号化オペレーション (RSA) リクエストの頻度は、RSA 非対称 KMS キー (p. 334)を使用する暗号化オ
ペレーションの共有リクエストクォータです。
例えば、1 秒あたり 500 オペレーションのリクエストクォータでは、暗号化および復号が可能な RSA
KMS キーを使用して、200 件の Encrypt リクエストと 100 件の Decrypt リクエストを実行できます。加
えて、署名と検証が可能な RSA KMS キーを使用して、50 件の Sign リクエストと 150 件の Verify リク
エストを実行できます。
• 暗号化オペレーション (ECC) リクエストの頻度は、楕円曲線 (ECC) 非対称 KMS キー (p. 337)を使用す
る暗号化オペレーションの共有リクエストクォータです。
例えば、リクエストクォータが 1 秒あたり 300 オペレーションであれば、署名と検証が可能な RSA
KMS キーを使用して、100 件の署名リクエストと 200 件の検証リクエストを実行できます。
• 暗号化オペレーション (SM - 中国リージョンのみ) リクエストの頻度は、SM 非対称 KMS
キー (p. 338)を使用する暗号化オペレーションの共有リクエストクォータです。
例えば、1 秒あたり 300 オペレーションのリクエストクォータでは、暗号化および復号が可能な SM2
KMS キーを使用して、100 件の Encrypt リクエストと 100 件の Decrypt リクエストを実行できます。加
えて、署名と検証が可能な SM2 KMS キーを使用して、50 件の Sign リクエストと 50 件の Verify リク
エストを実行できます。
異なるキータイプのクォータも個別に計算されます。例えば、アジアパシフィック (シンガポール) リー
ジョンでは、対称および非対称の KMS キーの両方を使用する場合、対称 KMS キー (HMAC キーを含む)
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を使用した 1 秒あたり最大 10,000 件の呼び出しに加えて、RSA 非対称 KMS キーを使用した 1 秒あたり
最大 500 件の追加呼び出しと、ECC ベースの KMS キーを使用した 1 秒あたり最大 300 件の追加リクエ
ストを実行できます。

ユーザーに代わって API が実行するリクエスト
API が直接リクエストを行うこと、あるいは統合された AWS サービスを使用して、ユーザーに代わって
API が AWS KMS にリクエストを行うようにできます。クォータはどちらの種類のリクエストにも適用さ
れます。
たとえば、KMS キー (SSE-KMS) によるサーバー側の暗号化を使用して Amazon S3 にデータを保存
できます。SSE-KMS で暗号化された S3 オブジェクトをアップロードまたはダウンロードするたび
に、Amazon S3 はユーザーの代わりに、AWS KMS に GenerateDataKey (アップロード用) または
Decrypt (ダウンロード用) リクエストを作成します。これらのリクエストはクォータに対してカウント
されるため、AWS KMS は、SSE-KMS を使用して暗号化された S3 オブジェクトの 1 秒あたりのアップ
ロード数またはダウンロード数の合計が 5,500 件 (または使用している AWS リージョンに応じて 10,000
件もしくは 50,000 件) を超える場合にリクエストをスロットルします。

クロスアカウントリクエスト
1 つの AWS アカウント のアプリケーションが、異なるアカウントの所有する KMS キーを使用すること
は、クロスアカウントリクエストと呼ばれます。クロスアカウントリクエストでは、AWS KMS は、KMS
キーを所有するアカウントではなく、リクエストを行うアカウントを調整します。例えば、アカウント
A のアプリケーションがアカウント B の KMS キーを使用する場合、KMS キーの使用はアカウント A の
クォータにのみ適用されます。

カスタムキーストアのクォータ
AWS KMS カスタムキーストアは、対称暗号化 KMS キー (p. 6)のみをサポートします。それぞれの AWS
アカウント とリージョンについて、Cryptographic operations (symmetric) request rate
が、カスタムキーストアの KMS キーに適用されます。例えば、AWS アカウント は、カスタムキーストア
で KMS キーを使用するリクエストを含め、米国東部 (バージニア北部) (us-east-1) の対称 KMS キーにつ
いて、1 秒あたり最大 50,000 件のリクエストを処理できます。
さらに、各カスタムキーストアの KMS キーは 1 秒あたり 1,800 オペレーションの Cryptographic
operations (symmetric) request rate リクエストクォータを共有します。このカスタムキースト
アクォータは、各カスタムキーストアで個別に計算されます。カスタムキーストアで KMS キーを使用す
る複数の AWS アカウント が含まれる場合があります。
カスタムキーストア内の KMS キーに対する暗号化操作のリクエスト (p. 14)は、呼び出し元アカウントの
アカウントレベルのクォータとカスタムキーストアクォータの両方に適用されます。例えば、米国東部
(バージニア北部) (us-east-1) リージョンのカスタムキーストアにある KMS キーに対して暗号化操作をリ
クエストした場合、そのリクエストはアカウントレベルのクォータ (各アカウントで 1 秒あたり 50,000 リ
クエスト) とカスタムキーストアクォータ (各カスタムキーストアで 1 秒あたり 1,800 リクエスト) にカ
ウントされます。ただし、カスタムキーストア内の KMS キーに対する管理操作 (PutKeyPolicy など) のリ
クエストは、アカウントレベルのクォータ (1 秒あたり 15 リクエスト) にのみ適用されます。

Note
カスタムキーストアに関連付けられている AWS CloudHSM クラスターが、カスタムキースト
アに関連しないものを含む多数のコマンドを処理している場合、予想よりも低いレートで AWS
KMS ThrottlingException が発生する可能性があります。この問題が発生した場合は、AWS
KMS へのリクエストの頻度を下げる、関連のないコマンドの処理を減らす、またはカスタムキー
ストアに専用の AWS CloudHSM クラスターを使用するなどの対策を取ります。
また AWS KMS は、AWS CloudHSM クラスターに使用可能な PKCS11 セッションがない場
合に、カスタムキーストアで KMS キーの暗号化オペレーションを調整します。通常これらの

471

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
リクエストのスロットリング

ThrottlingException インスタンスは、トラフィックの処理に追加のセッションが必要な大規
模なバーストトラフィックが起きている間に発生します。

AWS KMS リクエストのスロットリング
AWS KMS はすべてのお客様からの API リクエストに迅速で信頼性の高いレスポンスを確実に返すため
に、特定の境界を超える API リクエストを制御します。
スロットリングは、AWS KMS が拒否しなければ有効となってしまうリクエストを拒否して、次のような
ThrottlingException エラーを返すときに発生します。
You have exceeded the rate at which you may call KMS. Reduce the frequency of your calls.
(Service: AWSKMS; Status Code: 400; Error Code: ThrottlingException; Request ID: <ID>

AWS KMS は、次の条件に対するリクエストを制御します。
• アカウントおよびリージョンの、1 秒あたりのリクエストレートが AWS KMS リクエストクォー
タ (p. 465)を超えている。
例えば、アカウントのユーザーが 1 秒に 1,000 DescribeKey リクエストを送信する場合、AWS KMS
はその後の DescribeKey リクエストすべてを制御します。
スロットリングに対応するには、バックオフと再試行戦略を使用します。この戦略は、一部の AWS
SDK で、HTTP 400 エラー用に自動的に実装されています。
• 同じ KMS キーステータスを変更するための、リクエストのバーストレートまたは持続的な高いレー
ト。多くの場合、この条件は「ホットキー」と呼ばれます。
例えば、アカウント内のアプリケーションが同じ KMS キーに対して、持続的かつ一斉に EnableKey
および DisableKey リクエストを送信した場合、AWS KMS はリクエストを制御します。このスロット
リングは、リクエストが EnableKey および DisableKey オペレーションの 1 秒あたりのリクエスト
制限を超えていない場合にも発生します。
スロットリングに対応するには、アプリケーションロジックを調整して必要なリクエストのみを作成す
るか、複数の関数のリクエストを統合します。
• カスタムキーストア (p. 407)に関連付けられた AWS CloudHSM クラスターが、カスタムキーストアに
関係のないものを含む複数のコマンドを処理している場合、カスタムキーストアの KMS キーに対する
オペレーションリクエストは、予想より低い割合に調整される可能性があります。
また AWS KMS は、AWS CloudHSM クラスターに使用可能な PKCS11 セッションがない場合に、カス
タムキーストアで KMS キーのオペレーションリクエストを調整します。通常これは、トラフィックの
処理に追加のセッションが必要な大規模なバーストトラフィックが起きている間に発生します。
リクエストレートのトレンドを表示するには、Service Quotas コンソールを使用してください。リクエス
トレートがクォータ値の一定の割合に達したときに警告する Amazon CloudWatch アラームを作成するこ
ともできます。詳細については、AWS Security Blog の「Manage your AWS KMS API request rates using
Service Quotas and Amazon CloudWatch」(Service Quotas と Amazon CloudWatch を使用して API リク
エストレートを管理する) を参照してください。
すべての AWS KMS クォータは、キーポリシードキュメントサイズ (p. 464)リソースクォータとカスタ
ムキーストア (p. 471)の KMS キー用リクエストクォータを除いて調整可能です。クォータの引き上げを
リクエストするには、Service Quotas コンソール、または RequestServiceQuotaIncrease オペレーション
を使用します。手順については、「AWS KMS クォータ引き上げのリクエスト (p. 473)」を参照してくだ
さい。詳細については、「Service Quotas ユーザーガイド」の「クォータの引き上げのリクエスト」を参
照してください。AWS KMS の Service Quotas を AWS リージョン で使用できない場合は、AWS Support
センターにアクセスして、ケースを作成してください。
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AWS KMS クォータ引き上げのリクエスト
AWS KMS リソースクォータとリクエストクォータは、キーポリシードキュメントサイズクォー
タ (p. 464)とカスタムキーストアクォータ (p. 471)を除いて調整可能です。
クォータの引き上げをリクエストするには、Service Quotas コンソール、または
RequestServiceQuotaIncrease オペレーションを使用します。手順については、「AWS KMS クォータ引
き上げのリクエスト (p. 473)」を参照してください。詳細については、「Service Quotas ユーザーガイ
ド」の「クォータの引き上げのリクエスト」を参照してください。AWS KMS の Service Quotas を AWS
リージョン で使用できない場合は、AWS Support センターにアクセスして、ケースを作成してください。

Service Quotas コンソールの使用
AWS KMS クォータの引き上げをリクエストするには、Service Quotas コンソールを使用します。詳細に
ついては、Service Quotas ユーザーガイドのクォータの引き上げのリクエストを参照してください。
1. サービス名として、[AWS Key Management Service (AWS KMS)] を選択します。
2. 引き上げるクォータの名前を選択します。クォータに関する詳細情報を使用して、引き上げるクォータ
を選択したことを確認します。
Service Quotas コンソールでクォータ名を検索できます。AWS KMS クォータには複数のページがあり
ます。AWS KMS クォータのクォータ名と説明については、リソースクォータ (p. 463)とリクエスト
クォータ (p. 465)の表を参照してください。
例えば、対称暗号化 KMS キーと HMAC KMS キーでの暗号化オペレーションに対する
Cryptographic operations (symmetric) request rate クォータの引き上げをリクエストす
るには、[Cryptographic operations (symmetric) request rate] (暗号化オペレーション (対称) リクエスト
の頻度) を選択します。
3. [Request quota increase] (クォータの引き上げのリクエスト) を選択します。
4. [Change quota value] (クォータ値を変更する) ボックスに、希望する割り当て値を入力します。[Applied
quota value] (クォータ値の適用) の値よりも大きい値である必要があります。
5. [Request] (リクエスト) を選択します。

Service Quotas API の使用
AWS KMS クォータの引き上げをリクエストするには、Service Quotas API を使用します。リクエストを
送信する RequestServiceQuotaIncrease オペレーションには、クォータのクォータコードが必要で
す。したがって、クォータコードを取得することから始めます。
1. 引き上げるクォータのクォータ名を見つけます。AWS KMS クォータのクォータ名と説明は、リソース
クォータ (p. 463)とリクエストクォータ (p. 465)の表にあります。
2. AWS KMS クォータのクォータコードを取得するには、ListServiceQuotas オペレーションを使用しま
す。
ServiceCode を kms に設定します。
レスポンスには、クォータごとに QuotaName および QuotaCode が含まれています。
例えば、Cryptographic operations (RSA) request rate クォータのクォータ情報のみを取得
するには、以下のようなコマンドを使用します。AWS Command Line Interface (AWS CLI) の query パ
ラメータを使用して、指定したクォータ名のクォータのみを取得します。
$ aws service-quotas list-service-quotas \
--service-code kms \
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--query 'Quotas[?QuotaName==`Cryptographic operations (RSA) request rate`]'
{

}

"Quotas": [
{
"ServiceCode": "kms",
"ServiceName": "AWS Key Management Service (AWS KMS)",
"QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-east-2:111122223333:kms/L-2AC98190",
"QuotaCode": "L-2AC98190",
"QuotaName": "Cryptographic operations (RSA) request rate",
"Value": 500,
"Unit": "None",
"Adjustable": true,
"GlobalQuota": false
}
]

3. AWS KMS クォータの引き上げをリクエストするには、RequestServiceQuotaIncrease オペレーション
を使用します。クォータを指定するには、クォータコードを使用します。
例えば、以下のコマンドは、Cryptographic operations (RSA) request rate クォータを 1 秒
あたり 700 リクエストに引き上げることをリクエストします。必要なクォータコード L-2AC98190 を
使用して、クォータを指定します。

コマンドが正常に完了すると、Status フィールドにリクエストの現在の
ステータスが表示されます。要求の更新されたステータスを取得するに
は、GetRequestedServiceQuotaChange、ListRequestedServiceQuotaChangeHistory、ListRequestedServiceQuotaCh
オペレーションを使用します。
$ aws service-quotas request-service-quota-increase \
--service-code kms \
--quota-code L-2AC98190 \
--desired-value 700
{

"RequestedQuota": {
"Id": "a12345",
"ServiceCode": "kms",
"ServiceName": "AWS Key Management Service (AWS KMS)",
"QuotaCode": "L-2AC98190",
"QuotaName": "Cryptographic operations (RSA) request rate",
"DesiredValue": 700,
"Status": "PENDING",
"Created": 1580446904.067,
"Requester": "{\"accountId\":\"111122223333\",\"callerArn\":
\"arn:aws:iam::111122223333:root\"}",
"QuotaArn": "arn:aws:servicequotas:us-east-2:111122223333:kms/L-2AC98190",
"GlobalQuota": false,
"Unit": "None"
}
}
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AWS のサービスで AWS KMS を使用
する方法
AWS サービスの多くは、AWS KMS を使用してデータの暗号化をサポートします。AWS サービスが
AWS KMS と統合されている場合は、アカウントで AWS KMS keys を使用して、サービスがユーザーの代
わりに受信、保存、管理するデータを保護できます。AWS KMS と統合されている AWS サービスの完全
なリストについては、AWS サービス統合を参照してください。
次のトピックでは、サービスがサポートするKMS キー、データキーの管理方法、必要なアクセス許可、ア
カウント内で各サービスの KMS キーの使用を追跡する方法などを含む、特定のサービスが AWS KMS を
使用する方法の詳細を説明します。

Important
AWS KMS と統合された AWS のサービスは、データの暗号化に対称暗号化 KMS キーのみを使
用します。これらのサービスは、非対称 KMS キーを使用する暗号化をサポートしません。KMS
キーが対称か非対称かを判断する方法については、非対称 KMS キーの識別 (p. 331) を参照して
ください。
トピック
• AWS CloudTrail で AWS KMS を使用する方法 (p. 475)
• Amazon DynamoDB が AWS KMS を使用する方法 (p. 480)
• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) が AWS KMS を使用する方法 (p. 490)
• Amazon Elastic Transcoder が AWS KMS を使用する方法 (p. 492)
• Amazon EMR が AWS KMS を使用する方法 (p. 497)
• AWS Nitro Enclaves が AWS KMS を使用する方法 (p. 500)
• Amazon Redshift が AWS KMS を使用する方法 (p. 503)
• Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) が AWS KMS を使用する方法 (p. 504)
• AWS Secrets Manager で AWS KMS を使用する方法 (p. 505)
• Amazon Simple Email Service (Amazon SES) が AWS KMS を使用する方法 (p. 506)
• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) が AWS KMS を使用する方法 (p. 508)
• AWS Systems Manager Parameter Store が AWS KMS を使用する方法 (p. 509)
• Amazon WorkMail が AWS KMS を使用する方法 (p. 518)
• WorkSpaces が AWS KMS を使用する方法 (p. 525)

AWS CloudTrail で AWS KMS を使用する方法
AWS CloudTrail を使用して、AWS API コールおよび AWS アカウント のその他のアクティビティを記録
したり、選択した Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのログファイルに記録した情
報を保存したりできます。デフォルトでは、CloudTrail によって S3 バケットに配信されるログファイル
は、Amazon S3 マネージド暗号化キーによるサーバー側の暗号化 (SSE-S3) を使用して暗号化されます。
ただし、その代わりに KMS キーによるサーバー側の暗号化 (SSE-KMS) の使用を選択することもできま
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す。AWS KMS を使用して CloudTrail ログファイルを暗号化する方法については、「AWS CloudTrail ユー
ザーガイド」の「AWS KMS keys による CloudTrail ログファイルの暗号化 (SSE-KMS)」を参照してくだ
さい。

Important
AWS CloudTrail および Amazon S3 は、対称 AWS KMS keys (p. 6) のみをサポートします。非
対称 KMS キー (p. 325)を使用して CloudTrail ログを暗号化することはできません。KMS キーが
対称か非対称かを判断する方法については、非対称 KMS キーの識別 (p. 331) を参照してくださ
い。
CloudTrail では、SSE-KMS キーで暗号化されたログファイルで読み取りまたは書き込みをする場合、キー
利用料金は発生しません。ただし、SSE-KMS キーで暗号化された CloudTrail ログファイルにアクセスす
る場合は、キー利用料金が発生します。AWS KMS の料金については、AWS Key Management Service
の料金を参照してください。CloudTrail 料金の詳細については、AWS CloudTrail ユーザーガイドの AWS
CloudTrail の料金および管理コストを参照してください。
トピック
• KMS キーを使用するタイミングについて (p. 476)

KMS キーを使用するタイミングについて
AWS KMS を使用した CloudTrail ログファイルの暗号化は、AWS KMS key によるサーバー側の暗号
化 (SSE-KMS) と呼ばれる Amazon S3 機能を基盤としています。SSE-KMS に関する詳細は、本ガイド
の「Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) が AWS KMS を使用する方法 (p. 508)」、または
「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の「KMS キーによるサーバー側の暗号化 (SSE-KMS)
を使用したデータの保護」を参照してください。
SSE-KMS を使用してログファイルを暗号化するように AWS CloudTrail を設定すると、CloudTrail と
Amazon S3 はそれらのサービスで特定のアクションを実行するときに AWS KMS keys を使用します。以
下のセクションでは、これらのサービスが KMS キーをいつ、どのように使用するかについて説明し、こ
の説明を検証するために使用できる追加情報を示します。
CloudTrail と Amazon S3 が KMS キーを使用する原因となるアクション
• AWS KMS key でログファイルを暗号化するように CloudTrail を設定する (p. 476)
• CloudTrail は S3 バケットにログファイルを格納します (p. 477)
• S3 バケットから暗号化されたログファイルを取得する (p. 479)

AWS KMS key でログファイルを暗号化するように CloudTrail を
設定する
KMS キーを使用するように CloudTrail の設定を更新すると、CloudTrail は AWS KMS に
GenerateDataKey リクエストを送信して、KMS キーが存在し、CloudTrail が KMS キーを暗号化に使用
する許可を持っていることを検証します。CloudTrail は、結果のデータキーを使用しません。
GenerateDataKey リクエストには、暗号化コンテキスト (p. 20)の次の情報が含まれています。
• CloudTrail トレイルの Amazon リソースネーム（ARN）
• S3 バケットの ARN と CloudTrail ログファイルが配信されるパス
GenerateDataKey リクエストの結果、CloudTrail ログに次の例のようなエントリが作成されます。この
ようなログエントリが表示された場合は、CloudTrail (
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レーション (
キー (

) を特定の追跡 (

) のために呼び出したことを特定できます。AWS KMS は特定の KMS

) でデータキーを作成します。

Note
次のログエントリの例に示されているコールアウトの一部を表示するには、右にスクロールする
必要があります。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::086441151436:user/AWSCloudTrail",
"accountId": "086441151436",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"userName": "AWSCloudTrail",
"sessionContext": {"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2015-11-11T21:15:33Z"
}},
"invokedBy": "internal.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2015-11-11T21:15:33Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "internal.amazonaws.com",
"userAgent": "internal.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"keyId": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/ExampleAliasForCloudTrailKMS key",
"encryptionContext": {
"aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:111122223333:trail/Default",
"aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::example-bucket-for-CT-logs/AWSLogs/111122223333/"
},
"keySpec": "AES_256"

},
"responseElements": null,
"requestID": "581f1f11-88b9-11e5-9c9c-595a1fb59ac0",
"eventID": "3cdb2457-c035-4890-93b6-181832b9e766",
"readOnly": true,
"resources": [{
"ARN": "arn:aws:kms:us-

west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}],
"eventType": "AwsServiceEvent",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

CloudTrail は S3 バケットにログファイルを格納します
CloudTrail が S3 バケットにログファイルを格納するたびに、Amazon S3 は CloudTrail に代わって AWS
KMS に GenerateDataKey リクエストを送信します。このリクエストに応じて、AWS KMS は一意の
データキーを生成し、データキーの 2 つのコピーを Amazon S3 に送信します。1 つはプレーンテキスト
で、もう 1 つは指定された KMS キーで暗号化されます。Amazon S3 は、プレーンテキストデータキーを
使用して CloudTrail ログファイルを暗号化し、使用後できるだけ早くプレーンテキストデータキーをメモ
リから削除します。Amazon S3 は、暗号化されたデータキーをメタデータとして暗号化された CloudTrail
ログファイルとともに保存します。
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GenerateDataKey リクエストには、暗号化コンテキスト (p. 20)の次の情報が含まれています。
• CloudTrail トレイルの Amazon リソースネーム（ARN）
• S3 オブジェクトの ARN（CloudTrail ログファイル）
GenerateDataKey リクエストごとに、CloudTrail ログに次の例のようなエントリが作成されます。この
ようなログエントリが表示された場合は、CloudTrail (
レーション (

) を特定の追跡 (

)が AWS KMS (

) GenerateDataKey オペ

) のために呼び出して、特定のログファイル (

特定できます。AWS KMS は特定の KMS キー (
キーを作成します。

) を保護したことを

) で、同じログエントリの中で 2 回表示されるデータ

Note
次のログエントリの例に示されているコールアウトの一部を表示するには、右にスクロールする
必要があります。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROACKCEVSQ6C2EXAMPLE:i-34755b85",
"arn": "arn:aws:sts::086441151436:assumed-role/AWSCloudTrail/i-34755b85",
"accountId": "086441151436",
"accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2015-11-11T20:45:25Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::086441151436:role/AWSCloudTrail",
"accountId": "086441151436",
"userName": "AWSCloudTrail"
}
},
"invokedBy": "internal.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2015-11-11T21:15:58Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "internal.amazonaws.com",
"userAgent": "internal.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"encryptionContext": {

"aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:111122223333:trail/Default",
"aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::example-bucket-for-CT-logs/
AWSLogs/111122223333/CloudTrail/us-west-2/2015/11/11/111122223333_CloudTrail_uswest-2_20151111T2115Z_7JREEBimdK8d2nC9.json.gz"
},
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"keySpec": "AES_256"
},
"responseElements": null,
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"requestID": "66f3f74a-88b9-11e5-b7fb-63d925c72ffe",
"eventID": "7738554f-92ab-4e27-83e3-03354b1aa898",
"readOnly": true,
"resources": [{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}],
"eventType": "AwsServiceEvent",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

S3 バケットから暗号化されたログファイルを取得する
S3 バケットから暗号化された CloudTrail ログファイルを取得するたびに、Amazon S3 はユーザーの代
わりに AWS KMS に Decrypt リクエストを送信し、ログファイルの暗号化されたデータキーを復号しま
す。このリクエストに応じて、AWS KMS は KMS キーを使用してデータキーを復号し、プレーンテキス
トのデータキーを Amazon S3 に送信します。Amazon S3 は、プレーンテキストデータキーを使用して
CloudTrail ログファイルを復号化し、使用後できるだけ早くプレーンテキストデータキーをメモリから削
除します。
Decrypt リクエストには、暗号化コンテキスト (p. 20)の次の情報が含まれています。
• CloudTrail トレイルの Amazon リソースネーム（ARN）
• S3 オブジェクトの ARN（CloudTrail ログファイル）
Decrypt リクエストごとに、CloudTrail ログに次の例のようなエントリが作成されます。このようなログ
エントリが表示された場合は、(AWS アカウント) AWS KMS の IAM ユーザーが
レーション (

) を特定の追跡 (

) および特定のログファイル (

きます。AWS KMS は特定の KMS キー (

(

) Decrypt オペ

) のために呼び出したことを特定で

) で、データキーを復号します。

Note
次のログエントリの例に示されているコールアウトの一部を表示するには、右にスクロールする
必要があります。
{

"eventVersion": "1.02",
"userIdentity": {
"type": "IAMUser",
"principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/cloudtrail-admin",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"userName": "cloudtrail-admin",
"sessionContext": {"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2015-11-11T20:48:04Z"
}},
"invokedBy": "signin.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2015-11-11T21:20:52Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "internal.amazonaws.com",
"userAgent": "internal.amazonaws.com",
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"requestParameters": {
"encryptionContext": {
"aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:111122223333:trail/Default",
"aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::example-bucket-for-CT-logs/
AWSLogs/111122223333/CloudTrail/us-west-2/2015/11/11/111122223333_CloudTrail_uswest-2_20151111T2115Z_7JREEBimdK8d2nC9.json.gz"
}
},
"responseElements": null,
"requestID": "16a0590a-88ba-11e5-b406-436f15c3ac01",
"eventID": "9525bee7-5145-42b0-bed5-ab7196a16daa",
"readOnly": true,
"resources": [{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

Amazon DynamoDB が AWS KMS を使用する方法
Amazon DynamoDB は、完全マネージド型のスケーラブルな NoSQL データベースサービスで
す。DynamoDB は AWS Key Management Service (AWS KMS) と統合され、サーバー側の暗号化機能であ
る保管時の暗号化をサポートします。
保存時の暗号化, を使用すると、DynamoDB は、テーブルがディスクに永続化されるたびに、プライマリ
キー、ローカルセカンダリインデックスおよびグローバル セカンダリインデックス, など、DynamoDB
テーブル内のすべての顧客データを透過的に暗号化します。(テーブルにソートキーが存在する場合、範
囲の境界線を示すソートキーの一部が、プレーンテキスト形式でテーブルメタデータに保存されます。)
テーブルにアクセスすると、DynamoDB はテーブルのデータを透過的に復号化します。暗号化されたテー
ブルの使用あるいは管理のためにアプリケーションを変更する必要はありません。
保管時の暗号化では、これらのオブジェクトが耐久性のあるメディアに保存されるたびに、 DynamoDB
Streams、グローバルテーブル、および バックアップ も保護されます。このトピックではテーブルを取り
上げていますが、その内容はこれらのオブジェクトにも当てはまります。
すべての DynamoDB テーブルが暗号化されます。新規のテーブルでも既存のテーブルでも、暗号化を有
効または無効にするオプションはありません。デフォルトでは、すべてのテーブルは DynamoDB サービ
スアカウントの AWS 所有のキー で暗号化されます。ただし、テーブルの一部またはすべてを暗号化す
るオプションを、カスタマーマネージドキー (p. 5)またはアカウントの DynamoDB の AWS マネージド
キー (p. 5) から選択できます。

Note
2018 年 11 月以前、保管時の暗号化は DynamoDB の AWS マネージドキー のみをサポートす
るオプション機能でした。いずれかの DynamoDB テーブルで保存時の暗号化を有効にした場
合、AWS Management Console または UpdateTable オペレーションを使用してカスタマーマ
ネージドキーまたは AWS 所有のキー に切り替える場合を除き、それらは AWS マネージドキー
で暗号化され続けます。

DynamoDB のクライアント側の暗号化
サーバー側の暗号化機能である保管時の暗号化に加えて、AWS は Amazon DynamoDB 暗号化クライアン
トを提供しています。このクライアント側の暗号化ライブラリは、DynamoDB に送信する前のテーブル
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データの保護を有効にします。サーバー側の暗号化では、TLS が HTTPS 接続経由で転送中のデータを暗
号化します。データは DynamoDB エンドポイントで復号されてから、DynamoDB に保管される前に再度
暗号化されます。クライアント側の暗号化は、データのソースから DynamoDB でのストレージを経由し
てユーザーに戻されるまで、データに対するエンドツーエンドの保護を提供します。
DynamoDB 暗号化クライアントは、保管時の暗号化と共に使用できます。この戦略が DynamoDB データ
に適しているかどうかを判断するには、「クライアント側またはサーバー側の暗号化」を参照してくださ
い。 『 Amazon DynamoDB 暗号化クライアントデベロッパーガイド』を参照してください。
トピック
• KMS キーとデータキーを使用する (p. 481)
• KMS キーの使用を認可する (p. 483)
• DynamoDB 暗号化コンテキスト (p. 486)
• DynamoDB の AWS KMS との対話をモニタリングする (p. 487)

KMS キーとデータキーを使用する
DynamoDB の保存時の暗号化機能は、AWS KMS key およびデータキーの階層を使用してテーブルのデー
タを保護します。DynamoDB は、同じキー階層を使用して、DynamoDB Streams、グローバルテーブル、
およびバックアップが耐久性のあるメディアに書き込まれるときに保護します。
AWS KMS key
保存時の暗号化機能は、AWS KMS key の DynamoDB テーブルを保護します。デフォルトで
は、DynamoDB は AWS 所有のキー (p. 6) (DynamoDB サービスアカウントで作成および管理され
るマルチテナントキー) を使用します。ただし、DynamoDB テーブルは、カスタマーマネージド
キ (p. 5)または AWS アカウント の DynamoDB (aws/dynamodb) 用 AWS マネージドキー (p. 5) で暗
号化できます。テーブルごとに異なる KMS キーを選択できます。テーブル用に選択した KMS キー
も、ローカルおよびグローバルのセカンダリインデックス、ストリーム、バックアップの暗号化に使
用されます。
テーブルを作成または更新するときは、テーブル用の KMS キーを選択します。テーブル用 KMS キー
は、DynamoDB コンソールで、または UpdateTable オペレーションを使用していつでも変更できま
す。キーの切り替えプロセスはシームレスであり、ダウンタイムやサービスの低下を必要としませ
ん。

Important
DynamoDB は、対称KMS キー (p. 6)のみをサポートします。非対称 KMS キー (p. 325)を使
用して DynamoDB テーブルを暗号化することはできません。KMS キーが対称か非対称かを
判断する方法については、非対称 KMS キーの識別 (p. 331) を参照してください。
カスタマーマネージドキーを使用して次の機能を取得します。
• KMS キーを作成および管理します。これには、キーポリシー (p. 163)および IAM ポリ
シー (p. 184)の設定、KMS キーへのアクセスを制御するグラント (p. 195)が含まれます。KMS キー
の有効化または無効化 (p. 78)、自動キーローテーション (p. 79)の有効化または無効化、使用しなく
なった KMS キーの削除 (p. 143)を実行できます。
• インポートされたキーマテリアル (p. 390)を持つカスタマーマネージドキー、またはユーザーが所
有して管理するカスタムキーストア (p. 407)で、カスタマーマネージドキーを使用できます。
• DynamoDB テーブルの暗号化と復号を監査するには、 AWS CloudTrail ログ (p. 487)で AWS KMS
への DynamoDB API コールを調べます。
次のいずれかの機能が必要なときは、AWS マネージドキー を使用します。
• KMS キーを表示し (p. 48)、そのキーポリシーを表示 (p. 177)できます。(キーポリシーの変更はで
きません)。
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• DynamoDB テーブルの暗号化と復号を監査するには、 AWS CloudTrail ログ (p. 487)で AWS KMS
への DynamoDB API コールを調べます。
ただし、AWS 所有のキー は無料で、その使用は AWS KMS リソースクォータまたはリクエスト
クォータ (p. 463)に対してカウントされません。カスタマーマネージドキーおよび AWS マネージド
キー には、API コールごとに料金が発生し、これらの KMS キーには AWS KMS クォータが適用され
ます。
テーブルキー
DynamoDB は、テーブルの KMS キーを使用して、テーブルキーと呼ばれるテーブルの一意のデータ
キー (p. 7)を生成して暗号化します。テーブルキーは、暗号化されたテーブルの存続期間中は保持され
ます。
テーブルキーは、キー暗号化キーとして使用されます。DynamoDB は、このテーブルキーを使用し
て、テーブルデータの暗号化に使用されるデータ暗号化キーを保護します。DynamoDB は、テーブル
内の基礎となる各構造に対して一意のデータ暗号化キーを生成しますが、複数のテーブル項目が同じ
データ暗号化キーで保護される場合があります。

暗号化されたテーブルに最初にアクセスすると、DynamoDB は、KMS キーを使用してテーブルキー
を復号するリクエストを AWS KMS に送信します。その後、プレーンテキストテーブルキーを使用し
てデータ暗号化キーを復号化し、プレーンテキストデータ暗号化キーを使用してテーブルデータを復
号化します。
DynamoDB は AWS KMS の外部でテーブルキーとデータ暗号化キーを保存して使用します。これに
よって、Advanced Encryption Standard (AES) 暗号化および 256 ビット暗号化キーのすべてのキーが
保護されます。続いて、暗号化されたキーを暗号化されたデータと一緒に保存します。これらのキー
およびデータは、必要なときにテーブルデータの暗号化に使用できます。
テーブルの KMS キーを変更すると、DynamoDB は新しいテーブルキーを生成します。次に、新しい
テーブルキーを使用してデータ暗号化キーの再暗号化が行われます。
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テーブルキーのキャッシュ
DynamoDB オペレーションごとに AWS KMS を呼び出さないように、DynamoDB は各接続のプレー
ンテキストのテーブルキーをメモリにキャッシュします。DynamoDB では、キャッシュしたテーブル
キーが 5 分間非アクティブ状態であった後にリクエストを取得すると、AWS KMS に新しいリクエス
トを送信してテーブルキーを復号します。この呼び出しは、テーブルキーの復号を求める前回のリク
エスト以降に AWS KMS または AWS Identity and Access Management (IAM) で KMS キーのアクセス
ポリシーに加えられた変更をすべてキャプチャします。

KMS キーの使用を認可する
DynamoDB テーブルを保護するために、アカウントでカスタマーマネージドキー (p. 5)または AWS マ
ネージドキー (p. 5) を使用する場合は、その KMS キーのポリシーが DynamoDB に、ユーザーに代わって
キーを使用する許可を付与する必要があります。DynamoDB の AWS マネージドキー の認可コンテキスト
には、そのキーポリシーとそれを使用するアクセス許可を委任するグラントが含まれます。
AWS マネージドキー はアカウントにあり、そのポリシーとグラントを表示できるため、カスタマーマ
ネージドキーのポリシーとグラントを完全に制御することができます。ただし、AWS によって管理されて
いるため、ポリシーを変更することはできません。
DynamoDBでは、デフォルトの AWS 所有のキー (p. 3) を使用して AWS アカウント の DynamoDB テーブ
ルを保護するための追加の認可は不要です。
トピック
• AWS マネージドキー のキーポリシー (p. 483)
• カスタマーマネージドキーのキーポリシー (p. 484)
• グラントを使用した DynamoDB の承認 (p. 485)

AWS マネージドキー のキーポリシー
DynamoDB は、DynamoDB リソースにアクセスしているユーザーの代わりに、暗号化オペレーションで
DynamoDB (aws/dynamodb) の AWS マネージドキー (p. 5) を使用します。AWS マネージドキー のキー
ポリシーはアカウントのすべてのユーザーに、指定されたオペレーションで AWS マネージドキー を使用
する許可を付与します。ただし、アクセス許可が付与されるのは、DynamoDB がユーザーの代わりにリ
クエストを行う場合のみです。キーポリシーの ViaService 条件 (p. 253)では、リクエストが DynamoDB
サービスで発生しない限り、ユーザーに AWS マネージドキー の使用を許可しません。
このキーポリシーは、すべての AWS マネージドキー のポリシーと同様に、AWS によって確立されま
す。このポリシーを変更することはできませんが、いつでも表示できます。詳細については、「キーポリ
シーの表示 (p. 177)」を参照してください。
このキーポリシーのポリシーステートメントには次の効果があります。
• リクエストがユーザーの代わりに DynamoDB から送信された場合、アカウントのユーザーが
DynamoDB の AWS マネージドキー を暗号化オペレーションで使用することを許可します。また、この
ポリシーはユーザーに KMS キーのグラントの作成 (p. 485)も許可します。
• 認可された IAM がアカウントで DynamoDB の AWS マネージドキー のプロパティを表示
し、DynamoDB の KMS キー使用を許可するグラントを取り消すことができるようにしま
す。DynamoDB は、継続的なメンテナンス操作にグラント (p. 485)を使用します。
• DynamoDB が読み取り専用オペレーションを実行して、アカウントで DynamoDB の AWS マネージド
キー を検索できるようにします。

{
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"Version" : "2012-10-17",
"Id" : "auto-dynamodb-1",
"Statement" : [ {
"Sid" : "Allow access through Amazon DynamoDB for all principals in the account that
are authorized to use Amazon DynamoDB",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "*"
},
"Action" : [ "kms:Encrypt", "kms:Decrypt", "kms:ReEncrypt*", "kms:GenerateDataKey*",
"kms:CreateGrant", "kms:DescribeKey" ],
"Resource" : "*",
"Condition" : {
"StringEquals" : {
"kms:CallerAccount" : "111122223333",
"kms:ViaService" : "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com"
}
}
}, {
"Sid" : "Allow direct access to key metadata to the account",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action" : [ "kms:Describe*", "kms:Get*", "kms:List*", "kms:RevokeGrant" ],
"Resource" : "*"
}, {
"Sid" : "Allow DynamoDB Service with service principal name dynamodb.amazonaws.com to
describe the key directly",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"Service" : "dynamodb.amazonaws.com"
},
"Action" : [ "kms:Describe*", "kms:Get*", "kms:List*" ],
"Resource" : "*"
} ]

}

カスタマーマネージドキーのキーポリシー
カスタマーマネージドキー (p. 5)を選択して DynamoDB テーブルを保護する際、DynamoDB は、選択を
行うプリンシパルの代わりに KMS キーを使用するアクセス許可を取得します。そのプリンシパル、ユー
ザー、ロールは、DynamoDB に必要な KMS キーに対するアクセス許可を持っている必要があります。こ
れらの許可は、キーポリシー (p. 163)、IAM ポリシー (p. 184)、またはグラント (p. 195)で指定できます。
DynamoDB には、少なくとも、カスタマーマネージドキーに対する次のアクセス許可が必要です。
• kms:Encrypt
• kms:Decrypt
• kms:ReEncrypt* (for kms:ReEncryptFrom および kms:ReEncryptTo 向け)
• kms:GenerateDataKey* (for kms:GenerateDataKey および kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext 向け)
• kms:DescribeKey
• kms:CreateGrant
例えば、次のキーポリシーの例では、必要なアクセス許可のみを提供します。このポリシーには、以下の
影響があります。
• DynamoDB が、DynamoDB の使用許可を持つアカウントのプリンシパルの代わりに動作している場合
にのみ、DynamoDB が暗号化オペレーションで KMS キーを使用し、グラントを作成することを許可し
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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に DynamoDB を使用する権限がない場合、
呼び出しは DynamoDB サービスからのものであっても失敗します。
• KMS: viaService 条件キーでは、ポリシ (p. 253) ーステートメントにリストされているプリンシパルの
代わりに DynamoDB からリクエストが送信された場合にのみアクセス許可が許可されます。これらの
プリンシパルは、これらのオペレーションを直接呼び出すことはできません。 kms:ViaService 値は
dynamodb.*.amazonaws.com, 、Region の位置にアスタリスク (*) が付いていることに注意してくだ
さい。DynamoDB では、クロスリージョン呼び出しを実行して DynamoDB グローバルテーブルをサ
ポートできるように、特定の AWS リージョン から独立したアクセス許可が必要です。
• KMS キー管理者 (db-team ロールを引き受けることができるユーザー) に、KMS キーへの読み取
り専用アクセス許可、およびグラント (テーブルを保護するために DynamoDB が必要とするグラン
ト (p. 485)を含む) を取り消す許可を付与します。
サンプルキーポリシーを使用する前に、サンプルプリンシパルを AWS アカウント の実際のプリンシパル
に置き換えます。
{

"Id": "key-policy-dynamodb",
"Version":"2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid" : "Allow access through Amazon DynamoDB for all principals in the account that
are authorized to use Amazon DynamoDB",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/db-lead"},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey",
"kms:CreateGrant"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"kms:ViaService" : "dynamodb.*.amazonaws.com"
}
}
},
{
"Sid": "Allow administrators to view the KMS key and revoke grants",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:role/db-team"
},
"Action": [
"kms:Describe*",
"kms:Get*",
"kms:List*",
"kms:RevokeGrant"
],
"Resource": "*"
}
]

}

グラントを使用した DynamoDB の承認
キーポリシーに加えて、DynamoDB は DynamoDB (aws/dynamodb) のためにカスタマーマネージドキー
または AWS マネージドキー の許可を設定するためのグラントを使用します。アカウントの KMS キーの
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グラントを表示するには、ListGrants 操作を使用します。DynamoDB では、AWS 所有のキー (p. 6) を使
用してテーブルを保護するために、グラントや追加のアクセス許可は必要ありません。
DynamoDB は、バックグラウンドシステムメンテナンスと継続的なデータ保護タスクを実行するときに、
許可を付与します。また、テーブルキー (p. 481)の生成にグラントを使用します。
各グラントは、テーブルに固有です。アカウントに同じ KMS キーで暗号化された複数のテーブルがある
場合、テーブルごとに各タイプのグラントがあります。グラントは、テーブル名と AWS アカウント ID を
含む DynamoDB 暗号化コンテキスト (p. 486)によって制約を受けます。また、グラントには、それが不
要になった場合にグラントを使用停止にする許可が含まれます。
グラントを作成するには、DynamoDB に、暗号化されたテーブルを作成したユーザーに代わって
CreateGrant を呼び出すための許可が必要です。AWS マネージドキー では、DynamoDB が認可され
たユーザーの代わりにリクエストを行う場合にのみ、アカウントのユーザーに KMS キーで CreateGrant
の呼び出しを許可するキーポリシー (p. 483)からの kms:CreateGrant 許可を DynamoDB が取得しま
す。
キーポリシーは、アカウントが KMS キーのグラントを取り消すことも許可できます。ただし、アクティ
ブな暗号化されたテーブルのグラントを取り消すと、DynamoDB はテーブルを保護および維持できなくな
ります。

DynamoDB 暗号化コンテキスト
暗号化コンテキスト (p. 20) は､一連のキーと値のペアを含む任意非シークレットデータです。データを暗
号化するリクエストに暗号化コンテキストを組み込むと、AWS KMS は暗号化コンテキストを暗号化され
たデータに暗号化してバインドします。データを復号化するには、同じ暗号化コンテキストに渡す必要が
あります。
DynamoDB は、すべての AWS KMS 暗号化オペレーションで同じ暗号化コンテキストを使用します。カ
スタマーマネージドキー (p. 5)または AWS マネージドキー (p. 5) を使用して DynamoDB テーブルを保護
する場合、暗号化コンテキストを使用して監査レコードやログにおける KMS キーの使用を特定すること
ができます。これは、AWS CloudTrail や Amazon CloudWatch Logs などのログにもプレーンテキストで
表示されます。
また、暗号化コンテクストはポリシーとグラントの認証用の条件としても使用できます。DynamoDB は暗
号化コンテキストを使用して、アカウントとリージョンのカスタマーマネージドキーまたは AWS マネー
ジドキー へのアクセスを許可するグラント (p. 485)を制限します。
DynamoDB は AWS KMS へのリクエストで、2 つのキーバリューペアを持つ暗号化コンテキストを使用し
ます。
"encryptionContextSubset": {
"aws:dynamodb:tableName": "Books"
"aws:dynamodb:subscriberId": "111122223333"
}

• テーブル — 最初のキーと値のペアは、DynamoDB が暗号化しているテーブルを識別します。キー
は、aws:dynamodb:tableName です。この値は、テーブルの名前です。
"aws:dynamodb:tableName": "<table-name>"

以下はその例です。
"aws:dynamodb:tableName": "Books"

• アカウント － 2 番目のキーバリューペアは、AWS アカウント を識別します。キー
は、aws:dynamodb:subscriberId です。値は、アカウント ID です。
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"aws:dynamodb:subscriberId": "<account-id>"

以下はその例です。
"aws:dynamodb:subscriberId": "111122223333"

DynamoDB の AWS KMS との対話をモニタリングす
る
カスタマーマネージドキー (p. 5)または AWS マネージドキー (p. 5) を使用して DynamoDB テーブルを保
護する場合は、AWS CloudTrail ログを使用して、DynamoDB がユーザーに代わって AWS KMS に送信す
るリクエストを追跡することができます。
このセクションでは、GenerateDataKey、Decrypt、および CreateGrant リクエストを説明します。
さらに、DynamoDB は DescribeKey オペレーションを使用して、選択した KMS キーがアカウントとリー
ジョンに存在するかどうかを判断します。また、 RetireGrant 操作を使用して、テーブルを削除するとき
にグラントを削除します。
GenerateDataKey
テーブルで保存時の暗号化を有効にすると、DynamoDB は一意のテーブルキーを作成します。ま
た、GenerateDataKey リクエストを、テーブルの KMS キーを指定する AWS KMS に送信します。
GenerateDataKey 演算を記録するイベントは、次のようなサンプルイベントになります。ユーザー
は DynamoDB サービスアカウントです。パラメータには、KMS キーの Amazon リソースネーム
(ARN)、256 ビットキーを必要とするキー指定子、テーブルと AWS アカウント を識別する暗号化コ
ンテキスト (p. 486)が含まれます。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AWSService",
"invokedBy": "dynamodb.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2018-02-14T00:15:17Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "GenerateDataKey",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "dynamodb.amazonaws.com",
"userAgent": "dynamodb.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"encryptionContext": {
"aws:dynamodb:tableName": "Services",
"aws:dynamodb:subscriberId": "111122223333"
},
"keySpec": "AES_256",
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
"responseElements": null,
"requestID": "229386c1-111c-11e8-9e21-c11ed5a52190",
"eventID": "e3c436e9-ebca-494e-9457-8123a1f5e979",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
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"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key"

}

}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333",
"sharedEventID": "bf915fa6-6ceb-4659-8912-e36b69846aad"

Decrypt
暗号化された DynamoDB テーブルにアクセスする場合、DynamoDB はテーブルキーを復号化して、
階層内でその下にあるキーを復号化できるようにする必要があります。次に、テーブル内のデータ
を復号化します。テーブルキーを復号化するには、次が実行されます。DynamoDB は、テーブルの
KMS キーを指定する復号リクエストを AWS KMS に送信します。
Decrypt 演算を記録するイベントは、次のようなサンプルイベントになります。ユーザーは、テーブ
ルにアクセスしている AWS アカウント のプリンシパルです。パラメータには、暗号化されたテーブ
ルキー (暗号化テキストの blob として)、およびテーブルと AWS アカウント を識別する暗号化コンテ
キスト (p. 486)が含まれます。AWS KMS は、暗号化テキストから KMS キーの ID を取得します。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:user01",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/user01",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2018-02-14T16:42:15Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROAIGDT3HGFQZX4RY6RU",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
"accountId": "111122223333",
"userName": "Admin"
}
},
"invokedBy": "dynamodb.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2018-02-14T16:42:39Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "dynamodb.amazonaws.com",
"userAgent": "dynamodb.amazonaws.com",
"requestParameters":
{
"encryptionContext":
{
"aws:dynamodb:tableName": "Books",
"aws:dynamodb:subscriberId": "111122223333"
}
},
"responseElements": null,
"requestID": "11cab293-11a6-11e8-8386-13160d3e5db5",
"eventID": "b7d16574-e887-4b5b-a064-bf92f8ec9ad3",
"readOnly": true,
"resources": [
{
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"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

CreateGrant
カスタマーマネージドキー (p. 5)または AWS マネージドキー (p. 5) を使用して DynamoDB テー
ブルを保護する場合、DynamoDB はグラント (p. 485)を使用して、サービスが継続的なデータ保
護、メンテナンス、耐久性のタスクを実行できるようにします。これらのグラントは、AWS 所有の
キー (p. 6) では不要です。
DynamoDB が作成するグラントは、テーブルに固有です。CreateGrant リクエストのプリンシパル
は、テーブルを作成したユーザーです。
CreateGrant 演算を記録するイベントは、次のようなサンプルイベントになります。パラメータに
は、テーブルの KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)、被付与者プリンシパルと使用停止プリ
ンシパル (DynamoDB サービス)、グラントの対象となるオペレーションが含まれます。また、指定さ
れた暗号化コンテキスト (p. 486)を使用するすべての暗号化オペレーションを必要とする制約も含ま
れています。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity":
{
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE:user01",
"arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/user01",
"accountId": "111122223333",
"accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2018-02-14T00:12:02Z"
},
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROAIGDTESTANDEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
"accountId": "111122223333",
"userName": "Admin"
}
},
"invokedBy": "dynamodb.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2018-02-14T00:15:15Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "CreateGrant",
"awsRegion": "us-west-2",
"sourceIPAddress": "dynamodb.amazonaws.com",
"userAgent": "dynamodb.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"keyId": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"retiringPrincipal": "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com",
"constraints": {
"encryptionContextSubset": {
"aws:dynamodb:tableName": "Books",
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}

"aws:dynamodb:subscriberId": "111122223333"

},
"granteePrincipal": "dynamodb.us-west-2.amazonaws.com",
"operations": [
"DescribeKey",
"GenerateDataKey",
"Decrypt",
"Encrypt",
"ReEncryptFrom",
"ReEncryptTo",
"RetireGrant"
]

},
"responseElements": {
"grantId": "5c5cd4a3d68e65e77795f5ccc2516dff057308172b0cd107c85b5215c6e48bde"
},
"requestID": "2192b82a-111c-11e8-a528-f398979205d8",
"eventID": "a03d65c3-9fee-4111-9816-8bf96b73df01",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333"
}

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) が AWS
KMS を使用する方法
このトピックでは、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) が AWS KMS を使用してボリュームとス
ナップショットを暗号化する方法の詳細を説明します。Amazon EBS ボリュームの暗号化に関する基本的
な手順については、「Amazon EBS 暗号化」を参照してください。
トピック
• Amazon EBS 暗号化 (p. 490)
• KMS キーとデータキーを使用する (p. 491)
• Amazon EBS 暗号化コンテキスト (p. 491)
• Amazon EBS 障害の検出 (p. 492)
• AWS CloudFormation を使用して、暗号化された Amazon EBS ボリュームを作成する (p. 492)

Amazon EBS 暗号化
暗号化された Amazon EBS ボリューム をサポートされている Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon
EC2）インスタンスタイプ にアタッチすると、ボリュームに保存されたデータ、ディスク I/O、ボリュー
ムから作成されたスナップショットはすべて暗号化されます。暗号化は、Amazon EC2 インスタンスをホ
ストするサーバーで行われます。
この機能は、すべての Amazon EBS ボリュームタイプでサポートされています。暗号化されたボリューム
には、他のボリュームにアクセスする場合と同じ方法でアクセスできます。暗号化と復号化は透過的に処
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理され、ユーザー、EC2 インスタンス、アプリケーションからの追加アクションは不要です。暗号化され
たボリュームのスナップショットは自動的に暗号化され、暗号化されたスナップショットから作成された
ボリュームも、自動的に暗号化されます。
EBS ボリュームの暗号化ステータスは、ボリュームの作成時に決定されます。既存のボリュームの暗号
化ステータスを変更することはできません。ただし、暗号化されたボリュームと暗号化されていないボ
リューム間で データを移行 し、スナップショットのコピー中に新しい暗号化ステータスを適用できます。
Amazon EBS では、デフォルトでオプションの暗号化がサポートされています。AWS アカウント および
リージョン内のすべての新しい EBS ボリュームとスナップショットコピーに対して自動的に暗号化を有効
にすることができます。この構成設定は、既存のボリュームやスナップショットには影響しません。詳細
については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドのデフォルトでの暗号化または Windows
インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドを参照してください。

KMS キーとデータキーを使用する
暗号化 Amazon EBS ボリュームを作成するときは、AWS KMS key を指定します。デフォルトで
は、Amazon EBS はアカウント (aws/ebs) の Amazon EBS 用 AWS マネージドキー (p. 5) を使用しま
す。ただし、ユーザーは作成および管理するカスタマーマネージドキー (p. 5)を指定することができます。
カスタマーマネージドキーを使用するには、ユーザーに代わって KMS キーを使用する許可を Amazon
EBS に付与する必要があります。必要なアクセス許可のリストについては、Linux インスタンス用
Amazon EC2 ユーザーガイドの IAM ユーザーのアクセス許可または Windows インスタンス用 Amazon
EC2 ユーザーガイドを参照してください。

Important
Amazon EBS は、対称 KMS キー (p. 6)のみをサポートします。非対称 KMS キー (p. 325)を使用
して Amazon EBS ボリュームを暗号化することはできません。KMS キーが対称か非対称かを判
断する方法については、非対称 KMS キーの識別 (p. 331) を参照してください。
Amazon EBS では、ボリュームごとに指定した KMS キーで暗号化された一意のデータキーを生成するよ
うに AWS KMS に要求します。Amazon EBS は、暗号化されたデータキーをボリュームとともに保存しま
す。次に、ボリュームを Amazon EC2 インスタンスにアタッチすると、Amazon EBS は AWS KMS を呼
び出してデータキーを復号します。Amazon EBS は、ハイパーバイザーメモリ内のプレーンテキストデー
タキーを使用して、ボリュームへのすべてのディスク I/O を暗号化します。詳細については、Linux イン
スタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの EBS 暗号化の仕組みまたは Windows インスタンス用 Amazon
EC2 ユーザーガイドを参照してください。

Amazon EBS 暗号化コンテキスト
AWS KMS への GenerateDataKeyWithoutPlaintext リクエストおよび Decrypt リクエストでは、Amazon
EBS は、リクエスト内のボリュームまたはスナップショットを識別する名前と値のペアを持つ暗号化コン
テキストを使用します。暗号化コンテキストの名前は変わりません。
暗号化コンテキスト (p. 20) は、一連のキー値のペアおよび任意非シークレットデータを含みます。データ
を暗号化するリクエストに暗号化コンテキストを組み込むと、AWS KMS は暗号化コンテキストを暗号化
されたデータに暗号化してバインドします。データを復号するには、同じ暗号化コンテキストに渡す必要
があります。
すべてのボリュームと Amazon EBS CreateSnapshot オペレーションで作成された暗号化されたスナップ
ショットの場合、Amazon EBS はボリューム ID を暗号化コンテキスト値として使用します。CloudTrail ロ
グエントリの requestParameters フィールドでは、暗号化コンテキストは次のようになります。
"encryptionContext": {
"aws:ebs:id": "vol-0cfb133e847d28be9"
}
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Amazon EC2 CopySnapshot オペレーションで作成された暗号化されたスナップショットの場
合、Amazon EBS はスナップショット ID を暗号化コンテキスト値として使用します。CloudTrail ログエン
トリの requestParameters フィールドでは、暗号化コンテキストは次のようになります。
"encryptionContext": {
"aws:ebs:id": "snap-069a655b568de654f"
}

Amazon EBS 障害の検出
暗号化された EBS ボリュームを作成するか、ボリュームを EC2 インスタンスにアタッチするに
は、Amazon EBS および Amazon EC2 インフラストラクチャで、EBS ボリュームの暗号化に指定し
た KMS キーを使用できる必要があります。KMS キーを使用できない場合 (キーステータス (p. 153)が
Enabled ではない場合など)、ボリュームの作成またはボリュームのアタッチメントは失敗します。
この場合、Amazon EBS はイベントを Amazon EventBridge (旧 CloudWatch Events) に送信して、失敗に
ついて通知します。EventBridge では、これらのイベントに応じて自動アクションをトリガーするルール
を設定できます。詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EBS の
Amazon CloudWatch Events で、特に次のセクションを参照してください。
• ボリュームのアタッチ時または再アタッチ時の無効な暗号化キー
• ボリューム作成時の無効な暗号化キー
これらの障害を修正するには、EBS ボリューム暗号化のために指定した KMS キーが有効になっている
ことを確認します。これを行うには、最初に KMS キーを表示して (p. 48)、現在のキーステータス (AWS
Management Console の Status 列) を特定します。次に、以下のリンクのいずれかで情報を確認します。
• KMS キーのキーステータスが無効になっている場合は、有効 (p. 78)にします。
• KMS キーのキーステータスがインポート保留中になっている場合は、キーマテリアルをインポー
ト (p. 393)します。
• KMS キーのキーステータスが削除保留中になっている場合は、キーの削除をキャンセル (p. 145)しま
す。

AWS CloudFormation を使用して、暗号化された
Amazon EBS ボリュームを作成する
AWS CloudFormation を使用して、暗号化された Amazon EBS ボリュームを作成できます。詳細について
は、AWS CloudFormation ユーザーガイドの AWS::EC2::Volume を参照してください。

Amazon Elastic Transcoder が AWS KMS を使用す
る方法
Amazon Elastic Transcoder を使用して、Amazon S3 バケットに格納されているメディアファイルを、コ
ンシューマー再生デバイスで必要な形式に変換できます。入力ファイルと出力ファイルの両方を暗号化し
復号することができます。以下のセクションでは、両方の処理で AWS KMS を使用する方法について説明
します。
トピック
• 入力ファイルの暗号化 (p. 493)
• 入力ファイルの復号 (p. 493)
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• 出力ファイルの暗号化 (p. 494)
• HLS のコンテンツ保護 (p. 496)
• Elastic Transcoder の暗号化コンテキスト (p. 496)

入力ファイルの暗号化
Elastic Transcoder を使用する前に、Amazon S3 バケットを作成し、そのバケットにメディアファイルを
アップロードする必要があります。アップロード前に AES クライアント側の暗号化を使用するか、アップ
ロード後に Amazon S3 サーバー側の暗号化を使用してファイルを暗号化できます。
AES を使用してクライアント側の暗号化を選択した場合、Amazon S3 にアップロードする前にファイル
を暗号化する必要があり、また、暗号化キーへの Elastic Transcoder アクセスを提供する必要がありま
す。これを行うには、対称 (p. 6) AWS KMS AWS KMS key (p. 3) を使用して、メディアファイルの暗号化
に使用した AES 暗号化キーを保護します。
サーバー側の暗号化を選択した場合、Amazon S3 がユーザーに代わってすべてのファイルを暗号化および
復号化することを許可します。Amazon S3 を設定し、3 種類の暗号化キーのうちの 1 つを使用して、ファ
イルを暗号化する一意のデータキーを保護できます。
• Amazon S3 キー。Amazon S3 が所有および管理する暗号化キー。AWS アカウント の一部ではありま
せん。
• Amazon S3 の AWS マネージドキー (p. 5)、アカウントの一部である KMS キーは、AWS によって作成
および管理されます。
• AWS KMS を使用して作成する任意の対称 (p. 6)カスタマーマネージドキー (p. 5)

Important
クライアント側とサーバー側の両方の暗号化において、Elastic Transcoder は 対称 KMS
キー (p. 6)のみをサポートします。非対称 KMS キー (p. 325) を使用して Elastic Transcoder ファ
イルを暗号化することはできません。KMS キーが対称か非対称かを判断する方法については、非
対称 KMS キーの識別 (p. 331) を参照してください。
Amazon S3 コンソールまたは適切な Amazon S3 API を使用して、暗号化を有効にし、キーを指定できま
す。Amazon S3 による暗号化の実行方法の詳細については、「Amazon Simple Storage Service ユーザー
ガイド」の「KMS キー (SSE-KMS) でサーバー側の暗号化を使用してデータを保護する」を参照してくだ
さい。
アカウントまたはカスタマーマネージドキーで Amazon S3 の AWS マネージドキー を使用して入力ファ
イルを保護する際、Amazon S3 と AWS KMS は次のようにやり取りします。
1. Amazon S3 は、プレーンテキストのデータキーおよび指定された KMS キーで暗号化されたデータキー
のコピーをリクエストします。
2. AWS KMS はデータキーを作成し、指定された KMS キーで暗号化して、プレーンテキストデータキー
と暗号化されたデータキーの両方を Amazon S3 に送信します。
3. Amazon S3 は、プレーンテキストデータキーを使用してメディアファイルを暗号化し、指定した
Amazon S3 バケットにファイルを保存します。
4. Amazon S3 は、暗号化されたメディアファイルとともに暗号化されたデータキーを保存します。

入力ファイルの復号
入力ファイルを暗号化するために Amazon S3 サーバー側の暗号化を選択した場合、Elastic Transcoder は
ファイルを復号化しません。代わりに、Elastic Transcoder は、ジョブとパイプラインを作成するときに指
定した設定に応じて、Amazon S3 を使用して復号を実行します。
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設定は以下の組み合わせが可能です。
暗号化モード

AWS KMS キー

意味

S3

デフォルト

Amazon S3 は、メディアファイ
ルの暗号化と復号に使用される
キーを作成し、管理します。そ
の処理をユーザーから見ること
はできません。

S3-AWS-KMS

デフォルト

Amazon S3 は、アカウント内
のデフォルトの Amazon S3 用
AWS マネージドキー で暗号化
されたデータキーを使用して、
メディアファイルを暗号化しま
す。

S3-AWS-KMS

カスタム (ARN 付き)

Amazon S3 は、指定されたカス
タマーマネージドキーによって
暗号化されたデータキーを使用
して、メディアファイルを暗号
化します。

S3-AWS-KMS が指定されている場合、Amazon S3 と AWS KMS は次のように連携して復号を実行しま
す。
1. Amazon S3 は暗号化されたデータキーを AWS KMS に送信します。
2. AWS KMS は適切な KMS キーを使用してデータキーを復号し、プレーンテキストデータキーを
Amazon S3 に返信します。
3. Amazon S3 は、プレーンテキストのデータキーを使用して暗号文を復号します。
AES キーを使用してクライアント側の暗号化を選択した場合、Elastic Transcoder は Amazon S3 バケット
から暗号化されたファイルを取得し、復号します。Elastic Transcoder は、パイプラインの作成時に指定し
た KMS キーを使用して AES キーを復号し、AES キーを使用してメディアファイルを復号します。

出力ファイルの暗号化
Elastic Transcoder は、ジョブとパイプラインを作成するときに暗号化設定を指定する方法に応じて、出力
ファイルを暗号化します。以下のオプションが利用できます。
暗号化モード

AWS KMS キー

意味

S3

デフォルト

Amazon S3 は、出力ファイルの
暗号化に使用するキーを作成お
よび管理します。

S3-AWS-KMS

デフォルト

Amazon S3 は、AWS KMS に
よって作成され、アカウントの
Amazon S3 用 AWS マネージド
キー によって暗号化されたデー
タキーを使用します。

S3-AWS-KMS

カスタム (ARN 付き)

Amazon S3 は、ARN で指定さ
れたカスタマーマネージドキー
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暗号化モード

AWS KMS キー

意味
を使用して暗号化されたデータ
キーを使用して、メディアファ
イルを暗号化します。

AES-

デフォルト

Elastic Transcoder は、アカウ
ント内の Amazon S3 用 AWS マ
ネージドキー を使用して指定さ
れた AES キーを復号し、その
キーを使用して出力ファイルを
暗号化します。

AES-

カスタム (ARN 付き)

Elastic Transcoder は、ARN で指
定されたカスタマーマネージド
キーを使用して指定された AES
キーを復号し、そのキーを使用
して出力ファイルを暗号化しま
す。

アカウント内の Amazon S3 用 AWS マネージドキー またはカスタマーマネージドキーを使用して出力
ファイルを暗号化するように指定すると、Amazon S3 と AWS KMS は次のような方法でやり取りしま
す。
1. Amazon S3 は、プレーンテキストのデータキーおよび指定された KMS キーで暗号化されたデータキー
のコピーをリクエストします。
2. AWS KMS はデータキーを作成し、KMS キーで暗号化して、プレーンテキストデータキーと暗号化さ
れたデータキーの両方を Amazon S3 に送信します。
3. Amazon S3 は、データキーを使用してメディアを暗号化し、指定した Amazon S3 バケットに格納しま
す。
4. Amazon S3 は、暗号化されたデータキーを、暗号化されたメディアファイルとともに保存します。
指定した AES キーを出力ファイルの暗号化に使用するように指定した場合、AES キーは AWS KMS の
KMS キーを使用して暗号化される必要があります。Elastic Transcoder、AWS KMS、ユーザーは次の方法
で対話します。
1. AWS KMS API で Encrypt オペレーションを呼び出して AES キーを暗号化します。AWS KMS は、指定
された KMS キーを使用してキーを暗号化します。パイプラインの作成時に使用する KMS キーを指定
します。
2. Elastic Transcoder ジョブを作成するときに、暗号化された AES キーを含むファイルを指定します。
3. Elastic Transcoder は、AWS KMS API で Decrypt オペレーションを呼び出し、暗号化されたキーを暗
号文として渡します。
4. Elastic Transcoder は、復号化された AES キーを使用して出力メディアファイルを暗号化し、復号化さ
れた AES キーをメモリから削除します。ジョブで定義した元のキーを暗号化したキーのみがディスク
に保存されます。
5. ユーザーは、暗号化された出力ファイルをダウンロードして、定義した元の AES キーを使用してロー
カルにファイルを復号できます。

Important
AWS がプライベート暗号化キーを保存することはありません。したがって、キーを安全に管理す
ることが重要です。キーを紛失すると、データを復号できなくなります。
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HLS のコンテンツ保護
HTTP Live Streaming (HLS) は適応型のストリーミングプロトコルです。Elastic Transcoder は、入力ファ
イルを メディアセグメントと呼ばれる小さな個別のファイルに分割することで、HLS をサポートしま
す。対応する個別のメディアセグメントには、異なるビットレートでエンコードされた同じ素材が含ま
れているため、プレーヤーは利用可能な帯域幅に最適なストリームを選択することができます。Elastic
Transcoder は、ストリーミング可能なさまざまなセグメントのメタデータを含むプレイリストも作成しま
す。
HLS のコンテンツ保護を有効にすると、各メディアセグメントは 128 ビットの AES 暗号化キーを使用し
て暗号化されます。再生中にコンテンツが表示されると、プレイヤーはキーをダウンロードし、メディア
セグメントを復号します。
KMS キーとデータキーの 2 種類のキーが使用されます。データキーの暗号化と復号に使用する KMS キー
を作成する必要があります。Elastic Transcoder は、データキーを使用してメディアセグメントを暗号化
および復号します。データキーは AES-128 である必要があります。同じコンテンツのすべてのバリエー
ションとセグメントは、同じデータキーを使用して暗号化されます。データキーを指定するか、Elastic
Transcoder にデータキーを作成させることができます。
KMS キーは、次のポイントでデータキーの暗号化に使用することができます。
• 独自のデータキーを指定する場合は、Elastic Transcoder に渡す前に暗号化する必要があります。
• Elastic Transcoder がデータキーを生成するように要求した場合、Elastic Transcoder はデータキーを暗
号化します。
KMS キーは、次のポイントでデータキーの復号に使用することができます。
• Elastic Transcoder は、データキーを使用して出力ファイルを暗号化する必要がある場合、または入力
ファイルを復号する必要がある場合に、指定されたデータキーを復号化します。
• Elastic Transcoder によって生成されたデータキーを復号化し、それを使用して出力ファイルを復号しま
す。
詳細については、「Amazon Elastic Transcoder デベロッパーガイド」の「HLS のコンテンツ保護」を参
照してください。

Elastic Transcoder の暗号化コンテキスト
暗号化コンテキスト (p. 20) は､一連のキー値のペアおよび任意非シークレットデータを含みます。データ
を暗号化するリクエストに暗号化コンテキストを組み込むと、AWS KMS は暗号化コンテキストを暗号化
されたデータに暗号化してバインドします。データを復号化するには、同じ暗号化コンテキストに渡す必
要があります。
Elastic Transcoder は、すべての AWS KMS API リクエストで同じ暗号化コンテキストを使用して、デー
タキーの生成、暗号化、復号を行います。
"service" : "elastictranscoder.amazonaws.com"

暗号化コンテキストは CloudTrail ログに書き込まれ、特定の AWS KMS KMS キーがどのように使用され
ているかを理解するのに役立ちます。CloudTrail ログファイルの requestParameters フィールドでは、
暗号化コンテキストは次のようになります。
"encryptionContext": {
"service" : "elastictranscoder.amazonaws.com"
}
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Elastic Transcoder ジョブを設定して、サポートされる暗号化オプションに使用する方法の詳細について
は、Amazon Elastic Transcoder デベロッパーガイドのデータ暗号化のオプションを参照してください。

Amazon EMR が AWS KMS を使用する方法
Amazon EMR クラスターを使用する場合、永続的ストレージの場所に保存する前に、保管中のデータを
暗号化するようにクラスターを設定できます。保存データは、EMR ファイルシステム (EMRFS) かクラス
ターノードのストレージボリューム、またはその両方で暗号化できます。保管中のデータを暗号化するに
は、AWS KMS key を使用します。以下のトピックでは、Amazon EMR クラスターが KMS キーを使用し
て保管中のデータを暗号化する方法について説明します。

Important
Amazon EMR は、対称 KMS キー (p. 6)のみをサポートします。非対称 KMS キー (p. 325)を使用
して、Amazon EMR クラスター内の保管中のデータを暗号化することはできません。KMS キー
が対称か非対称かを判断する方法については、非対称 KMS キーの識別 (p. 331) を参照してくだ
さい。
Amazon EMR クラスターは、 転送中のデータも暗号化します。つまり、クラスターはネットワーク経由
でデータを送信する前にデータを暗号化します。KMS キーを使用して送信中のデータを暗号化することは
できません。詳細については、Amazon EMR 管理ガイドの転送時のデータ暗号化を参照してください。
Amazon EMR で使用できるすべての暗号化オプションの詳細については、Amazon EMR 管理ガイドの暗
号化オプションを参照してください。
トピック
• EMR ファイルシステム (EMRFS) のデータを暗号化する (p. 497)
• クラスターノードのストレージボリュームのデータを暗号化する (p. 499)
• 暗号化コンテキスト (p. 500)

EMR ファイルシステム (EMRFS) のデータを暗号化す
る
Amazon EMR クラスターは、次の 2 つの分散ファイルシステムを使用します。
• Hadoop Distributed File System (HDFS) HDFS 暗号化は、AWS KMS で KMS キーを使用しません。
• EMR ファイルシステム (EMRFS) EMRFS は HDFS の実装で、Amazon EMR クラスターが Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3) にデータを格納できるようにします。EMRFS は、4 種類の暗号化
オプションをサポートしており、そのうち 2 種類は AWS KMS で KMS キーを使用します。EMRFS 暗
号化オプションの 4 種類すべての詳細については、Amazon EMR 管理ガイドの暗号化オプションを参照
してください。
KMS キーを使用する 2 種類の EMRFS 暗号化オプションは、Amazon S3 が提供する次の暗号化機能を使
用します。
• AWS Key Management Service によるサーバー側の暗号化 (SSE-KMS) を使用したデータの保
護。Amazon EMR クラスターは、Simple Storage Service (Amazon S3) にデータを送信しま
す。Amazon S3 は、KMS キーを使用してデータを暗号化してから、そのデータを S3 バケットに保
存します。この仕組みについては、「SSE-KMS を使用して EMRFS のデータを暗号化するプロセ
ス (p. 498)」を参照してください。
• クライアント側の暗号化を使用したデータの保護 (CSE-KMS)。Amazon EMR のデータは、AWS KMS
key で暗号化されてから、ストレージのために Amazon S3 に送信されます。この仕組みについては、
「CSE-KMS を使用して EMRFS のデータを暗号化するプロセス (p. 498)」を参照してください。
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KMS を使用して EMRFS 上のデータを暗号化するように Amazon EMR クラスターを設定するとき
は、Amazon S3 または Amazon EMR クラスターで使用する KMS キーを選択します。SSE-KMS を使用
して、エイリアス aws/s3 を持つ Amazon S3 の AWS マネージドキー、または作成する対称カスタマーマ
ネージドキーを選択できます。クライアント側の暗号化では、作成する対称カスタマーマネージドキーを
選択する必要があります。カスタマーマネージドキーを選択する際に、Amazon EMR クラスターに KMS
キーの使用許可があることを確認する必要があります。詳細については、Amazon EMR 管理ガイドの
Using AWS KMS keys for encryption を参照してください。
サーバー側の暗号化とクライアント側の暗号化のどちらの場合でも、選択する KMS キーがエンベロープ
暗号化 (p. 19)ワークフローのルートキーになります。データは、AWS KMS で KMS キーによって暗号化
される一意のデータキー (p. 7)で暗号化されます。暗号化されたデータとその暗号化されたデータキーのコ
ピーは、1 つの暗号化オブジェクトとして S3 バケットに一緒に保存されます。この仕組みについては、
次のトピックを参照してください。
トピック
• SSE-KMS を使用して EMRFS のデータを暗号化するプロセス (p. 498)
• CSE-KMS を使用して EMRFS のデータを暗号化するプロセス (p. 498)

SSE-KMS を使用して EMRFS のデータを暗号化するプロセス
SSE-KMS を使用するように Amazon EMR クラスターを設定すると、暗号化プロセスは次のように動作し
ます。
1. クラスターは、S3 バケットに格納するために Amazon S3 にデータを送信します。
2. Amazon S3 は、SSE-KMS を使用するためにクラスターを設定したときに選択した KMS キーのキー ID
を指定して、GenerateDataKey リクエストを AWS KMS に送信します。リクエストには暗号化コンテ
キストが含まれます。詳細については、「暗号化コンテキスト (p. 500)」を参照してください。
3. AWS KMS は、一意のデータ暗号化キー (データキー) を生成し、このデータキーの 2 つのコピーを
Amazon S3 に送信します。コピーのうち一方は暗号化されない形式 (プレーンテキスト) で、もう一方
は KMS キーで暗号化されます。
4. Amazon S3 は、プレーンテキストデータキーを使用してステップ 1 で受信したデータを暗号化し、使
用後できるだけ早くプレーンテキストデータキーをメモリから削除します。
5. Amazon S3 は、暗号化されたデータとデータキーの暗号化されたコピーを、1 つの暗号化されたオブ
ジェクトとして S3 バケットに格納します。
この復号プロセスは、次のように行われます。
1. クラスターは、暗号化されたデータオブジェクトを S3 バケットへ要求します。
2. Amazon S3 は、S3 オブジェクトから暗号化されたデータキーを抽出し、暗号化されたデータキーを
Decrypt リクエストで AWS KMS に送信します。リクエストには暗号化コンテキスト (p. 20)が含まれま
す。
3. AWS KMS は、暗号化に使用したのと同じ KMS キーを使用して、暗号化されたデータキーを復号し、
復号した (プレーンテキスト) データキーを Amazon S3 に送信します。
4. Amazon S3 は、プレーンテキストデータキーを使用して暗号化されたデータを復号化し、使用後でき
るだけ早くプレーンテキストデータキーをメモリから削除します。
5. Amazon S3 は、復号化されたデータをクラスターに送信します。

CSE-KMS を使用して EMRFS のデータを暗号化するプロセス
CSE-KMS を使用するように Amazon EMR クラスターを設定すると、暗号化プロセスは次のように動作し
ます。
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1. Amazon S3 にデータを保存する準備ができると、クラスターは、CSE-KMS を使用するためにクラス
ターを設定したときに選択した KMS キーのキー ID を指定するように、GenerateDataKey リクエスト
を AWS KMS に送信します。リクエストには暗号化コンテキストが含まれます。詳細については、「暗
号化コンテキスト (p. 500)」を参照してください。
2. AWS KMS は、一意のデータ暗号化キー (データ キー) を生成し、このデータキーの 2 つのコピーをク
ラスターに送信します。コピーのうち一方は暗号化されない形式 (プレーンテキスト) で、もう一方は
KMS キーで暗号化されます。
3. クラスターは、プレーンテキストデータキーを使用してデータを暗号化し、使用後できるだけ早くその
プレーンテキストデータキーをメモリから削除します。
4. クラスターは、暗号化データと暗号化されたデータキーのコピーを 1 つの暗号化オブジェクトにまとめ
ます。
5. クラスターは、暗号化されたオブジェクトを Amazon S3 に送信してストレージします。
この復号プロセスは、次のように行われます。
1. クラスターは、暗号化されたデータオブジェクトを S3 バケットへ要求します。
2. Amazon S3 は、暗号化されたオブジェクトをクラスターに送信します。
3. クラスターは、暗号化されたオブジェクトから暗号化されたデータキーを抽出し、暗号化されたデータ
キーを Decrypt リクエストで AWS KMS に送信します。リクエストには暗号化コンテキスト (p. 20)が
含まれます。
4. AWS KMS は、暗号化に使用したのと同じ KMS キーを使用して、暗号化されたデータキーを復号し、
復号した (プレーンテキスト) データキーをクラスターに送信します。
5. クラスターは、そのプレーンテキストデータキーを使用して、暗号化されたデータを復号し、使用後で
きるだけ早くプレーンテキストデータキーをメモリから削除します。

クラスターノードのストレージボリュームのデータを
暗号化する
Amazon EMR クラスターは、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスの集合です。
クラスター内のインスタンスはそれぞれ、クラスターノードまたはノードと呼ばれます。各ノードには、
インスタンスストアボリュームと Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）ボリュームの 2 種類のスト
レージボリュームがあります。これらのノードでストレージボリュームをいずれも暗号化するには、クラ
スターを構成して、Linux Unified Key Setup (LUKS) を使用できます (各ノードの起動ボリュームは不可)。
これは、ローカルディスクの暗号化と呼ばれます。
クラスター向けにローカルディスクの暗号化を有効にすると、AWS KMS の KMS キーを使用して LUKS
キーを暗号化できます。作成したカスタマーマネージドキー (p. 5)を選択する必要があります。AWS マ
ネージドキー (p. 5) を使用することはできません。カスタマーマネージドキーを選択する場合は、Amazon
EMR クラスターに KMS キーを使用するアクセス許可があることを確認する必要があります。詳細につい
ては、Amazon EMR 管理ガイドの Using AWS KMS keys for encryption を参照してください。
KMS キーを使用してローカルディスクの暗号化を有効にする際、暗号化プロセスは次のようになります。
1. 各クラスターノードを起動すると、クラスターのローカルディスク暗号化を有効にしたときに、選択し
た KMS キーのキー ID を指定する GenerateDataKey リクエストが AWS KMS に送信されます。
2. AWS KMS は、一意のデータ暗号化キー (データ キー) を生成し、このデータキーの 2 つのコピーを
ノードに送信します。コピーのうち一方は暗号化されない形式 (プレーンテキスト) で、もう一方は
KMS キーで暗号化されます。
3. ノードでは、LUKS キーを保護するパスワードとして、base64 エンコードバージョンのプレーンテキ
ストデータキーを使用します。ノードは、暗号化されたデータキーのコピーを起動ボリュームに保存し
ます。
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4. ノードが再起動すると、再起動したノードは暗号化されたデータキーを、Decrypt リクエストで AWS
KMS に送信します。
5. AWS KMS は、暗号化に使用したのと同じ KMS キーを使用して、暗号化されたデータキーを復号し、
復号した (プレーンテキスト) データキーをノードに送信します。
6. ノードでは、LUKS キーのロックを解除するパスワードとして、base64 エンコードバージョンのプ
レーンテキストデータキーを使用します。

暗号化コンテキスト
AWS KMS と統合されている各 AWS サービスでは、サービスが AWS KMS を使用してデータキーを生成
したり、データを暗号化または復号したりするときに、暗号化 コンテキスト (p. 20)を指定できます。暗号
化コンテキストは、データの整合性を調べるために AWS KMS で使用される追加の認証情報です。サービ
スにおいて、暗号化オペレーションのために暗号化コンテキストを指定する際、復号オペレーションと同
じ暗号コンテキストを指定する必要があります。指定しない場合は復号できません。暗号化コンテキスト
は AWS CloudTrail ログファイルにも書き込まれるため、特定の KMS キーが使用された原因を理解するの
に役立ちます。
以下のセクションでは、KMS キーを使用する Amazon EMR 暗号化の各シナリオで使用される暗号化コン
テキストについて説明します。

SSE-KMS による EMRFS 暗号化の暗号化コンテキスト
SSE-KMS を使用すると、Amazon EMR クラスターは Amazon S3 にデータを送信し、次に Amazon
S3 が KMS キーを使用してデータを暗号化してから S3 バケットに保存します。この場合、Amazon
S3 は、AWS KMS に送信する各 GenerateDataKey および Decrypt リクエストで、S3 オブジェクトの
Amazon リソースネーム (ARN) を暗号化コンテキストとして使用します。次の例は、Amazon S3 が使用
する暗号化コンテキストの JSON 表現を示しています。
{ "aws:s3:arn" : "arn:aws:s3:::S3_bucket_name/S3_object_key" }

CSE-KMS による EMRFS 暗号化の暗号化コンテキスト
CSE-KMS では、Amazon EMR クラスターは KMS キーを使用してデータを暗号化してから Amazon S3
に送信して保存します。この場合、クラスターは、AWS KMS に送信する各 GenerateDataKey および
Decrypt リクエストで、KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) を暗号化コンテキストとして使用し
ます。次の例では、クラスターが使用する暗号化コンテキストの JSON 表現を示します。
{ "kms_cmk_id" : "arn:aws:kms:useast-2:111122223333:key/0987ab65-43cd-21ef-09ab-87654321cdef" }

LUKS によるローカルディスク暗号化の暗号化コンテキスト
Amazon EMR クラスターが LUKS でローカルディスク暗号化を使用するとき、クラスターノードは AWS
KMS に送信する GenerateDataKey および Decrypt リクエストで暗号化コンテキストを指定しません。

AWS Nitro Enclaves が AWS KMS を使用する方法
AWS Nitro Enclaves は、Amazon EC2 インスタンスから独立したコンピューティング環境を作成できる
Amazon EC2 機能です。
AWS Nitro Enclaves で実行されるアプリケーションは、AWS Nitro Enclaves 開発キットを使用し
て、AWS KMS Decrypt、GenerateDataKey、GenerateRandom オペレーションを呼び出すことができま
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す。Nitro Enclaves SDK は、アテステーションドキュメントをエンクレーブから各 AWS KMS API リク
エストに追加します。AWS KMS オペレーションでは、プレーンテキストデータを返す代わりに、アテス
テーションドキュメントから公開キーでプレーンテキストを暗号化します。この設計により、暗号化テキ
ストは、エンクレーブ内の対応するプライベートキーによってのみ復号することができます。
AWS Nitro Enclaves をサポートするために、AWS KMS は、RecipientInfo オブジェクトタイプと
CiphertextForRecipient レスポンスフィールドを持つ Recipient リクエストパラメータを、これら
のオペレーションのスタンダードリクエストとレスポンスフィールドに追加します。これらのエンクレー
ブ固有の要素は、リクエストが AWS Nitro Enclaves キットを使用して署名されている場合にのみ、また、
サポートされている API オペレーションでのみ有効です。AWS KMS は、エンクレーブのアテステーショ
ンドキュメントのデジタル署名に依存し、リクエストの公開キーが有効なエンクレーブからのものである
ことを証明します。アテステーションドキュメントにデジタル署名をして独自の証明書を提供することは
できません。
AWS KMS はポリシー条件キーもサポートします。このキーを使用して、アテステーションドキュメント
に指定されたコンテンツがある場合にのみ、AWS KMS キーのエンクレーブオペレーションを許可できま
す。詳細については、「AWS Nitro Enclaves の AWS KMS 条件キー (p. 258)」を参照してください。
AWS Nitro Enclaves の詳細については、AWS Nitro Enclaves デベロッパーガイドの AWS Nitro Enclave
とはを参照してください。暗号化のデータおよびデータキーの設定については、Using cryptographic
attestation with AWS KMS を参照してください。

Recipient
"Recipient": {
"AttestationDocument": blob,
"KeyEncryptionAlgorithm": "string"
}

エンクレーブからの署名付きアテステーションドキュメントと暗号化アルゴリズムを含むリクエストパラ
メータ。唯一の有効な暗号化アルゴリズムは RSAES_OAEP_SHA_256 です。
このパラメータは、リクエストが AWS Nitro Enclaves 開発キットから送信されている場合にのみ有効で
す。
タイプ: RecipientInfo オブジェクト

RecipientInfo
このタイプには、API オペレーションからレスポンスを受け取るエンクレーブに関する情報が含まれま
す。
AttestationDocument
Nitro Enclaves の状態を説明する測定値を含むドキュメント。このドキュメントには、エンクレーブ
の公開キーも含まれます。AWS KMS はこの公開キーのレスポンスのプレーンテキストを暗号化し、
後でエンクレーブ内の対応するプライベートキーによってのみ復号できるようにします。
タイプ: Base64 でエンコードされたバイナリデータオブジェクト
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 262,144 です。
Required: No
KeyEncryptionAlgorithm
AWS KMS が公開キーとともに使用する必要がある暗号化アルゴリズム。唯一の有効な値は
RSAES_OAEP_SHA_256 です。
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型: 文字列
有効な値: RSAES_OAEP_SHA_256
Required: No

CiphertextForRecipient
{
}

"CiphertextForRecipient": blob

このレスポンスフィールドには、リクエスト内のアテステーションドキュメントの公開キーで暗号化され
た暗号化テキストが含まれます。このフィールドは、リクエストに有効なアテステーションドキュメント
と暗号化アルゴリズムを持つ Recipient パラメータが含まれる場合にのみ入力されます。このフィール
ドが入力されるとき、レスポンスの Plaintext フィールドは null です。
タイプ: Base64 でエンコードされたバイナリデータオブジェクト
長さの制限: 最小長は 1 文字です。最大長は 6,144 です。

AWS Nitro Enclaves の AWS KMS オペレーション
次の AWS KMS オペレーションは、Nitro Enclaves をサポートします。このトピックでは、リクエストが
AWS Nitro Enclaves 開発キットから送信され、Recipient パラメータに有効なアテステーションドキュ
メントが含まれる場合に、これらの API オペレーションがどのように動作するかを説明します。これら
のオペレーションは Recipient パラメータと CiphertextForRecipient レスポンスフィールドをサ
ポートします。

Decrypt
エンクレーブから Decrypt オペレーションを呼び出すには、AWS Nitro Enclaves 開発キットの kmsdecrypt オペレーションを使用します。
指定された AWS KMS キーを使用してリクエストの暗号化テキストの Blob を復号した後、Decrypt オ
ペレーションはアテステーションドキュメントの公開キーと指定された暗号化アルゴリズムを使用して、
結果のプレーンテキストを再暗号化します。これにより、レスポンスの CiphertextForRecipient
フィールドで結果の暗号化テキストが返されます。レスポンスの Plaintext フィールドは null です。

GenerateDataKey
エンクレーブから GenerateDataKey オペレーションを呼び出すには、AWS Nitro Enclaves エンクレーブ
開発キットの kms-generate-data-key オペレーションを使用します。
データキーの生成後、GenerateDataKey オペレーションはデータキーのコピーの 1 つを指定された
AWS KMS キーで暗号化し、CiphertextBlob フィールドで返します。これにより、アテステーション
ドキュメントから公開キーのデータキーの他のコピーが暗号化され、CiphertextForRecipient フィー
ルドで返されます。レスポンスの Plaintext フィールドは null です。
GenerateDataKey レスポンスの 2 つの暗号化されたデータキーの使用は、エンクレーブの使用によって
異なります。
• データキーを使用してエンクレーブ内のデータを暗号化する場合は、エンクレーブ内のプライベート
キーを使用して CiphertextForRecipient フィールドの値を復号します。この新しく暗号化された
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データをエンクレーブの外部に保持したい場合は、GenerateDataKey (kms-generate-data-key)
レスポンスの 2 つの暗号化されたデータキーコピーのどちらか 1 つに保存できます。
• エンクレーブを実行し続ける予定で、エンクレーブメモリ内のプライベートキーの耐久性に依存
できる場合は、新しく暗号化されたデータをエンクレーブ外部に移動する際に、このデータに
CiphertextForRecipient オブジェクトを含めることができます。CiphertextForRecipient オ
ブジェクトを復号する準備ができたら、エンクレーブ内の対応するプライベートキーを使用する必要が
あります。
エンクレーブを実行し続ける予定がないか、エンクレーブメモリ内のプライベートキーの耐久性に依存
できない場合は、CiphertextBlob オブジェクトを暗号化されたデータに含める必要があります。こ
のデータキーのコピーを復号するには、Decrypt (kms-decrypt) リクエストで AWS KMS に送信する
必要があります。
CiphertextBlob オブジェクトを別のエンクレーブに渡し、AWS Nitro Enclaves 開発キットで kmsdecrypt (Decrypt) オペレーションを呼び出して復号することもできます。このリクエストには、新
しい公開キーを持つ新しいエンクレーブのアテステーションドキュメントが含まれます。AWS KMS は
AWS KMS キーで暗号化されたデータキーを復号し、新しいエンクレーブの公開キーで再暗号化しま
す。このデータキーは、新しいエンクレーブ内の対応するプライベートキーを使用してのみ、復号する
ことができます。

GenerateRandom
エンクレーブの GenerateRandom オペレーションを呼び出すには、AWS Nitro Enclaves 開発キットの
kms-generate-random を使用します。
ランダムなバイト文字列を生成した後、GenerateRandom オペレーションは、アテステーションドキュ
メント内の公開キーと指定された暗号化アルゴリズムを使用して、ランダムなバイト文字列を暗号化しま
す。これにより、CiphertextForRecipient フィールドで暗号化されたバイト文字列が返されます。レ
スポンスの Plaintext フィールドは null です。

Amazon Redshift が AWS KMS を使用する方法
このトピックでは、Amazon Redshift が AWS KMS を使用してデータを暗号化する方法について説明しま
す。
トピック
• Amazon Redshift 暗号化 (p. 503)
• 暗号化コンテキスト (p. 504)

Amazon Redshift 暗号化
Amazon Redshift データウェアハウスは、ノードと呼ばれるコンピューティングリソースの集合で、クラ
スターと呼ばれるグループに編成されています。各クラスターは Amazon Redshift エンジンを実行し、1
つ以上のデータベースを含みます。
Amazon Redshift は、暗号化に 4 階層のキーベースのアーキテクチャを使用します。アーキテクチャは、
データ暗号化キー、データベースキー、クラスターキー、ルートキーで構成されます。ルートキーとして
AWS KMS key を使用できます。
データ暗号化キーは、クラスター内のデータブロックを暗号化します。各データブロックに、ランダムに
生成された AES-256 キーが割り当てられます。これらのキーは、クラスターのデータベースキーを使用し
て暗号化されます。
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データベースキーは、クラスターのデータ暗号化キーを暗号化します。データベースキーは、ランダムに
生成された AES-256 キーです。これは Amazon Redshift クラスターとは別のネットワークのディスクに
保存され、安全なチャネルを介してクラスターに渡されます。
クラスターキーは、Amazon Redshift クラスターのデータベースキーを暗号化します。クラスターキーを
管理するには、AWS KMS、AWS CloudHSM、または外部のハードウェアセキュリティモジュール (HSM)
を使用できます。詳細については、 Amazon Redshift データベース暗号化 のドキュメントを参照してく
ださい。
暗号化をリクエストするには、Amazon Redshift コンソールで適切なチェックボックスをオンにします。
暗号化ボックスの下に表示されるリストからカスタマーマネージドキー (p. 5)を 1 つ選択して、指定でき
ます。カスタマーマネージドキーを指定しない場合、Amazon Redshift はアカウントで Amazon Redshift
の AWS マネージドキー (p. 5) を使用します。

Important
Amazon Redshift は、対称暗号化 KMS キーのみをサポートします。Amazon Redshift 暗号化ワー
クフローでは、非対称KMS キーは使用できません。KMS キーが対称か非対称かを判断する方法
については、非対称 KMS キーの識別 (p. 331) を参照してください。

暗号化コンテキスト
AWS KMS と統合された各サービスでは、データキー、暗号化および復号化をリクエストするときに暗号
化コンテキスト (p. 20)が指定されます。暗号化コンテキストは、AWS KMS が データの整合性をチェッ
クするために使用する追加の認証 データ (AAD) です。つまり、暗号化オペレーションで暗号化コンテ
キストを指定すると、復号オペレーションでもそのコンテキストが指定され、指定しなかった場合、復
号は成功しません。Amazon Redshift は、暗号化コンテキストにクラスター ID と作成時間を使用しま
す。CloudTrail ログファイルの requestParameters フィールドでは、暗号化コンテキストは次のように
なります。

"encryptionContext": {
"aws:redshift:arn": "arn:aws:redshift:region:account_ID:cluster:cluster_name",
"aws:redshift:createtime": "20150206T1832Z"
},

CloudTrail ログでクラスター名を検索し、AWS KMS key (KMS キー) を使用して、どのようなオペレー
ションが実行されたかを把握できます。このオペレーションには、クラスターの暗号化、クラスターの復
号、およびデータキーの生成が含まれます。

Amazon Relational Database Service (Amazon
RDS) が AWS KMS を使用する方法
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) を使用して、クラウドでリレーショナルデータベー
スをセットアップ、運用、スケーリングできます。オプションで、Amazon RDS DB インスタンスに保
存されているデータを、AWS KMS の AWS KMS key (p. 3) (KMS キー) で暗号化することを選択できま
す。KMS キーで Amazon RDS リソースを暗号化する方法については、「Amazon RDS ユーザーガイド」
の「Amazon RDS リソースの暗号化」を参照してください。

Important
Amazon RDS は、対称 KMS キー (p. 6)のみをサポートします。非対称 KMS キー (p. 325)を使用
して、Amazon RDS データベースのデータを暗号化することはできません。KMS キーが対称か
非対称かを判断する方法については、非対称 KMS キーの識別 (p. 331) を参照してください。
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Amazon RDS は、 Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）暗号化 に基づいて構築され、データベー
スボリュームの完全なディスク暗号化を提供します。Amazon EBS が AWS KMS を使用してボリュームを
暗号化する方法の詳細については、Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) が AWS KMS を使用する
方法 (p. 490) を参照してください 。
Amazon RDS で暗号化された DB インスタンスを作成すると、Amazon RDS はお客様の代わりに暗号化
された EBS ボリュームを作成し、データベースを保存します。ボリュームに保存中のデータ、データベー
ススナップショット、自動バックアップ、リードレプリカはすべて、DB インスタンス作成時に指定した
KMS キーによって暗号化されます。

Amazon RDS 暗号化コンテキスト
Amazon RDS が KMS キーを使用する場合、または Amazon EBS が Amazon RDS の代わりに KMS キー
を使用する場合、サービスは暗号化コンテキスト (p. 20)を指定します。暗号化コンテキストは、データの
整合性を保証するために AWS KMS で使用される追加の認証データ (AAD) です。暗号化オペレーションで
暗号化コンテキストを指定すると、サービスは復号オペレーションでも同じ暗号化コンテキストを指定す
る必要があります。そうしないと、復号は失敗します。暗号化コンテキストは AWS CloudTrail ログにも
書き込まれるため、特定の KMS キーが使用された理由を理解するのに役立ちます。CloudTrail ログには
KMS キーの使用を説明する多くのエントリが含まれている場合があります。各ログエントリの暗号化コン
テキストは、その特定の使用理由を判断するのに役立ちます。
Amazon RDS は、少なくとも、次の JSON 形式の例のように、暗号化コンテキストに DB インスタンス
ID を常に使用します。
{ "aws:rds:db-id": "db-CQYSMDPBRZ7BPMH7Y3RTDG5QY" }

この暗号化コンテキストにより、KMS キーが使用された DB インスタンスを識別することができます。
KMS キーが特定の DB インスタンスと特定の EBS ボリュームに使用されると、次の JSON 形式の例のよ
うに、DB インスタンス ID と EBS ボリューム ID の両方が暗号化コンテキストに使用されます。
{
}

"aws:rds:db-id": "db-BRG7VYS3SVIFQW7234EJQOM5RQ",
"aws:ebs:id": "vol-ad8c6542"

AWS Secrets Manager で AWS KMS を使用する方
法
AWS Secrets Manager は、シークレットを暗号化して保存し、それらを透過的に復号してプレーンテキス
トで返す、AWS のサービスです。これは定期的に変更され、ハードコードしたり、アプリケーションにプ
レーンテキストで保存したりするべきではないアプリケーションシークレット (ログイン認証情報など) を
保存するために専用に設計されています。ハードコードされた資格情報またはテーブル参照の代わりに、
アプリケーションは Secrets Manager を呼び出します。
Secrets Manager は、一般的に使用されるデータベースに関連付けられているシークレットを定期的に
ローテーションする機能もサポートしています。常に、保存する前に新しく更新されたシークレットを暗
号化します。
Secrets Manager は AWS Key Management Service (AWS KMS) と統合されており、AWS KMS key で保
護された一意のデータキー (p. 7)を使用して、すべてのシークレット値の全バージョンを暗号化します。こ
の統合により、AWS KMS を暗号化されないままにしない暗号化キーにより、シークレットが保護されま
す。また、KMS キーにカスタムアクセス許可を設定し、シークレットを保護するデータキーを生成、暗号
化、復号するオペレーションを監査することができます。
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Secrets Manager が KMS キーを使用してシークレットを保護する方法の詳細については、AWS Secrets
Manager ユーザーガイドのシークレットの暗号化と復号を参照してください。

Amazon Simple Email Service (Amazon SES) が
AWS KMS を使用する方法
Amazon Simple Email Service (Amazon SES) を使用して E メールを受信し、（オプションで）受信し
た E メールメッセージを暗号化してから、選択した Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケットに保存することができます。Amazon SES が E メールメッセージを暗号化するように設定する
際、Amazon SES がメッセージを暗号化する AWS KMS AWS KMS key (p. 3) を選択する必要がありま
す。Amazon SES 用の AWS マネージドキー (p. 5) (エイリアスは aws/ses)、または AWS KMS で作成し
た対称カスタマーマネージドキー (p. 5)を選択できます。

Important
Amazon SES は、対称 KMS キー (p. 6)のみをサポートします。非対称 KMS キー (p. 325)を使用
して Amazon SES E メールメッセージを暗号化することはできません。KMS キーが対称か非対
称かを判断する方法については、非対称 KMS キーの識別 (p. 331) を参照してください。
Amazon SES を使用する E メールの受信方法の詳細については、Amazon Simple Email Service デベロッ
パーガイドの Amazon SES を使用して E メールを受信するを参照してください。
トピック
• AWS KMS を使用する Amazon SES 暗号化の概要 (p. 506)
• Amazon SES 暗号化コンテキスト (p. 507)
• AWS KMS key を使用するためのアクセス許可を Amazon SES に付与する (p. 507)
• E メールメッセージの取得と復号 (p. 508)

AWS KMS を使用する Amazon SES 暗号化の概要
S3 バケットに保存する前に E メールを受信し、E メールメッセージを暗号化するように Amazon SES を
設定すると、プロセスは次のように動作します。
1.

Amazon SES の受信ルールを作成し、S3 アクション、ストレージ用の S3 バケット、暗号化用の
AWS KMS key を指定します。

2.

Amazon SES は、受信ルールに一致する E メールメッセージを受信します。

3.

Amazon SES は、該当する受信ルールで指定した KMS キーで暗号化された、一意のデータキーをリ
クエストします。

4.

AWS KMS は、新しいデータキーを作成し、指定された KMS キーで暗号化してから、データキーの
暗号化されたコピーとプレーンテキストのコピーを Amazon SES に送信します。

5.

Amazon SES は、プレーンテキストデータキーを使用して E メールメッセージを暗号化し、使用後で
きるだけ早くプレーンテキストデータキーをメモリから削除します。

6.

Amazon SES は、暗号化された E メールメッセージと暗号化されたデータキーを指定した S3 バケッ
トに配置します。暗号化されたデータキーは、暗号化された E メールメッセージとともにメタデータ
として保存されます。

Step 6 (p. 506) で Step 3 (p. 506) を実現するために、Amazon SES は AWS (提供された Amazon S3
暗号化クライアント) を使用します。同じクライアントを使用して、Amazon S3 から暗号化された E メー
ルメッセージを取得し、復号化します。詳細については、「E メールメッセージの取得と復号 (p. 508)」
を参照してください。
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Amazon SES 暗号化コンテキスト
Amazon SES が受信した E メールメッセージを暗号化するデータキーをリクエストすると（Step
3 (p. 506) で AWS KMS を使用する Amazon SES 暗号化の概要 (p. 506)）、リクエストに 暗号化コ
ンテキスト (p. 20) が含まれます。暗号化コンテキストは、データの整合性を保証するために AWS KMS
で使用される追加の認証データ (AAD) を提供します。また、暗号化コンテキストは AWS CloudTrail ログ
ファイルにも書き込まれるため、特定の AWS KMS key (KMS キー) が使用された原因を理解するのに役立
ちます。Amazon SES では、次の暗号化コンテキストが使用されます。
• E メールメッセージを受信するように Amazon SES を設定した AWS アカウント の ID
• E メールメッセージで S3 アクションを呼び出した Amazon SES 受信ルールのルール名
• E メールメッセージの Amazon SES メッセージ ID
次の例は、Amazon SES が使用する暗号化コンテキストの JSON 表現を示しています。
{

}

"aws:ses:source-account": "111122223333",
"aws:ses:rule-name": "example-receipt-rule-name",
"aws:ses:message-id": "d6iitobk75ur44p8kdnnp7g2n800"

AWS KMS key を使用するためのアクセス許可を
Amazon SES に付与する
E メールメッセージを暗号化するには、Amazon SES (aws/ses) にアカウントの AWS マネージド
キー (p. 5)を使用する、または作成したカスタマーマネージドキー (p. 5)を使用できます。Amazon SES
は、ユーザーの代わりに AWS マネージドキー を使用する許可をすでに持っています。ただし、S3 アク
ションを Amazon SES 受信ルールに追加する際にカスタマーマネージドキーを指定する場合は、KMS
キーを使用して E メールメッセージを暗号化する許可を、Amazon SES に付与する必要があります。
Amazon SES にカスタマーマネージドキーの使用許可を付与するには、次のステートメントをその KMS
キーのキーポリシー (p. 163)に追加します。
{

"Sid": "Allow SES to encrypt messages using this KMS key",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"Service": "ses.amazonaws.com"},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:GenerateDataKey*"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"Null": {
"kms:EncryptionContext:aws:ses:rule-name": false,
"kms:EncryptionContext:aws:ses:message-id": false
},
"StringEquals": {"kms:EncryptionContext:aws:ses:source-account": "ACCOUNT-ID-WITHOUTHYPHENS"}
}
}

E メールメッセージを受信するように Amazon SES を設定した AWS アカウント の 12 桁の ID
を、ACCOUNT-ID-WITHOUT-HYPHENS の代わりに置き換えます。このポリシーステートメントは以下の
条件下でのみ、Amazon SES がこの KMS キーを使用してデータを暗号化することを許可します。
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• Amazon SES では、AWS KMS API リクエストの EncryptionContext で aws:ses:rule-name と
aws:ses:message-id を指定する必要があります。
• Amazon SES では、AWS KMS API リクエストの EncryptionContext で aws:ses:sourceaccount を指定し、aws:ses:source-account の値がキーポリシーで指定された AWS アカウント
ID と一致する必要があります。
Amazon SES が E メールメッセージを暗号化するときに使用する暗号化コンテキストの詳細については、
「」を参照してください Amazon SES 暗号化コンテキスト (p. 507)。AWS KMS が暗号化テキストをど
のように使用するかについての一般情報は、 暗号化コンテキスト (p. 20)を参照してください。

E メールメッセージの取得と復号
Amazon SES には、暗号化された E メールメッセージを復号化する権限がないため、復号化できませ
ん。Amazon S3 から E メールメッセージを取得して復号化するには、コードを記述する必要があり
ます。これを簡単にするには、Amazon S3 暗号化クライアントを使用します。以下の AWS SDK に
は、Amazon S3 暗号化クライアントが含まれます。
• AWS SDK for Java – AWS SDK for Java API リファレンスの AmazonS3EncryptionClient および
AmazonS3EncryptionClientV2 を参照してください。
• AWS SDK for Ruby – AWS SDK for Ruby API リファレンスの Aws::S3::Encryption::Client を参照してく
ださい。
• AWS SDK for .NET – AWS SDK for .NET API リファレンスの AmazonS3EncryptionClient を参照してく
ださい。
• AWS SDK for Go – AWS SDK for Go API リファレンスの s3crypto を参照してください。
Amazon S3 暗号化クライアントは、暗号化された E メールメッセージを取得するための Amazon S3 への
リクエストの作成、メッセージの暗号化されたデータキーを復号するための AWS KMS へのリクエストの
作成、および E メールメッセージの復号を簡素化します。例えば、暗号化されたデータキーを正常に復号
するには、AWS KMS (AWS KMS を使用する Amazon SES 暗号化の概要 (p. 506) の Step 3 (p. 506))
からデータキーをリクエストするときに、Amazon SES が渡したのと同じ暗号化コンテキストを渡す必要
があります。Amazon S3 暗号化クライアントは、これを処理します。その他の作業の多くは、あなたのた
めに処理します。
AWS SDK for Java で Amazon S3 暗号化クライアントを使用して、クライアント側の復号を実行するサン
プルコードについては、以下を参照してください。
• Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「AWS KMS に保存されている KMS キーの使用」。
• AWS デベロッパーブログの Amazon S3 Encryption with AWS Key Management Service。

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) が
AWS KMS を使用する方法
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) は、データをオブジェクトとしてバケットに保存するオブ
ジェクトストレージサービスです。バケットとその中のオブジェクトはプライベートであり、アクセス許
可を明示的に付与した場合にのみアクセスできます。
Amazon S3 は、Amazon S3 オブジェクトのサーバー側の暗号化を提供するために AWS Key Management
Service (AWS KMS) と統合します。Amazon S3 は、Amazon S3 オブジェクトを暗号化するために AWS
KMS キーを使用します。オブジェクトを保護するこれらの暗号化キーは、AWS KMS を暗号化されてい
ない状態のままにすることはありません。この統合によって、AWS KMS キーにアクセス許可を設定し、
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シークレットを保護するデータキーを生成、暗号化、および復号するオペレーションを監査することも可
能になります。
AWS KMS への Amazon S3 呼び出しの量を減らすには、Amazon S3 内で一定期間再利用される KMS
キーで保護されたキー暗号化キーである、Amazon S3 バケットキーを使用します。バケットキー
は、AWS KMS リクエストのコストを最大 99% 削減できます。Amazon S3 バケットのすべてのオブジェ
クトのバケットキー、または Amazon S3 バケットの特定のオブジェクトのバケットキーを設定できま
す。
Amazon S3 が AWS KMS を使用する方法の詳細については、「Amazon S3 ユーザーガイド」の「KMS
キーによるサーバー側の暗号化 (SSE-KMS) を使用したデータの保護」を参照してください。

AWS Systems Manager Parameter Store が AWS
KMS を使用する方法
AWS Systems Manager Parameter Store を使用すると、Secure String パラメータを作成できます。こ
れは、プレーンテキストのパラメータ名と暗号化されたパラメータ値を持つパラメータです。Parameter
Store は、AWS KMS を使用してSecure String パラメータのパラメータ値を暗号化および復号します。
Parameter Store を使用すると、値を持つパラメータとしてデータを作成、格納、管理できま
す。Parameter Store でパラメータを作成し、設計するポリシーとアクセス許可の対象となる複数のアプ
リケーションおよびサービスで使用できます。パラメータ値を変更する必要がある場合は、多数のソース
に対してエラーが発生しやすい変更を管理するのではなく、1 つのインスタンスを変更します。Parameter
Store は、パラメータ名の階層構造をサポートしているため、特定の用途に合わせてパラメータを修飾で
きます。
機密データを管理するために、セキュアな文字列パラメータを作成できます。Parameter Store は、AWS
KMS keys を使用して、ユーザーが作成または変更した際に、Secure String パラメータのパラメータ
値を暗号化します。また、アクセス時に KMS キーを使用してパラメータ値を復号します。Parameter
Store がアカウント用に作成する AWS マネージドキー (p. 5) を使用するか、独自のカスタマーマネージド
キー (p. 5)を指定できます。

Important
Parameter Store は、対称 KMS キー (p. 6)のみをサポートします。非対称 KMS キー (p. 325)を使
用してパラメータを暗号化することはできません。KMS キーが対称か非対称かを判断する方法に
ついては、非対称 KMS キーの識別 (p. 331) を参照してください。
Parameter Store は、スタンダードとアドバンストの 2 つのセキュリティで保護された文字列パラメータ
をサポートします。スタンダードパラメータは 4,096 バイトを上限とし、ユーザーが指定した KMS キー
で直接、暗号化および復号されます。アドバンスト Secure String パラメータを暗号化および復号するため
に、Parameter Store は AWS Encryption SDK でエンベロープ暗号化を使用します。スタンダード Secure
String パラメータをアドバンストパラメータに変換できますが、アドバンストパラメータをスタンダード
パラメータに変換することはできません。スタンダードとアドバンスト Secure String パラメータの違いの
詳細については、AWS Systems Manager ユーザーガイドの Systems Manager のアドバンストパラメータ
についてを参照してください。
トピック
• スタンダード Secure String パラメータの保護 (p. 510)
• アドバンスト Secure String パラメータの保護 (p. 512)
• パラメータ値を暗号化および復号するためのアクセス許可の設定 (p. 514)
• Parameter Store の暗号化コンテキスト (p. 516)
• Parameter Store で KMS キーの問題をトラブルシューティングする (p. 517)
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スタンダード Secure String パラメータの保護
Parameter Store は、暗号化オペレーションを実行しません。代わりに、AWS KMS に依存して、Secure
String パラメータ値を暗号化および復号します。スタンダード Secure String パラメータ値を作成または変
更すると、Parameter Store は AWS KMS Encrypt オペレーションを呼び出します。このオペレーション
は、KMS キーを使用してデータキー (p. 7)を生成するのではなく、対称暗号化 KMS キーを直接使用して
パラメータ値を暗号化します。
Parameter Store がパラメータ値を暗号化するために使用する KMS キーを選択できます。KMS キーを指
定しない場合、Parameter Store は、Systems Manager がアカウントで自動的に作成する AWS マネージ
ドキー を使用します。この KMS キー には aws/ssm エイリアスがあります。
アカウントのデフォルトの aws/ssm KMS キーを表示するには、AWS KMS API で DescribeKey オペレー
ションを使用します｡ 次の例では、aws/ssm エイリアス名を持つ AWS Command Line Interface (AWS
CLI) の describe-key コマンドを使用します。
aws kms describe-key --key-id alias/aws/ssm

スタンダードセキュリティで Secure String パラメータを作成するには、Systems Manager API で
PutParameter オペレーションを使用します。Tier パラメータを省略するか、デフォルトの値である
Standard を指定します。値が SecureString の Type パラメータを含めます。KMS キーを指定する
には、KeyId パラメータを使用します。デフォルトは、アカウントの AWS マネージドキー である aws/
ssm です。
Parameter Store は KMS キーとプレーンテキストパラメータ値を使用して、AWS KMS Encrypt オペ
レーションを呼び出します。AWS KMS は暗号化されたパラメータ値を返します。Parameter Store はこの
値をパラメータ名とともに保存します。
次の例では、AWS CLI で Systems Manager put-parameter コマンドとその --type パラメータを使用し
て、Secure String パラメータを作成します。コマンドではオプションの --tier パラメータと --key-id
パラメータが省略されるため、Parameter Store はスタンダード Secure String パラメータを作成し、AWS
マネージドキー で暗号化します。
aws ssm put-parameter --name MyParameter --value "secret_value" --type SecureString

次の類似した例では、--key-id パラメータを使用してカスタマーマネージドキー (p. 5)を指定します。
この例では、KMS キー ID を使用して KMS キーを識別しますが、任意の有効な KMS キー識別子を使用す
ることができます。コマンドでは Tier パラメータ (--tier) を省略するため、Parameter Store では、ア
ドバンストパラメータではなく、スタンダード Secure String パラメータが作成されます。
aws ssm put-parameter --name param1 --value "secret" --type SecureString --key-id
1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

Parameter Store から Secure String パラメータを取得すると、その値は暗号化されます。パラメータを取
得するには、Systems Manager API で GetParameter オペレーションを使用します。
次の例では、AWS CLI の Systems Manager get-parameter コマンドを使用して、値を復号せずに
Parameter Store から MyParameter パラメータを取得します。
$
{

aws ssm get-parameter --name MyParameter
"Parameter": {
"Type": "SecureString",
"Name": "MyParameter",
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"Value":
"AQECAHgnOkMROh5LaLXkA4j0+vYi6tmM17Lg/9E464VRo68cvwAAAG8wbQYJKoZIhvcNAQcGoGAwXgIBADBZBgkqhkiG9w0BBwEwH
}

}

返す前にパラメータ値を復号するには、GetParameter の WithDecryption パラメータを true に設定
します。WithDecryption を使用すると、Parameter Store はユーザーに代わって AWS KMS Decrypt オ
ペレーションを呼び出し、パラメータ値を復号します。その結果、GetParameter リクエストは、次の例
に示すように、プレーンテキストパラメータ値を持つパラメータを返します。
$
{

}

aws ssm get-parameter --name MyParameter --with-decryption
"Parameter": {
"Type": "SecureString",
"Name": "MyParameter",
"Value": "secret_value"
}

次のワークフローは、Parameter Store が KMS キーを使用してスタンダード Secure String パラメータを
暗号化および復号する方法を示しています。

スタンダードパラメータの暗号化
1. PutParameter を使用して Secure String パラメータを作成すると、Parameter Store は AWS KMS に
Encrypt リクエストを送信します。このリクエストには、プレーンテキストのパラメータ値、選択し
た KMS キー、Parameter Store の暗号化コンテキスト (p. 516)が含まれます。AWS KMS への送信時
に、Secure String パラメータのプレーンテキスト値は Transport Layer Security (TLS) によって保護さ
れます。
2. AWS KMS は、指定された KMS キーと暗号化コンテキストを使用して、パラメータ値を暗号化しま
す。暗号文を Parameter Store に返します。Parameter Store には、パラメータ名とその暗号化された
値が格納されます。
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スタンダードパラメータの復号
1. GetParameter リクエストに WithDecryption パラメータを含めると、Parameter Store は暗号化さ
れた Secure String パラメータ値と Parameter Store 暗号化コンテキスト (p. 516)を使用して、AWS
KMS に Decrypt リクエストを送信します。
2. AWS KMS は、同じ KMS キーと指定された暗号化コンテキストを使用して、暗号化された値を復号し
ます。これは、プレーンテキスト (復号化された) パラメータ値を Parameter Store に返します。送信
中､プレーンテキストのデータは TLS によって保護されます。
3. Parameter Store は、 GetParameter レスポンスでプレーンテキストのパラメータ値を返します。

アドバンスト Secure String パラメータの保護
PutParameter を使用してアドバンスト Secure String パラメータを作成する場合、Parameter Store は
AWS Encryption SDK および対称暗号化 AWS KMS key によるエンベロープ暗号化を使用してパラメータ
値を保護します。アドバンストパラメータ値は、それぞれ一意のデータキーで暗号化され、そのデータ
キーは KMS キーで暗号化されます。アカウントの AWS マネージドキー (p. 5) (aws/ssm) または任意のカ
スタマーマネージドキーを使用できます。
AWS Encryption SDK は、オープンソースのクライアント側ライブラリで、業界標準とベストプラクティ
スに沿ったデータの暗号化および復号に役立ちます。これは、複数のプラットフォームと、コマンドラ
インインターフェイスを含む複数のプログラミング言語でサポートされています。ソースコードを表示
し、GitHub での開発に貢献することができます。
Parameter Store は Secure String パラメータ値ごとに AWS Encryption SDK を呼び出し、AWS KMS が生
成する一意のデータキー (GenerateDataKey) を使用してパラメータ値を暗号化します。AWS Encryption
SDK は、暗号化されたパラメータ値と一意のデータキーの暗号化されたコピーを含む、暗号化され
たメッセージを Parameter Store に返します。Parameter Store は、暗号化されたメッセージ全体を
Secure String パラメータ値に格納します。次に、アドバンスト Secure String パラメータ値を取得する
と、Parameter Store は AWS Encryption SDK を使用してパラメータ値を復号します。これには、AWS
KMS を呼び出して、暗号化されたデータを復号する必要があります。
アドバンスト Secure String パラメータを作成するには、Systems Manager API で PutParameter オペレー
ションを使用します。Tier パラメータの値を Advanced に設定します。値が SecureString の Type
パラメータを含めます。KMS キーを指定するには、KeyId パラメータを使用します。デフォルトは、ア
カウントの AWS マネージドキー である aws/ssm です。
aws ssm put-parameter --name MyParameter --value "secret_value" --type SecureString --tier
Advanced

次の類似した例では、--key-id パラメータを使用してカスタマーマネージドキー (p. 5)を指定します。
例では、KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) を使用していますが、任意の有効な KMS キー識別
子を使用することもできます。
aws ssm put-parameter --name MyParameter --value "secret_value"
--type SecureString --tier Advanced --key-id arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab

Parameter Store から Secure String パラメータを取得する場合、その値は AWS Encryption SDK から返さ
れる暗号化されたメッセージです。パラメータを取得するには、Systems Manager API で GetParameter
オペレーションを使用します。
次の例では、Systems Manager GetParameter オペレーションを使用して、値を復号せずに Parameter
Store から MyParameter パラメータを取得します。
$

aws ssm get-parameter --name MyParameter

512

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
アドバンスト Secure String パラメータの保護

{

"Parameter": {
"Type": "SecureString",
"Name": "MyParameter",
"Value":
"AQECAHgnOkMROh5LaLXkA4j0+vYi6tmM17Lg/9E464VRo68cvwAAAG8wbQYJKoZIhvcNAQcGoGAwXgIBADBZBgkqhkiG9w0BBwEwH
}

}

返す前にパラメータ値を復号するには、GetParameter の WithDecryption パラメータを true に設定
します。WithDecryption を使用すると、Parameter Store はユーザーに代わって AWS KMS Decrypt オ
ペレーションを呼び出し、パラメータ値を復号します。その結果、GetParameter リクエストは、次の例
に示すように、プレーンテキストパラメータ値を持つパラメータを返します。
$
{

}

aws ssm get-parameter --name MyParameter --with-decryption
"Parameter": {
"Type": "SecureString",
"Name": "MyParameter",
"Value": "secret_value"
}

アドバンスト Secure String パラメータをスタンダードパラメータに変換することはできませんが、スタ
ンダード Secure String パラメータをアドバンストパラメータに変換することはできます。スタンダー
ド Secure String パラメータをアドバンスト Secure String に変換するには、Overwrite パラメータで
PutParameter オペレーションを使用します。Type は SecureString、 Tier 値は Advanced である
必要があります。カスタマーマネージドキーを識別する KeyId パラメータはオプションです。省略する
と、Parameter Store はアカウントの AWS マネージドキー を使用します。スタンダードパラメータの暗
号化に異なる KMS キーを使用した場合でも、プリンシパルが使用を許可されている任意の KMS キーを指
定することができます。
Overwrite パラメータを使用する際、Parameter Store は AWS Encryption SDK を使用してパラメータ値
を暗号化します。次に、新しく暗号化されたメッセージを Parameter Store に格納します。
$ aws ssm put-parameter --name myStdParameter --value "secret_value" --type SecureString
--tier Advanced --key-id 1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab --overwrite

次のワークフローは、Parameter Store が KMS キーを使用して、アドバンスト Secure String パラメータ
を暗号化および復号する方法を示しています。

アドバンストパラメータの暗号化
1. PutParameter を使用してアドバンスト Secure String パラメータを作成すると、Parameter Store は
AWS Encryption SDK と AWS KMS を使用してパラメータ値を暗号化します。Parameter Store は、パ
ラメータ値、指定した KMS キー、Parameter Store の暗号化コンテキスト (p. 516)を使用して AWS
Encryption SDK を呼び出します。
2. AWS Encryption SDK は、指定した KMS キーの識別子と Parameter Store の暗号化コンテキストを使
用して、AWS KMS に GenerateDataKey リクエストを送信します。AWS KMS は一意のデータキーの
2 つのコピーを返します。1 つはプレーンテキストで、もう 1 つは KMS キーで暗号化されています。
（暗号化コンテキストは、データキーを暗号化するときに使用します）。
3. AWS Encryption SDK はプレーンテキストのデータキーを使ってパラメータ値を暗号化し、暗号化され
たパラメータ値、暗号化されたデータキー、および Parameter Store 暗号化コンテキストを含むその他
のデータを含む暗号化されたメッセージを返します。
4. Parameter Store は、暗号化されたメッセージをパラメータ値として格納します。
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アドバンストパラメータの復号
1. GetParameter リクエストに WithDecryption パラメータを含めると、アドバンスト Secure String
パラメータを取得できます。これを行うと、Parameter Store は暗号化されたメッセージをパラメータ
値から AWS Encryption SDK の復号メソッドに渡します。
2. AWS Encryption SDK は AWS KMS Decrypt オペレーションを呼び出します。暗号化されたメッセージ
から、暗号化されたデータキーと Parameter Store 暗号化コンテキストを渡します。
3. AWS KMS は、KMS キーと Parameter Store の暗号化コンテキストを使用して、暗号化されたデータ
キーを復号します。続いて、プレーンテキストの (復号化された) データキーを AWS Encryption SDK に
返します。
4. AWS Encryption SDK は、プレーンテキストのデータキーを使ってパラメータ値を復号し、これは、プ
レーンテキストのパラメータ値を Parameter Store に返します。
5. Parameter Store は暗号化コンテキストを検証し、 GetParameter 応答でプレーンテキストのパラメー
タ値を返します。

パラメータ値を暗号化および復号するためのアクセス
許可の設定
スタンダードの Secure String パラメータ値を暗号化するには、ユーザーに kms:Encrypt 権限が必要で
す。アドバンスト Secure String パラメータ値を暗号化するには、ユーザーに kms:GenerateDataKey 権
限が必要です。どちらのタイプの Secure String パラメータ値を復号するにも、ユーザーに kms:Decrypt
権限が必要です。
IAM ポリシーを使用して、ユーザーが Systems Managerの PutParameter と GetParameter オペレー
ションを呼び出すアクセス許可を許可または拒否できます。
カスタマーマネージドキーを使用して Secure String パラメータ値を暗号化している場合は、IAM ポリ
シーとキーポリシーを使用して、暗号化と復号のアクセス許可を管理できます。ただし、デフォルトの
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aws/ssm KMS キーに対してアクセス制御ポリシーを確立することはできません。カスタマーマネージド
キーへのアクセスを制御する方法の詳細については、AWS KMS の認証とアクセスコントロール (p. 160)
を参照してください。
次の例は、スタンダードの Secure String パラメータ用に設計された IAM ポリシーを示しています。これ
により、ユーザーは FinancialParameters パス内のすべてのパラメータに対して Systems Manager
PutParameter オペレーションを呼び出すことができます。このポリシーにより、ユーザーはサンプルカ
スタマーマネージドキーで AWS KMS Encrypt オペレーションを呼び出すこともできます。
{

*"

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:PutParameter"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:us-west-2:111122223333:parameter/FinancialParameters/
},
{

"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Encrypt"
],
"Resource": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
]
}

次の例は、アドバンスト Secure String パラメータ用に設計された IAM ポリシーを示しています。これ
により、ユーザーは ReservedParameters パス内のすべてのパラメータに対して Systems Manager
PutParameter オペレーションを呼び出すことができます。このポリシーにより、ユーザーはサンプルカ
スタマーマネージドキーで AWS KMS GenerateDataKey オペレーションを呼び出すこともできます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:PutParameter"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:us-west-2:111122223333:parameter/ReservedParameters/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
]
}

最後の例では、スタンダードまたはアドバンスト Secure String パラメータに使用できる IAM ポリシーも
示しています。これにより、ユーザーは ITParameters パス内のすべてのパラメータに対して Systems
Manager の GetParameter オペレーション (および関連する操作) を呼び出すことができます。このポリ
シーにより、ユーザーはサンプルカスタマーマネージドキーで AWS KMS Decrypt オペレーションを呼
び出すこともできます。
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetParameter*"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:us-west-2:111122223333:parameter/ITParameters/*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
}
]
}

Parameter Store の暗号化コンテキスト
暗号化コンテキスト は､一連のキー値のペアおよび任意非シークレットデータを含みます。データを暗号
化するリクエストに暗号化コンテキストを組み込むと、AWS KMS は暗号化コンテキストを暗号化された
データに暗号化してバインドします。データを復号するには、同じ暗号化コンテキストに渡す必要があり
ます。
また、暗号化コンテキストを使用して、監査レコードおよびログ内の暗号化オペレーションを識別するこ
ともできます。暗号化コンテキストは､AWS CloudTrail ログなどのログにプレーンテキストで表示されま
す。
AWS Encryption SDK でも暗号化コンテキストを使用しますが、処理方法は異なります。Parameter Store
は、暗号化メソッドに暗号化コンテキストを提供します。AWS Encryption SDK は、暗号化コンテキス
トを暗号化されたデータに暗号化してバインドします。また、暗号化されたメッセージを返す際、ヘッ
ダーに暗号化コンテキストをプレーンテキストとして含めます。ただし、AWS KMS とは異なり、AWS
Encryption SDK の復号メソッドは、入力として暗号化コンテキストを取りません。代わりに、データを
復号するときに、AWS Encryption SDK は暗号化されたメッセージから暗号化コンテキストを取得しま
す。Parameter Store は、プレーンテキストのパラメータ値を返す前に、暗号化コンテキストに期待される
値が含まれていることを確認します。
Parameter Store は、暗号化オペレーションで次の暗号化コンテキストを使用します。
• キー: PARAMETER_ARN
• 値: 暗号化されるパラメータの Amazon リソースネーム (ARN)。
暗号化コンテキストの形式は以下のとおりです。
"PARAMETER_ARN":"arn:aws:ssm:<REGION_NAME>:<ACCOUNT_ID>:parameter/<parameter-name>"

例えば、Parameter Store は 呼び出しにこの暗号化コンテキストを含めて、サンプルの AWS アカウント
およびリージョンで MyParameter パラメータを暗号化および復号します。
"PARAMETER_ARN":"arn:aws:ssm:us-west-2:111122223333:parameter/MyParameter"

パラメータが Parameter Store 階層パスにある場合、パスと名前は暗号化コンテキストに含まれます。例
えば、サンプルの AWS アカウント およびリージョンの /ReadableParameters パスで MyParameter
パラメータを暗号化および復号するときに、この暗号化コンテキストが使用されます。
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"PARAMETER_ARN":"arn:aws:ssm:us-west-2:111122223333:parameter/ReadableParameters/
MyParameter"

暗号化された Secure String パラメータ値を復号するには、正しい暗号化コンテキストと Systems
Manager AWS KMS オペレーションが返す暗号化されたパラメータ値を使用して、GetParameter
Decrypt オペレーションを呼び出します。ただし、WithDecryption パラメータで GetParameter オ
ペレーションを使用して、Parameter Store パラメータ値を復号することをお勧めします。
暗号化コンテキストを IAM ポリシーに含めることもできます。例えば、ユーザーが特定の 1 つのパラメー
タ値またはパラメータ値のセットのみを復号できるようにすることができます。
次の IAM ポリシーステートメントの例では、ユーザーが MyParameter パラメータの get 値と、指定した
KMS キーを使用してその値を復号できるようにします。ただし、アクセス許可は、暗号化コンテキストが
指定された文字列と一致する場合にのみ適用されます。これらのアクセス許可は他のパラメータや KMS
キーには適用されません。また、暗号化コンテキストが文字列と一致しない場合、GetParameter への呼
び出しは失敗します。
このようなポリシーステートメントを使用するときは、事前にサンプルの ARN を有効な値で置き換えて
ください。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetParameter*"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:us-west-2:111122223333:parameter/MyParameter"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt"
],
"Resource": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:PARAMETER_ARN":"arn:aws:ssm:uswest-2:111122223333:parameter/MyParameter"
}
}
}
]
}

Parameter Store で KMS キーの問題をトラブルシュー
ティングする
Secure String パラメータに対して任意のオペレーションを実行するには、Parameter Store が目的のオペ
レーションに対して、指定した AWS KMS KMS キーを使用できる必要があります。KMS キーに関連する
Parameter Store の障害のほとんどは、次の問題に起因します。
• アプリケーションが使用している認証情報には、KMS キーで指定されたアクションを実行するアクセス
許可はありません。
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このエラーを解決するには、異なる認証情報を使用してアプリケーションを実行するか、オペレーショ
ンを妨げている IAM またはキーポリシーを修正します。AWS KMS IAM とキーポリシーのヘルプについ
ては、「AWS KMS の認証とアクセスコントロール (p. 160)」を参照してください。
• KMS キーが見つからない。
これは通常、KMS キーに誤った識別子を使用した場合に発生します。KMS キーの正しい識別子を見つ
けて (p. 64)、再度コマンドを試行します。
• KMS キーが有効になっていない。これが発生すると、Parameter Storeは、AWS KMS からの詳細なエ
ラーメッセージとともに InvalidKeyId の例外を返します。KMS キーのキーステータスが Disabled の
場合は、有効にします (p. 78)。Pending Import の場合は、インポート手順 (p. 390)を実施してくださ
い。キーステータスが Pending Deletion の場合は、キーの削除をキャンセルする (p. 145)か、別の
KMS キーを使用します。
AWS KMS コンソールで KMS キーのキーステータス (p. 153)を確認するには、カスタマーマネージド
キーまたは AWS マネージドキー ページのステータス列 (p. 48)を参照してください。AWS KMS APIを
使用して KMS キーのステータスを確認するには、DescribeKey オペレーションを使用します。

Amazon WorkMail が AWS KMS を使用する方法
このトピックでは、Amazon WorkMail が AWS KMS を使用して E メールメッセージを暗号化する方法に
ついて説明します。
トピック
• Amazon WorkMail の概要 (p. 518)
• Amazon WorkMail の暗号化 (p. 518)
• KMS キーの使用を許可する (p. 521)
• Amazon WorkMail 暗号化コンテキスト (p. 523)
• Amazon WorkMail と AWS KMS の対話をモニタリングする (p. 523)

Amazon WorkMail の概要
Amazon WorkMail は、既存のデスクトップおよびモバイルの E メールクライアントをサポートする、安全
で管理されたビジネス向け E メールおよびカレンダーサービスです。Amazon WorkMail 組織を作成し、所
有している 1 つ以上のメールドメインをその組織に割り当てることができます。その後、組織内の E メー
ルユーザーとディストリビューショングループのメールボックスを作成できます。
Amazon WorkMail は、メッセージがディスクに書き込まれる前に、すべての Amazon WorkMail 組織の
メールボックス内のすべてのメッセージを透過的に暗号化し、ユーザーがアクセスしたときにメッセー
ジを透過的に復号化します。暗号化を無効にするオプションはありません。メッセージを保護する暗号化
キーを保護するために、Amazon WorkMail は AWS Key Management Service (AWS KMS) と統合されてい
ます。
Amazon WorkMail には、ユーザーが 署名付きまたは暗号化された E メールを送信できるようにするオプ
ションもあります。この暗号化機能は AWS KMS を使用していません。

Amazon WorkMail の暗号化
Amazon WorkMail では、各組織には、組織内のユーザーごとに 1 つずつ、複数のメールボックスを含める
ことができます。E メール、カレンダーの項目などのすべてのメッセージはユーザーのメールボックスに
保存されます。
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Amazon WorkMail 組織内のメールボックスの内容を保護するために、Amazon WorkMail はすべてのメー
ルボックスメッセージをディスクに書き込む前に暗号化します。お客様から提供された情報がプレーンテ
キストで保存されることはありません。
各メッセージは、一意のデータ暗号化キーで暗号化されます。メッセージキーは、そのメールボックス
でのみ使用される一意の暗号化キーであるメールボックスキーで保護されています。メールボックスキー
は、組織の AWS KMS key で暗号化されるため、AWS KMS を暗号化されないままにしません。次の図表
は、AWS KMS における、暗号化されたメッセージ、暗号化されたメッセージキー、暗号化されたメール
ボックスキー、組織の KMS キーの関係を示しています。

組織の KMS キー
Amazon WorkMail 組織を作成する際、組織の AWS KMS key を選択できます。この KMS キーはその組織
内のすべてのメールボックスキーを保護します。
Quick Setup 手順を使用して組織を作成する場合、Amazon WorkMail は AWS アカウント で Amazon
WorkMail (aws/workmail) 用の AWS マネージドキー (p. 3) を使用します。Standard Setup を使用する
場合は、Amazon WorkMail 用の AWS マネージドキー、または所有および管理するカスタマーマネージ
ドキー (p. 5)を選択できます。各組織で同じ、または異なる KMS キーを選択できますが、選択した KMS
キーを変更することはできません。

Important
Amazon WorkMail は、対称暗号化 KMS キーのみをサポートします。非対称 KMS キーを使用し
て Amazon WorkMail のデータを暗号化することはできません。KMS キーが対称か非対称かを判
断する方法については、非対称 KMS キーの識別 (p. 331) を参照してください。
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組織の KMS キーを検索するには、AWS KMS への呼び出しを記録する AWS CloudTrail ログエントリを使
用します。

各メールボックスの一意の暗号化キー
新しいメールボックスを作成すると、Amazon WorkMail は AWS KMS の外部で、メールボックスの一意
の 256 ビット Advanced Encryption Standard (AES) 対称暗号化 キーを、メールボックスキーとして生成
します。Amazon WorkMail は、メールボックスキーを使用して、メールボックス内の各メッセージの暗号
化キーを保護します。
メールボックスキーを保護するために、Amazon WorkMail は AWS KMS を呼び出し、組織の KMS キーで
メールボックスキーを暗号化します。その後、メールボックスのメタデータに暗号化されたメールボック
スキーを保存します。

Note
Amazon WorkMail は、対称メールボックス暗号化キーを使用してメッセージキーを保護します。
以前は、Amazon WorkMail は各メールボックスを非対称キーペアで保護していました。パブリッ
クキーを使用して各メッセージキーを暗号化し、プライベートキーで復号していました。プラ
イベートメールボックスキーは組織の KMS キーで保護されていました。既存のメールボックス
は今も非対称メールボックスキーペアを使用している場合があります。この変更により、メール
ボックスやそのメッセージのセキュリティに影響が生じることはありません。

各メッセージの一意の暗号化キー
メールボックスにメッセージが追加されると、Amazon WorkMail は AWS KMS の外部で、メッセージに
対して一意の 256 ビット AES 対称暗号化キーを生成します。このメッセージキーを使用してメッセージ
を暗号化します。Amazon WorkMail は、メールボックスキーの下にメッセージキーを暗号化し、暗号化さ
れたメッセージキーをメッセージとともに保存します。次に、組織の KMS キーでメールボックスキーを
暗号化します。

新しいメールボックスの作成
Amazon WorkMail は新しいメールボックスを作成するとき、次のプロセスを使用して、暗号化されたメッ
セージを保持するメールボックスを準備します。
• Amazon WorkMail は AWS KMS の外部で、メールボックスに対して一意の 256 ビット AES 対称暗号化
キーを生成します。
• Amazon WorkMail は、AWS KMS Encrypt オペレーションを呼び出します。また、メールボックスキー
および組織の AWS KMS key の識別子を渡します。AWS KMS は KMS キーで暗号化されたメールボッ
クスキーの暗号化テキストを返します。
• Amazon WorkMail は、暗号化されたメールボックスキーと、メールボックスのメタデータを保存しま
す。

メールボックスメッセージの暗号化
メッセージを暗号化するために、Amazon WorkMail は次のプロセスを使用します。
1. Amazon WorkMail は、メッセージに対して一意の 256 ビット AES 対称キーを生成します。プレーンテ
キストのメッセージキーと Advanced Encryption Standard (AES) アルゴリズムを使用して、AWS KMS
の外部でメッセージを暗号化します。
2. メールボックスキーの下でメッセージキーを保護するために、Amazon WorkMail はメールボックスキー
を復号化する必要があります。メールボックスキーは常に暗号化された形式で保存されます。
Amazon WorkMail は、AWS KMS Decrypt オペレーションを呼び出し、暗号化されたメールボックス
キーで渡します。AWS KMS は組織の KMS キーを使用してメールボックスキーを復号し、Amazon
WorkMail にプレーンテキストのメールボックスキーを返します。
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3. Amazon WorkMail は、プレーンテキストのメールボックスキーと Advanced Encryption Standard (AES)
アルゴリズムを使用して、AWS KMS の外部でメッセージキーを暗号化します。
4. Amazon WorkMail は、暗号化されたメッセージのメタデータに暗号化されたメッセージキーを保存し、
復号化できるようにします。

メールボックスメッセージの復号
メッセージを復号化するために、Amazon WorkMail は次のプロセスを使用します。
1. Amazon WorkMail は、AWS KMS Decrypt オペレーションを呼び出し、暗号化されたメールボックス
キーで渡します。AWS KMS は組織の KMS キーを使用してメールボックスキーを復号し、Amazon
WorkMail にプレーンテキストのメールボックスキーを返します。
2. Amazon WorkMail は、プレーンテキストのメールボックスキーと Advanced Encryption Standard (AES)
アルゴリズムを使用して、AWS KMS の外部で暗号化されたメッセージキーを復号します。
3. Amazon WorkMail は、プレーンテキストのメッセージキーを使用して、暗号化されたメッセージを復号
化します。

メールボックスキーのキャッシュ
パフォーマンスを改善し、AWS KMS への呼び出しを最小限に抑えるために、Amazon WorkMail は、各
クライアントの各プレーンテキストのメールボックスキーを最大 1 分間ローカルにキャッシュします。
キャッシュ期間の終了時に、メールボックスキーは削除されます。キャッシュ期間中にそのクライアン
トのメールボックスキーが必要な場合、Amazon WorkMail では AWS KMS を呼び出す代わりに、キャッ
シュからキーを取得できます。メールボックスキーはキャッシュで保護されており、プレーンテキストで
ディスクに書き込まれることはありません。

KMS キーの使用を許可する
Amazon WorkMail は、暗号化オペレーションで AWS KMS key を使用する際、メールボックス管理者の代
理として機能します。
ユーザーに代わってシークレットに AWS KMS key を使用するには、管理者に次のアクセス許可が必要で
す。IAM ポリシーまたはキーポリシーで、これらの必要なアクセス許可を指定できます。
• kms:Encrypt
• kms:Decrypt
• kms:CreateGrant
Amazon WorkMail で発生するリクエストにのみ KMS キーが使用されるようにするに
は、kms:ViaService (p. 253) 条件キーを workmail.<region>.amazonaws.com 値で使用します。
また、暗号化オペレーションに KMS キーを使用する条件として、暗号化コンテキスト (p. 523)でキーま
たは値を使用することもできます。例えば、IAM またはキーポリシードキュメントで文字列条件演算子を
使用したり、許可で許可制約を使用したりできます。
キーポリシー (AWS マネージドキー 用)
Amazon WorkMail の AWS マネージドキー のキーポリシーでは、Amazon WorkMail がユーザーに代わっ
てリクエストを行った場合にのみ、指定されたオペレーションに KMS キーを使用する許可がユーザーに
付与されます。このキーポリシーでは、ユーザーが KMS キーを直接使用することは許可されません。
このキーポリシーは、すべての AWS マネージドキー (p. 5) のポリシーと同様に、サービスによって確立
されます。キーポリシーは変更できませんが、いつでも表示できます。詳細については、「キーポリシー
の表示 (p. 177)」を参照してください。
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このキーポリシーのポリシーステートメントには次の効果があります。
• リクエストがユーザーの Amazon WorkMail から送信された場合にのみ、アカウントとリージョ
ンのユーザーが暗号化オペレーションに KMS キーを使用して、権限を作成することを許可しま
す。kms:ViaService 条件キーで、この制限を適用します。
• KMS キープロパティを表示し、権限を取り消すことをユーザーに許可する IAM ポリシーを AWS アカウ
ント が作成できるようにします。
以下は、Amazon WorkMail のサンプル AWS マネージドキー のキーポリシーです。
{

"Version" : "2012-10-17",
"Id" : "auto-workmail-1",
"Statement" : [ {
"Sid" : "Allow access through WorkMail for all principals in the account that are
authorized to use WorkMail",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "*"
},
"Action" : [ "kms:Decrypt", "kms:CreateGrant", "kms:ReEncrypt*", "kms:DescribeKey",
"kms:Encrypt" ],
"Resource" : "*",
"Condition" : {
"StringEquals" : {
"kms:ViaService" : "workmail.us-east-1.amazonaws.com",
"kms:CallerAccount" : "111122223333"
}
}
}, {
"Sid" : "Allow direct access to key metadata to the account",
"Effect" : "Allow",
"Principal" : {
"AWS" : "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action" : [ "kms:Describe*", "kms:List*", "kms:Get*", "kms:RevokeGrant" ],
"Resource" : "*"
} ]

}

Amazon WorkMail の認証に許可を使用する
Amazon WorkMail はキーポリシーに加えて、権限を使用して各組織の KMS キーにアクセス許可を追加し
ます。アカウントの KMS キーの権限を表示するには、ListGrants オペレーションを使用します。
Amazon WorkMail は権限を使用して、組織の KMS キーに次のアクセス許可を追加します。
• Amazon WorkMail がメールボックスキーを暗号化することを kms:Encrypt 許可する権限を追加しま
す。
• Amazon WorkMail に、KMS キーを使用してメールボックスキーを復号できる kms:Decrypt 許可を追
加します。Amazon WorkMail では、メールボックスメッセージを読み取るリクエストは、メッセージを
読み取っているユーザーのセキュリティコンテキストを使用するため、許可でこのアクセス許可が必要
です。リクエストは AWS アカウント の認証情報を使用しません。Amazon WorkMail は、組織の KMS
キー選択時にこの権限を作成します。
許可を作成するために、Amazon WorkMail は、組織を作成したユーザーの代わりに CreateGrant を呼
び出します。権限付与を作成するアクセス許可はキーポリシーから付与されます。このポリシーによ
り、Amazon WorkMail が認可されたユーザーの代わりにリクエストを行う際に、アカウントユーザーが組
織の KMS キーで CreateGrant を呼び出すことができます。
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キーポリシーはアカウントルートが AWS マネージドキー で権限を取り消すことも許可します。ただし、
許可を取り消すと、Amazon WorkMail はメールボックスの暗号化されたデータを復号化できません。

Amazon WorkMail 暗号化コンテキスト
暗号化コンテキスト (p. 20)は、任意のシークレットデータを含まない、一連のキーと値のペアです。デー
タを暗号化するリクエストに暗号化コンテキストを組み込むと、AWS KMS は暗号化コンテキストを暗号
化されたデータに暗号化してバインドします。データを復号化するには、同じ暗号化コンテキストに渡す
必要があります。
Amazon WorkMail は、すべての AWS KMS 暗号化オペレーションで同じ暗号化コンテキスト形式を使用
します。暗号化コンテキストを使用して、AWS CloudTrail などの監査レコードやログで、暗号化オペレー
ションを確認できます。また、ポリシーと許可で認可の条件として確認することもできます。
AWS KMS への Encrypt および Decrypt リクエストで、Amazon WorkMail は、キーが
aws:workmail:arn、値が組織の Amazon リソースネーム (ARN) である暗号化コンテキストを使用しま
す。
"aws:workmail:arn":"arn:aws:workmail:region:account ID:organization/organization ID"

例えば、次の暗号化コンテキストには、米国東部 (オハイオ) (us-east-2) リージョンの組織 ARN の例が
含まれています。
"aws:workmail:arn":"arn:aws:workmail:us-east-2:111122223333:organization/
m-68755160c4cb4e29a2b2f8fb58f359d7"

Amazon WorkMail と AWS KMS の対話をモニタリン
グする
AWS CloudTrail および Amazon CloudWatch Logs を使用して、Amazon WorkMail がユーザーに代わって
AWS KMS に送信するリクエストを追跡できます。

Encrypt
新しいメールボックスを作成すると、Amazon WorkMail はメールボックスキーを生成し、AWS KMS を呼
び出してメールボックスキーを暗号化します。Amazon WorkMail はプレーンテキストのメールボックス
キーと Amazon WorkMail 組織の KMS キーの識別子を使用して、Encrypt リクエストを AWS KMS に送信
します。
Encrypt オペレーションを記録するイベントは、次のようなサンプルイベントになります。ユーザーは
Amazon WorkMail サービスです。パラメータには、KMS キー ID (keyId) と Amazon WorkMail 組織の暗
号化コンテキストが含まれます。Amazon WorkMail もメールボックスキーを渡しますが、CloudTrail ログ
には記録されません。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AWSService",
"invokedBy": "workmail.eu-west-1.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2019-02-19T10:01:09Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Encrypt",
"awsRegion": "eu-west-1",
"sourceIPAddress": "workmail.eu-west-1.amazonaws.com",
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"userAgent": "workmail.eu-west-1.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"encryptionContext": {
"aws:workmail:arn": "arn:aws:workmail:eu-west-1:111122223333:organization/mc6981ff7642446fa8772ba99c690e455"
},
"keyId": "arn:aws:kms:euwest-1:111122223333:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d"
},
"responseElements": null,
"requestID": "76e96b96-7e24-4faf-a2d6-08ded2eaf63c",
"eventID": "d5a59c18-128a-4082-aa5b-729f7734626a",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:kms:euwest-1:111122223333:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d",
"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333",
"sharedEventID": "d08e60f1-097e-4a00-b7e9-10bc3872d50c"
}

Decrypt
メールボックスメッセージを追加、表示、削除すると、Amazon WorkMail は AWS KMS にメールボッ
クスキーの復号を要求します。Amazon WorkMail は、暗号化されたメールボックスキーと Amazon
WorkMail 組織の KMS キーの識別子を使用して、AWS KMS に Decrypt リクエストを送信します
Decrypt オペレーションを記録するイベントは、次のようなサンプルイベントになります。ユーザーは
Amazon WorkMail サービスです。パラメータには (暗号化テキストの blob として) 暗号化メールボック
スキーが含まれますが、ログ、および Amazon WorkMail 組織の暗号化コンテキストには記録されませ
ん。AWS KMS は暗号化テキストから KMS キーの ID を取得します。
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AWSService",
"invokedBy": "workmail.eu-west-1.amazonaws.com"
},
"eventTime": "2019-02-20T11:51:10Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "eu-west-1",
"sourceIPAddress": "workmail.eu-west-1.amazonaws.com",
"userAgent": "workmail.eu-west-1.amazonaws.com",
"requestParameters": {
"encryptionContext": {
"aws:workmail:arn": "arn:aws:workmail:eu-west-1:111122223333:organization/mc6981ff7642446fa8772ba99c690e455"
}
},
"responseElements": null,
"requestID": "4a32dda1-34d9-4100-9718-674b8e0782c9",
"eventID": "ea9fd966-98e9-4b7b-b377-6e5a397a71de",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"ARN": "arn:aws:kms:euwest-1:111122223333:key/1a2b3c4d-5e6f-1a2b-3c4d-5e6f1a2b3c4d",
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"accountId": "111122223333",
"type": "AWS::KMS::Key"

}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "111122223333",
"sharedEventID": "241e1e5b-ff64-427a-a5b3-7949164d0214"

}

WorkSpaces が AWS KMS を使用する方法
WorkSpaces を使用して、エンドユーザーごとにクラウドベースのデスクトップ (WorkSpace) をプロビ
ジョニングできます。新しい WorkSpace の起動時に、そのボリュームの暗号化を選択し、暗号化に使用
する AWS KMS key (p. 3) を決定することができます。WorkSpaces 用 AWS マネージドキー (p. 5) (aws/
workspaces) または対称カスタマーマネージドキー (p. 5)を選択できます。

Important
WorkMail は、対称暗号化 KMS キーのみをサポートします。非対称 KMS キーを使用して
WorkSpaces のボリュームを暗号化することはできません。KMS キーが対称か非対称かを判断す
る方法については、非対称 KMS キーの識別 (p. 331) を参照してください。
暗号化されたボリュームで WorkSpaces を作成する方法については、Amazon WorkSpaces 管理ガイドの
Encrypt a WorkSpace を参照してください。
トピック
• AWS KMS を使用した WorkSpaces 暗号化の概要 (p. 525)
• WorkSpaces 暗号化コンテキスト (p. 526)
• ユーザーに代わって KMS キーを使用する許可を WorkSpaces に付与する (p. 526)

AWS KMS を使用した WorkSpaces 暗号化の概要
暗号化されたボリュームで WorkSpaces を作成すると、WorkSpaces は Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) を使用してこれらのボリュームを作成および管理します。どちらのサービスも、AWS KMS
key を使用して暗号化されたボリュームを操作します。EBS ボリュームの暗号化の詳細については、以下
のドキュメントを参照してください。
• このガイドの「Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) が AWS KMS を使用する方法 (p. 490)」
• Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EBS 暗号化
暗号化されたボリュームを使用するWorkSpaces を起動すると、エンドツーエンドの処理が次のように行
われます。
1.

暗号化に使用する KMS キーおよび WorkSpace のユーザーとディレクトリを指定します。このアク
ションにより、この WorkSpaces (指定されたユーザーとディレクトリに関連付けられた WorkSpace )
にのみ KMS キーの使用を許可するグラント (p. 195)が作成されます。

2.

WorkSpaces は、WorkSpace 用に暗号化された EBS ボリュームを作成し、使用する KMS キーおよ
びボリュームのユーザーとディレクトリ (Step 1 (p. 525)で指定した情報と同じ情報) を指定しま
す。このアクションにより、Amazon EBS が WorkSpace とボリューム (指定されたユーザーとディレ
クトリに関連付けられた WorkSpace および指定されたボリューム) にのみ KMS キーを使用できるよ
うにするグラント (p. 195)が作成されます。

3.

Amazon EBS は、KMS キーで暗号化されたボリュームデータキーをリクエストし、暗号化コンテキ
ストとして、WorkSpace ユーザーの Sid とディレクトリ ID およびボリューム ID を指定します。
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4.

AWS KMS は、新しいデータキーを作成し、KMS キーによって暗号化して、暗号化されたデータキー
を Amazon EBS に送信します。

5.

WorkSpaces は、Amazon EBS を使用して、暗号化されたボリュームを WorkSpace にアタッチしま
す。Amazon EBS は、暗号化されたデータキーを Decrypt リクエストとともに AWS KMS に送信
し、WorkSpace ユーザーの Sid、そのディレクトリ ID、および暗号化コンテキスト (p. 526)として
使用されるボリューム ID を指定します。

6.

AWS KMS は、KMS キーを使用してデータキーを復号し、プレーンテキストのデータキーを Amazon
EBS に送信します。

7.

Amazon EBS は、プレーンテキストデータキーを使用して、暗号化されたボリュームを出入りするす
べてのデータを暗号化します。Amazon EBS は、ボリュームが WorkSpace にアタッチされている限
り、プレーンテキストデータキーをメモリ内に保持します。

8.

WorkSpace を再起動または再構築した場合、Amazon EBS は後で使用できるように暗号化された
データキー (Step 4 (p. 526) で受け取ったデータキー) とボリュームメタデータを保存します。

9.

AWS Management Console を使用して WorkSpace を削除すると (または WorkSpaces API で
TerminateWorkspaces アクションを使用すると)、WorkSpaces および Amazon EBS はその
WorkSpace で KMS キーの使用を許可していたグラントを使用停止にします。

WorkSpaces 暗号化コンテキスト
WorkSpaces では、AWS KMS key を暗号化オペレーション (Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey
など) に直接使用することはありません。つまり、WorkSpaces は暗号化コンテキスト (p. 20)が含まれ
る AWS KMS にリクエストを送信しません。ただし、Amazon EBS が、WorkSpaces の暗号化されたボ
リュームに対して暗号化されたデータキーをリクエストするとき (Step 3 (p. 525) の AWS KMS を使用
した WorkSpaces 暗号化の概要 (p. 525)) と、そのデータキーのプレーンテキストコピーをリクエストす
るとき (Step 5 (p. 526)) には、リクエストに暗号化コンテキストが含められます。暗号化コンテキスト
は、データの整合性を保証するために AWS KMS で使用される追加の認証データ (AAD) を提供します。
また、暗号化コンテキストは AWS CloudTrail ログファイルにも書き込まれるため、特定の AWS KMS key
が使用された原因を理解するのに役立ちます。Amazon EBS では、暗号化コンテキストとして次のものが
使用されます。
• WorkSpace に関連付けられている AWS Directory Service ユーザーの sid
• WorkSpace に関連付けられた AWS Directory Service ディレクトリのディレクトリ ID
• 暗号化されたボリュームの ボリューム ID
次の例は、Amazon EBS が使用する暗号化コンテキストの JSON 表現を示しています。
{

"aws:workspaces:sid-directoryid":
"[S-1-5-21-277731876-1789304096-451871588-1107]@[d-1234abcd01]",
"aws:ebs:id": "vol-1234abcd"

}

ユーザーに代わって KMS キーを使用する許可を
WorkSpaces に付与する
WorkSpaces (aws/workspaces) の AWS マネージドキー またはカスタマーマネージドキーで、WorkSpace
のデータを保護できます。カスタマーマネージドキーを使用する場合は、アカウントの WorkSpaces 管
理者に代わって KMS キーを使用する許可を、WorkSpaces に付与する必要があります。WorkSpaces の
AWS マネージドキー には、デフォルトで必要な許可が付与されています。
WorkSpaces で使用するカスタマーマネージドキーを準備するには、次の手順を実行します。
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1. KMS キーのキーポリシーにあるキーユーザーのリストに WorkSpaces 管理者を追加する (p. 527)
2. WorkSpaces 管理者に IAM ポリシーで追加のアクセス権限を付与する (p. 527)
WorkSpaces 管理者には、WorkSpaces を使用するアクセス許可も必要です。これらのアクセス許可の詳
細については、Amazon WorkSpaces 管理ガイドの Controlling Access to WorkSpaces Resources を参照
してください。

パート 1: KMS キーのキーユーザーに WorkSpaces 管理者を追加
する
WorkSpaces 管理者に必要な許可を付与するには、AWS Management Console または AWS KMS API を
使用できます。

KMS キーのキーユーザーとして WorkSpaces 管理者を追加するには (コンソー
ル)
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys (カスタマー管理型のキー)] を選択します。

4.

任意のカスタマーマネージドキーのキー ID またはエイリアスを選択する

5.

[キーポリシー] タブを選択します。[Key users] (キーユーザー) で [Add] (追加) を選択します。

6.

IAM ユーザーとロールのリストで、WorkSpaces 管理者に対応するユーザーとロールを選択し、
[Attach] を選択します。

KMS キーのキーユーザーとして WorkSpaces 管理者を追加するには (AWS KMS
API)
1.

GetKeyPolicy オペレーションを使用して既存のキーポリシードキュメントを取得し、キーポリシード
キュメントをファイルに保存します。

2.

任意のテキストエディタでポリシードキュメントを開きます。WorkSpaces 管理者に対応する IAM
ユーザーとロールを、キーユーザーにアクセス許可を付与する (p. 173)ポリシーステートメントに追
加します。その後、ファイルを保存します。

3.

PutKeyPolicy オペレーションを使用して、KMS キーにキーポリシーを適用します。

パート 2: WorkSpace 管理者に追加のアクセス許可を付与する
カスタマーマネジージドキーを使用して WorkSpaces データを保護する場合、デフォルトのキーポリ
シー (p. 168)のキーユーザーセクションのアクセス許可に加えて、WorkSpaces 管理者に KMS キーでグ
ラント (p. 195)を作成する許可が必要です。また、AWS Management Console を使用して暗号化されたボ
リュームを持つ WorkSpace を作成する場合、WorkSpace 管理者にはエイリアスとキーを一覧表示するた
めのアクセス許可が必要です。IAM ユーザーポリシーの作成と編集については、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を参照してください。
WorkSpaces 管理者にこれらのアクセス権限を付与するには、IAM ポリシーを使
用します。以下の例のようなポリシーステートメントを、各 WorkSpaces 管理
者の IAM ポリシーに追加します。サンプルKMS キー ARN (arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab) を有効なものに
置き換えます。WorkSpaces 管理者が (コンソールではなく) WorkSpaces API のみを使用する場
合、"kms:ListAliases" および "kms:ListKeys" のアクセス許可を備えた 2 番目のポリシーステート
メントは省略できます。
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{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "kms:CreateGrant",
"Resource": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:ListAliases",
"kms:ListKeys"
],
"Resource": "*"
}
]
}
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AWS KMS API のプログラミング
AWS KMS APIを使用して KMS キーやカスタムキーストア (p. 407)などの特別な機能の作成および管
理ができ、KMS キーは暗号化オペレーション (p. 14)で使用できます。詳細については、「AWS Key
Management Service API リファレンス」を参照してください。
以下のトピックのサンプルコードは、AWS SDK を使用して AWS KMS API を呼び出す方法を示していま
す。
AWS KMS コンソールを使用してこれらのタスクのいくつかを実行する方法については、「 キーの管
理 (p. 24)」を参照してください。
トピック
• クライアントの作成 (p. 529)
• キーの使用 (p. 530)
• エイリアスの使用 (p. 542)
• データキーの暗号化と復号 (p. 552)
• キーポリシーの使用 (p. 560)
• 許可の使用 (p. 569)

クライアントの作成
AWS SDK for Java、AWS SDK for .NET、AWS SDK for Python (Boto3)、AWS SDK for Ruby、AWS SDK
for PHP または AWS SDK for JavaScript in Node.js を使用して、AWS Key Management Service (AWS
KMS) API を使用するコードに書き込むには、最初に AWS KMS クライアントを作成します。
作成するクライアントオブジェクトは、次のトピックのサンプルコードで使用されます。
Java
Java で AWS KMS クライアントを作成するには、クライアントビルダーを使用します。
AWSKMS kmsClient = AWSKMSClientBuilder.standard().build();

Java クライアントビルダーの使用に関する詳細は、以下のリソースを参照してください。
• AWS デベロッパーブログの Fluent Client Builders
• AWS SDK for Java デベロッパーガイドのサービスクライアントの作成
• AWS SDK for Java API リファレンスの AWSKMSClientBuilder
C#
AmazonKeyManagementServiceClient kmsClient = new AmazonKeyManagementServiceClient();

Python
kms_client = boto3.client('kms')

Ruby
require 'aws-sdk-kms'

# in v2: require 'aws-sdk'
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kmsClient = Aws::KMS::Client.new

PHP
PHP で AWS KMS クライアントを作成するには、AWS KMS クライアントオブジェクトを使用して、
バージョン 2014-11-01 を指定します。詳細については、AWS SDK for PHP API リファレンスの
KMSClient クラスを参照してください。
// Create a KMSClient
$KmsClient = new Aws\Kms\KmsClient([
'profile' => 'default',
'version' => '2014-11-01',
'region' => 'us-east-1'
]);

Node.js
const kmsClient = new AWS.KMS();

キーの使用
このトピックの例では、AWS KMS API を使用して AWS KMS AWS KMS keys (p. 3) を作成、表示、有効
化、無効化し、データキー (p. 7)を生成します。
トピック
• KMS キーを作成する (p. 530)
• データキーの生成 (p. 532)
• AWS KMS key の表示 (p. 534)
• KMS キーのキー ID とキー ARN を取得する (p. 536)
• AWS KMS keys の有効化 (p. 538)
• AWS KMS key の無効化 (p. 540)

KMS キーを作成する
AWS KMS key (p. 3) (KMS キー) を作成するには、CreateKey オペレーションを使用します。このセク
ションの例は、対称暗号化 KMS キーを作成します。これらの例で使用されている Description パラ
メータはオプションです。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「クライアントの作成 (p. 529)」で作
成した AWS KMS クライアントオブジェクトを使用します。
AWS KMS コンソールで KMS キーを作成する方法については、キーの作成 (p. 24) を参照してください。
Java
詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの createKey メソッド を参照してください。
// Create a KMS key
//
String desc = "Key for protecting critical data";
CreateKeyRequest req = new CreateKeyRequest().withDescription(desc);
CreateKeyResult result = kmsClient.createKey(req);
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C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServiceCreateKeyCreateKeyRequest.html の「AWS SDK for .NETCreateKey メ
ソッド」を参照してください。
// Create a KMS key
//
String desc = "Key for protecting critical data";
CreateKeyRequest req = new CreateKeyRequest()
{
Description = desc
};
CreateKeyResponse response = kmsClient.CreateKey(req);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の create_key メソッドを参照してください。
# Create a KMS key
desc = 'Key for protecting critical data'
response = kms_client.create_key(
Description=desc
)

Ruby
詳細については、create_key の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してください。
# Create a KMS key
desc = 'Key for protecting critical data'
response = kmsClient.create_key({
description: desc
})

PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/apikms-2014-11-01.html#createkey の「AWS SDK for PHPCreateKey メソッド」を参照してください。
// Create a KMS key
//
$desc = "Key for protecting critical data";
$result = $KmsClient->createKey([
'Description' => $desc
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の createKey プロパティを参照してください。
// Create a KMS key
//
const Description = 'Key for protecting critical data';
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kmsClient.createKey({ Description }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
PowerShell で KMS キーを作成するには、New-KmsKey コマンドレットを使用します。
# Create a KMS key
$desc = 'Key for protecting critical data'
New-KmsKey -Description $desc

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドを参照してください。

データキーの生成
対称データキー (p. 7)を生成するには、GenerateDataKey オペレーションを使用します。このオペレー
ションは、プレーンテキストのデータキーと、ユーザー指定の対称暗号化 KMS キーで暗号化されたデー
タキーのコピーを返します。各コマンドには、KeySpec または NumberOfBytes のいずれか (両方ではな
く) を指定する必要があります。
データの暗号化にデータキーを使用する方法については、「AWS Encryption SDK」を参照してくださ
い。HMAC オペレーションでデータキーを使用することもできます。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「クライアントの作成 (p. 529)」で作
成した AWS KMS クライアントオブジェクトを使用します。
Java
詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの generateDataKey メソッドを参照してくだ
さい。
// Generate a data key
//
// Replace the following example key ARN with any valid key identfier
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
GenerateDataKeyRequest dataKeyRequest = new GenerateDataKeyRequest();
dataKeyRequest.setKeyId(keyId);
dataKeyRequest.setKeySpec("AES_256");
GenerateDataKeyResult dataKeyResult = kmsClient.generateDataKey(dataKeyRequest);
ByteBuffer plaintextKey = dataKeyResult.getPlaintext();
ByteBuffer encryptedKey = dataKeyResult.getCiphertextBlob();

C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServiceGenerateDataKeyGenerateDataKeyRequest.html の「AWS SDK
for .NETGenerateDataKey メソッド」を参照してください。
// Generate a data key
//
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// Replace the following example key ARN with any valid key identfier
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
GenerateDataKeyRequest dataKeyRequest = new GenerateDataKeyRequest()
{
KeyId = keyId,
KeySpec = DataKeySpec.AES_256
};
GenerateDataKeyResponse dataKeyResponse = kmsClient.GenerateDataKey(dataKeyRequest);
MemoryStream plaintextKey = dataKeyResponse.Plaintext;
MemoryStream encryptedKey = dataKeyResponse.CiphertextBlob;

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の generate_data_key メソッドを参照してくださ
い。
# Generate a data key
# Replace the following example key ARN with any valid key identfier
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
response = kms_client.generate_data_key(
KeyId=key_id,
KeySpec='AES_256'
)
plaintext_key = response['Plaintext']
encrypted_key = response['CiphertextBlob']

Ruby
詳細については、generate_data_key の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してく
ださい。
# Generate a data key
# Replace the following example key ARN with any valid key identfier
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
response = kmsClient.generate_data_key({
key_id: key_id,
key_spec: 'AES_256'
})
plaintext_key = response.plaintext
encrypted_key = response.ciphertext_blob

PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/apikms-2014-11-01.html#generatedatakey の「AWS SDK for PHPGenerateDataKey メソッド」を参照し
てください。
// Generate a data key
//
// Replace the following example key ARN with any valid key identfier
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$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$keySpec = 'AES_256';
$result = $KmsClient->generateDataKey([
'KeyId' => $keyId,
'KeySpec' => $keySpec,
]);
$plaintextKey = $result['Plaintext'];
$encryptedKey = $result['CiphertextBlob'];

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の generateDataKey プロパティを参照してくだ
さい。
// Generate a data key
//
// Replace the following example key ARN with any valid key identfier
const KeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
const KeySpec = 'AES_256';
kmsClient.generateDataKey({ KeyId, KeySpec }, (err, data) => {
if (err) console.log(err, err.stack);
else {
const { CiphertextBlob, Plaintext } = data;
...
}
});

PowerShell
対称データキーを生成するには、 New-KmsDataKey コマンドレットを使用します。
出力では、プレーンテキストキー (Plaintext プロパティ内) と暗号化されたキー
(CiphertextBlob プロパティ内) は MemoryStream オブジェクトです。それらを文字列に変換する
には、MemoryStream クラス、または MemoryStream オブジェクトを文字列に変換するコマンド
レットや関数 (Convert モジュールの ConvertFrom-MemoryStream および ConvertFrom-Base64 関数
など) を使用します。
# Generate a data key
# Replace the following example key ARN with any valid key identfier
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
$keySpec = 'AES_256'
$response = New-KmsDataKey -KeyId $keyId -KeySpec $keySpec
$plaintextKey = $response.Plaintext
$encryptedKey = $response.CiphertextBlob

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドを参照してください。

AWS KMS key の表示
KMS キー ARN およびキーステータス (p. 153)を含む AWS KMS key の詳細情報を取得するに
は、DescribeKey オペレーションを使用します。
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DescribeKey はエイリアスを取得しません。エイリアスを取得するには、 ListAliases オペレーションを
使用します。例については、「エイリアスの使用 (p. 542)」を参照してください。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「クライアントの作成 (p. 529)」で作
成した AWS KMS クライアントオブジェクトを使用します。
AWS KMS コンソールで KMS キーを表示する方法については、キーの表示 (p. 48) を参照してください。
Java
詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの describeKey メソッドを参照してくださ
い。
// Describe a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with any valid key identfier
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
DescribeKeyRequest req = new DescribeKeyRequest().withKeyId(keyId);
DescribeKeyResult result = kmsClient.describeKey(req);

C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServiceDescribeKeyDescribeKeyRequest.html の「AWS SDK for .NETDescribeKey
メソッド」を参照してください。
// Describe a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with any valid key identfier
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
DescribeKeyRequest describeKeyRequest = new DescribeKeyRequest()
{
KeyId = keyId
};
DescribeKeyResponse describeKeyResponse = kmsClient.DescribeKey(describeKeyRequest);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の describe_key メソッドを参照してください。
# Describe a KMS key
# Replace the following example key ARN with any valid key identfier
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
response = kms_client.describe_key(
KeyId=key_id
)

Ruby
詳細については、describe_key の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してくださ
い。
# Describe a KMS key
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# Replace the following example key ARN with any valid key identfier
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
response = kmsClient.describe_key({
key_id: key_id
})

PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/apikms-2014-11-01.html#describekey の「AWS SDK for PHPDescribeKey メソッド」を参照してくださ
い。
// Describe a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with any valid key identfier
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$result = $KmsClient->describeKey([
'KeyId' => $keyId,
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の describeKey プロパティを参照してくださ
い。
// Describe a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with any valid key identfier
const KeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
kmsClient.describeKey({ KeyId }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
KMS キーに関する詳細情報を取得するには、Get-KmsKey コマンドレットを使用します。
# Describe a KMS key
# Replace the following example key ARN with any valid key identfier
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
Get-KmsKey -KeyId $keyId

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドを参照してください。

KMS キーのキー ID とキー ARN を取得する
AWS KMS keys のキー ID (p. 16) とキー ARN (p. 16) を取得するには、ListKeys オペレーションを使用し
ます。これらの例では、オプションの Limit パラメータを使用して、各呼び出しで返される KMS キー
の最大数を設定します。AWS KMS オペレーションで KMS キーを識別する方法については、キー識別子
(KeyId) (p. 15) を参照してください。
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クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「クライアントの作成 (p. 529)」で作
成した AWS KMS クライアントオブジェクトを使用します。
AWS KMS コンソールでキー ID とキー ARN を検索する方法については、「キー ID とキー ARN を検索す
る (p. 64)」を参照してください。
Java
詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの listKeys メソッドを参照してください。
// List KMS keys in this account
//
Integer limit = 10;
ListKeysRequest req = new ListKeysRequest().withLimit(limit);
ListKeysResult result = kmsClient.listKeys(req);

C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServiceListKeysListKeysRequest.html の「AWS SDK for .NETListKeys メソッド」
を参照してください。
// List KMS keys in this account
//
int limit = 10;
ListKeysRequest listKeysRequest = new ListKeysRequest()
{
Limit = limit
};
ListKeysResponse listKeysResponse = kmsClient.ListKeys(listKeysRequest);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の list_keys メソッドを参照してください。
# List KMS keys in this account
response = kms_client.list_keys(
Limit=10
)

Ruby
詳細については、list_keys の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してください。
# List KMS keys in this account
response = kmsClient.list_keys({
limit: 10
})

PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/api-kms-2014-11-01.html#listkeys
の「AWS SDK for PHPListKeys メソッド」を参照してください。
// List KMS keys in this account
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//
$limit = 10;
$result = $KmsClient->listKeys([
'Limit' => $limit,
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の listKeys プロパティを参照してください。
// List KMS keys in this account
//
const Limit = 10;
kmsClient.listKeys({ Limit }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
アカウントとリージョン内のすべての KMS キーのキー ID とキー ARN を取得するには、GetKmsKeyList コマンドレットを使用します。
出力オブジェクトの数を制限するために、この例では、リストコマンドレットで非推奨の Limit パラ
メータの代わりに、Select-Object コマンドレットを使用します。AWS Tools for PowerShell での出力
のページ分割については、「AWS Tools for PowerShell での出力ページ分割」を参照してください。
# List KMS keys in this account
$limit = 10
Get-KmsKeyList | Select-Object -First $limit

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドを参照してください。

AWS KMS keys の有効化
無効になっている AWS KMS key を有効にするには、EnableKey オペレーションを使用します。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「クライアントの作成 (p. 529)」で作
成した AWS KMS クライアントオブジェクトを使用します。
AWS KMS コンソールで KMS キーを有効または無効にする方法については、キーの有効化と無効
化 (p. 78) を参照してください。
Java
Java の実装の詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの enableKey メソッドを参照し
てください。
// Enable a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
EnableKeyRequest req = new EnableKeyRequest().withKeyId(keyId);
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kmsClient.enableKey(req);

C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServiceEnableKeyEnableKeyRequest.html の「AWS SDK for .NETEnableKey メ
ソッド」を参照してください。
// Enable a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
EnableKeyRequest enableKeyRequest = new EnableKeyRequest()
{
KeyId = keyId
};
kmsClient.EnableKey(enableKeyRequest);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の enable_key メソッドを参照してください。
# Enable a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
response = kms_client.enable_key(
KeyId=key_id
)

Ruby
詳細については、enable_key の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してください。
# Enable a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
response = kmsClient.enable_key({
key_id: key_id
})

PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/apikms-2014-11-01.html#enablekey の「AWS SDK for PHPEnableKey メソッド」を参照してください。
// Enable a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$result = $KmsClient->enableKey([
'KeyId' => $keyId,
]);
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Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の enableKey プロパティを参照してください。
// Enable a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
const KeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
kmsClient.enableKey({ KeyId }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
KMS キーを有効にするには、Enable-KmsKey コマンドレットを使用します。
# Enable a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
Enable-KmsKey -KeyId $keyId

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドを参照してください。

AWS KMS key の無効化
KMS キーを無効にするには、DisableKey オペレーションを使用します。KMS キーを無効にすること
で、暗号化オペレーション (p. 14)で使用されるのを防ぎます。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「クライアントの作成 (p. 529)」で作
成した AWS KMS クライアントオブジェクトを使用します。
AWS KMS コンソールで KMS キーを有効または無効にする方法については、キーの有効化と無効
化 (p. 78) を参照してください。
Java
詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの disableKey メソッドを参照してください。
// Disable a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
DisableKeyRequest req = new DisableKeyRequest().withKeyId(keyId);
kmsClient.disableKey(req);

C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServiceDisableKeyDisableKeyRequest.html の AWS SDK for .NETDisableKey メ
ソッドを参照してください。
// Disable a KMS key
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//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
DisableKeyRequest disableKeyRequest = new DisableKeyRequest()
{
KeyId = keyId
};
kmsClient.DisableKey(disableKeyRequest);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の disable_key メソッドを参照してください。
# Disable a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
response = kms_client.disable_key(
KeyId=key_id
)

Ruby
詳細については、disable_key の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してください。
# Disable a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
response = kmsClient.disable_key({
key_id: key_id
})

PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/apikms-2014-11-01.html#disablekey の AWS SDK for PHPDisableKey メソッドを参照してください。
// Disable a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$result = $KmsClient->disableKey([
'KeyId' => $keyId,
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の disableKey プロパティを参照してください。
// Disable a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
const KeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
kmsClient.disableKey({ KeyId }, (err, data) => {
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...
});

PowerShell
KMS キーを無効にするには、Disable-KmsKey コマンドレットを使用します。
# Disable a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
Disable-KmsKey -KeyId $keyId

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドをご参照ください。

エイリアスの使用
このトピックの例では、AWS KMS API を使用してエイリアスを作成、表示、更新、および削除します。
エイリアスの詳細については、を参照してください the section called “エイリアスの使用” (p. 29)。
トピック
• エイリアスの作成 (p. 542)
• エイリアスのリスト化 (p. 544)
• エイリアスの更新 (p. 548)
• エイリアスの削除 (p. 550)

エイリアスの作成
AWS Management Console で AWS KMS key を作成するときは、そのエイリアスを作成する必要があり
ます。ただし、KMS キーを作成する CreateKey オペレーションでは、エイリアスは作成されません。
エイリアスを作成するには、 CreateAlias オペレーションを使用します。エイリアスはアカウントとリー
ジョンで一意であることが必要です。aws/ で始まるエイリアスを作成することはできません。aws/ プレ
フィックスは、AWS マネージドキー (p. 3) の Amazon Web Services によって予約されます。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「AWS KMS」で作成した クライアン
トの作成 (p. 529) クライアントオブジェクトを使用します。
Java
詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの createAlias メソッド を参照してください。
// Create an alias for a KMS key
//
String aliasName = "alias/projectKey1";
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String targetKeyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
CreateAliasRequest req = new
CreateAliasRequest().withAliasName(aliasName).withTargetKeyId(targetKeyId);
kmsClient.createAlias(req);
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C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServiceCreateAliasCreateAliasRequest.html の AWS SDK for .NETCreateAlias メ
ソッドを参照してください。
// Create an alias for a KMS key
//
String aliasName = "alias/projectKey1";
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String targetKeyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
CreateAliasRequest createAliasRequest = new CreateAliasRequest()
{
AliasName = aliasName,
TargetKeyId = targetKeyId
};
kmsClient.CreateAlias(createAliasRequest);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の create_alias メソッドを参照してください。
# Create an alias for a KMS key
alias_name = 'alias/projectKey1'
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
target_key_id = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
response = kms_client.create_alias(
AliasName=alias_name,
TargetKeyId=key_id
)

Ruby
詳細については、create_alias の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してくださ
い。
# Create an alias for a KMS key
alias_name = 'alias/projectKey1'
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
target_key_id = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
response = kmsClient.create_alias({
alias_name: alias_name,
target_key_id: target_key_id
})

PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/latest/reference/apikms-2014-11-01.html#createalias の AWS SDK for PHPCreateAlias メソッドを参照してください。
// Create an alias for a KMS key
//
$aliasName = "alias/projectKey1";
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// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$result = $KmsClient->createAlias([
'AliasName' => $aliasName,
'TargetKeyId' => $keyId,
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の createAlias プロパティを参照してください。
// Create an alias for a KMS key
//
const AliasName = 'alias/projectKey1';
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
const TargetKeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
kmsClient.createAlias({ AliasName, TargetKeyId }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
エイリアスを作成するには、 New-KMSAlias コマンドレットを使用します。エイリアス名では、大文
字と小文字が区別されます。
# Create an alias for a KMS key
$aliasName = 'alias/projectKey1'
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$targetKeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
New-KMSAlias -TargetKeyId $targetKeyId -AliasName $aliasName

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドを参照してください。

エイリアスのリスト化
アカウントとリージョンのエイリアスを一覧表示するには、 ListAliases オペレーションを使用します。
デフォルトでは、ListAliases コマンドはアカウントとリージョンのすべてのエイリアスを返します。こ
れには、ユーザーが作成してカスタマーマネージドキー (p. 3)に関連付けたエイリアスと、AWS が作
成してアカウントの AWS マネージドキー (p. 3) に関連付けたエイリアスが含まれます。レスポンスに
は、TargetKeyId フィールドがないエイリアスが含まれている場合もあります。これらは AWS が作成
した定義済みのエイリアスですが、まだ KMS キーとは関連付けられていません。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「AWS KMS」で作成した クライアン
トの作成 (p. 529) クライアントオブジェクトを使用します。
Java
Java の実装の詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの listAliases method を参照して
ください。
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// List the aliases in this AWS #####
//
Integer limit = 10;
ListAliasesRequest req = new ListAliasesRequest().withLimit(limit);
ListAliasesResult result = kmsClient.listAliases(req);

C#
詳細については、AWS SDK for .NET の ListAliases method を参照してください。
// List the aliases in this AWS #####
//
int limit = 10;
ListAliasesRequest listAliasesRequest = new ListAliasesRequest()
{
Limit = limit
};
ListAliasesResponse listAliasesResponse = kmsClient.ListAliases(listAliasesRequest);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の list_aliases メソッドを参照してください。
# List the aliases in this AWS #####
response = kms_client.list_aliases(
Limit=10
)

Ruby
詳細については、list_aliases の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してくださ
い。
# List the aliases in this AWS #####
response = kmsClient.list_aliases({
limit: 10
})

PHP
詳細については、AWS SDK for PHP の List Aliases method を参照してください。
// List the aliases in this AWS #####
//
$limit = 10;
$result = $KmsClient->listAliases([
'Limit' => $limit,
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の listAliases プロパティを参照してください。
// List the aliases in this AWS #####
//
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const Limit = 10;
kmsClient.listAliases({ Limit }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
アカウントとリージョンのエイリアスを一覧表示するには、 Get-KMSAliasList コマンドレットを使用
します。
出力オブジェクトの数を制限するために、この例では、リストコマンドレットで非推奨の Limit パラ
メータの代わりに Select-Object コマンドレットを使用します。AWS Tools for PowerShell での出力の
ページ分割については、「AWS Tools for PowerShell での出力ページ分割」を参照してください。
# List the aliases in this AWS #####
$limit = 10
$result = Get-KMSAliasList | Select-Object -First $limit

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドを参照してください。
特定の KMS キーに関連付けられているエイリアスのみをリストするには、KeyId パラメータを使用しま
す。その値として、リージョン内の任意の KMS キーのキー ID (p. 16) またはキー ARN (p. 16) を指定でき
ます。エイリアス名またはエイリアス ARN を指定することはできません。
Java
Java の実装の詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの listAliases method を参照して
ください。
// List the aliases for one KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
ListAliasesRequest req = new ListAliasesRequest().withKeyId(keyId);
ListAliasesResult result = kmsClient.listAliases(req);

C#
詳細については、AWS SDK for .NET の ListAliases method を参照してください。
// List the aliases for one KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
ListAliasesRequest listAliasesRequest = new ListAliasesRequest()
{
KeyId = keyId
};
ListAliasesResponse listAliasesResponse = kmsClient.ListAliases(listAliasesRequest);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の list_aliases メソッドを参照してください。
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# List the aliases for one KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
response = kms_client.list_aliases(
KeyId=key_id
)

Ruby
詳細については、list_aliases の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してくださ
い。
# List the aliases for one KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
response = kmsClient.list_aliases({
key_id: key_id
})

PHP
詳細については、AWS SDK for PHP の List Aliases method を参照してください。
// List the aliases for one KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$result = $KmsClient->listAliases([
'KeyId' => $keyId,
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の listAliases プロパティを参照してください。
// List the aliases for one KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
const KeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
kmsClient.listAliases({ KeyId }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
KMS キーのエイリアスを一覧表示するには、Get-KMSAliasList コマンドレットの KeyId パラメータ
を使用します。
# List the aliases for one KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
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$response = Get-KmsAliasList -KeyId $keyId

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドを参照してください。

エイリアスの更新
既存のエイリアスを別の KMS キーに関連付けるには、UpdateAlias オペレーションを使用します。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「AWS KMS」で作成した クライアン
トの作成 (p. 529) クライアントオブジェクトを使用します。
Java
Java の実装の詳細については、AWS SDK for Java APIリファレンスの updateAlias メソッドを参照し
てください。
// Updating an alias
//
String aliasName = "alias/projectKey1";
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String targetKeyId = "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321";
UpdateAliasRequest req = new UpdateAliasRequest()
.withAliasName(aliasName)
.withTargetKeyId(targetKeyId);
kmsClient.updateAlias(req);

C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServiceUpdateAliasUpdateAliasRequest.html の AWS SDK for .NETUpdateAlias メ
ソッドを参照してください。
// Updating an alias
//
String aliasName = "alias/projectKey1";
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String targetKeyId = "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321";
UpdateAliasRequest updateAliasRequest = new UpdateAliasRequest()
{
AliasName = aliasName,
TargetKeyId = targetKeyId
};
kmsClient.UpdateAlias(updateAliasRequest);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の update_alias メソッドを参照してください。
# Updating an alias
alias_name = 'alias/projectKey1'
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# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321'
response = kms_client.update_alias(
AliasName=alias_name,
TargetKeyID=key_id
)

Ruby
詳細については、update_alias の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してくださ
い。
# Updating an alias
alias_name = 'alias/projectKey1'
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321'
response = kmsClient.update_alias({
alias_name: alias_name,
target_key_id: key_id
})

PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/latest/reference/apikms-2014-11-01.html#updatealias の AWS SDK for PHPUpdateAlias メソッドを参照してください。
// Updating an alias
//
$aliasName = "alias/projectKey1";
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321';
$result = $KmsClient->updateAlias([
'AliasName' => $aliasName,
'TargetKeyId' => $keyId,
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の updateAlias プロパティを参照してくださ
い。
// Updating an alias
//
const AliasName = 'alias/projectKey1';
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
const TargetKeyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321';
kmsClient.updateAlias({ AliasName, TargetKeyId }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
エイリアスに関連付けられている KMS キーを変更するには、Update-KMSAlias コマンドレットを使
用します。エイリアス名では、大文字と小文字が区別されます。
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Update-KMSAlias コマンドレットは出力を返しません。コマンドが機能したことを確認するには、
Get-KMSaliasList コマンドレットを使用します。
# Updating an alias
$aliasName = 'alias/projectKey1'
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321'
Update-KMSAlias -AliasName $aliasName -TargetKeyID $keyId

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドを参照してください。

エイリアスの削除
エイリアスを削除するには、 DeleteAlias オペレーションを使用します。エイリアスを削除しても、関連付
けられている KMS キーには影響しません。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「AWS KMS」で作成した クライアン
トの作成 (p. 529) クライアントオブジェクトを使用します。
Java
詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの deleteAlias メソッドを参照してください。
// Delete an alias for a KMS key
//
String aliasName = "alias/projectKey1";
DeleteAliasRequest req = new DeleteAliasRequest().withAliasName(aliasName);
kmsClient.deleteAlias(req);

C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServiceDeleteAliasDeleteAliasRequest.html の AWS SDK for .NETDeleteAlias メ
ソッドを参照してください。
// Delete an alias for a KMS key
//
String aliasName = "alias/projectKey1";
DeleteAliasRequest deleteAliasRequest = new DeleteAliasRequest()
{
AliasName = aliasName
};
kmsClient.DeleteAlias(deleteAliasRequest);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の delete_alias メソッドを参照してください。
# Delete an alias for a KMS key
alias_name = 'alias/projectKey1'
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response = kms_client.delete_alias(
AliasName=alias_name
)

Ruby
詳細については、delete_alias の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してくださ
い。
# Delete an alias for a KMS key
alias_name = 'alias/projectKey1'
response = kmsClient.delete_alias({
alias_name: alias_name
})

PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-php/latest/reference/apikms-2014-11-01.html#deletealias の AWS SDK for PHPDeleteAlias メソッドを参照してください。
// Delete an alias for a KMS key
//
$aliasName = "alias/projectKey1";
$result = $KmsClient->deleteAlias([
'AliasName' => $aliasName,
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の deleteAlias プロパティを参照してください。
// Delete an alias for a KMS key
//
const AliasName = 'alias/projectKey1';
kmsClient.deleteAlias({ AliasName }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
エイリアスを削除するには、 Remove-KMSAlias コマンドレットを使用します。エイリアス名では、
大文字と小文字が区別されます。
このコマンドレットはエイリアスを完全に削除するため、PowerShell はコマンドの確認を求めるプロ
ンプトを表示します。ConfirmImpact は High であるため、ConfirmPreference を使用してこ
のプロンプトを抑制することはできません。確認プロンプトを表示しないようにする必要がある場合
は、Confirm 共通パラメータに $false の値を追加します (例: -Confirm:$false)。
Remove-KMSAlias コマンドレットは出力を返しません。コマンドが有効であることを確認するに
は、 Get-KMSaliasList コマンドレットを使用します。
# Delete an alias for a KMS key
$aliasName = 'alias/projectKey1'
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Remove-KMSAlias -AliasName $aliasName

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドをご参照ください。

データキーの暗号化と復号
このトピックの例では、AWS KMS API で Encrypt、Decrypt、ReEncrypt オペレーションを使用します。
これらのオペレーションは、データキー (p. 7)を暗号化および復号するように設計されています。暗号化
オペレーションでは AWS KMS keys (p. 3) を使用しますが、4 KB (4,096 バイト) を超えるデータを受け付
けることはできません。パスワードや RSA キーなどの少量データを暗号化するためにこれを使用できます
が、アプリケーションデータを暗号化するために設計されていません。
アプリケーションデータを暗号化するには、AWS サービスのサーバー側の暗号化機能、またはクライアン
ト側の暗号化ライブラリを使用します (AWS Encryption SDK や Amazon S3 暗号化クライアントなど)。
トピック
• データキーの暗号化 (p. 552)
• データキーの復号 (p. 555)
• 異なる AWS KMS key によるデータキーの再暗号化 (p. 557)

データキーの暗号化
Encrypt オペレーションは、データキーを暗号化するように設計されていますが、頻繁に使用されていま
せん。GenerateDataKey および GenerateDataKeyWithoutPlaintext オペレーションは、暗号化されたデー
タキーを返します。暗号化データを別のリージョンに移動し、新しいリージョンで KMS キーを使用して
データキーを暗号化するときに、このメソッドを使用できます。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「クライアントの作成 (p. 529)」で作
成した AWS KMS クライアントオブジェクトを使用します。
Java
詳細については、「AWS SDK for Java API リファレンス」の「encrypt メソッド」を参照してくださ
い。
// Encrypt a data key
//
// Replace the following example key ARN with any valid key identfier
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
ByteBuffer plaintext = ByteBuffer.wrap(new byte[]{1,2,3,4,5,6,7,8,9,0});
EncryptRequest req = new EncryptRequest().withKeyId(keyId).withPlaintext(plaintext);
ByteBuffer ciphertext = kmsClient.encrypt(req).getCiphertextBlob();

C#
詳細については、AWS SDK for .NET の「Encrypt メソッド」を参照してください。
// Encrypt a data key
//
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// Replace the following example key ARN with any valid key identfier
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
MemoryStream plaintext = new MemoryStream();
plaintext.Write(new byte[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 }, 0, 10);
EncryptRequest encryptRequest = new EncryptRequest()
{
KeyId = keyId,
Plaintext = plaintext
};
MemoryStream ciphertext = kmsClient.Encrypt(encryptRequest).CiphertextBlob;

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の「encrypt メソッド」を参照してください。
# Encrypt a data key
# Replace the following example key ARN with any valid key identfier
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
plaintext = b'\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\x09\x00'
response = kms_client.encrypt(
KeyId=key_id,
Plaintext=plaintext
)
ciphertext = response['CiphertextBlob']

Ruby
詳細については、AWS SDK for Ruby の「encrypt インスタンスメソッド」を参照してください。
# Encrypt a data key
# Replace the following example key ARN with any valid key identfier
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
plaintext = "\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x08\x09\x00"
response = kmsClient.encrypt({
key_id: key_id,
plaintext: plaintext
})
ciphertext = response.ciphertext_blob

PHP
詳細については、AWS SDK for PHP の「Encrypt メソッド」を参照してください。
// Encrypt a data key
//
// Replace the following example key ARN with any valid key identfier
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$message = pack('c*',1,2,3,4,5,6,7,8,9,0);
$result = $KmsClient->encrypt([
'KeyId' => $keyId,
'Plaintext' => $message,
]);
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$ciphertext = $result['CiphertextBlob'];

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の「encrypt プロパティ」を参照してください。
// Encrypt a data key
//
// Replace the following example key ARN with any valid key identfier
const KeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
const Plaintext = Buffer.from([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]);
kmsClient.encrypt({ KeyId, Plaintext }, (err, data) => {
if (err) console.log(err, err.stack); // an error occurred
else {
const { CiphertextBlob } = data;
...
}
});

PowerShell
KMS キーのデータキーを暗号化するには、Invoke-KMSEncrypt コマンドレットを使用します。こ
れは、MemoryStream (System.IO.MemoryStream) オブジェクトとして暗号文を返します。この
MemoryStream オブジェクトは Invoke-KMSDecrypt コマンドレットへの入力として使用できます。
AWS KMS もまた、データキーを MemoryStream オブジェクトとして返します。この例では、プ
レーンテキストのデータキーをシミュレートするために、バイト配列を作成して MemoryStream オ
ブジェクトに書き込みます。
Invoke-KMSEncrypt の Plaintext パラメータは、バイト配列 (byte[]) を受けとりま
す。MemoryStream オブジェクトは必要ありません。AWSPowerShell バージョン 4.0 以降、バ
イト配列と MemoryStream オブジェクトを受け取るすべての AWSPowerShell モジュールのパラ
メータは、バイト配列、MemoryStream オブジェクト、文字列、文字列配列、および FileInfo
(System.IO.FileInfo) オブジェクトを受け入れます。これらのタイプのいずれも Invoke-KMSEncrypt
に渡すことができます。
# Encrypt a data key
# Replace the following example key ARN with any valid key identfier
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
# Simulate a data key
# Create a byte array
[byte[]] $bytes = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0
# Create a MemoryStream
$plaintext = [System.IO.MemoryStream]::new()
# Add the byte array to the MemoryStream
$plaintext.Write($bytes, 0, $bytes.length)
# Encrypt the simulated data key
$response = Invoke-KMSEncrypt -KeyId $keyId -Plaintext $plaintext
# Get the ciphertext from the response
$ciphertext = $response.CiphertextBlob

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、「AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガ
イド」を参照してください。
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データキーの復号
データキーを復号するには、Decrypt オペレーションを使用します。
指定する ciphertextBlob は、以下の値である必要があります。:
GenerateDataKey、GenerateDataKeyWithoutPlaintext、Encrypt レスポンスからの CiphertextBlob
フィールド、GenerateDataKeyPair からの PrivateKeyCiphertextBlob フィール
ド、GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext レスポンス。また、Decrypt オペレーションを使用して、非
対称 KMS キーのパブリックキーによって AWS KMS 外部で暗号化されたデータを復号することもできま
す。
対称暗号化 KMS キーで復号するときに KeyId パラメータは不要です。AWS KMS は、暗号文 blob 内の
メタデータからのデータを暗号化するために使用された KMS キーを取得できます。ただし、ベストプラ
クティスは常に、使用している KMS キーを指定することです。この方法により、意図した KMS キーを使
用することができ、信頼できない KMS キーを使用して暗号文が誤って復号されるのを防ぐことができま
す。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「クライアントの作成 (p. 529)」で作
成した AWS KMS クライアントオブジェクトを使用します。
Java
詳細については、「AWS SDK for Java API リファレンス」の「decrypt メソッド」を参照してくださ
い。
// Decrypt a data key
//
// Replace the following example key ARN with any valid key identfier
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
ByteBuffer ciphertextBlob = Place your ciphertext here;
DecryptRequest req = new
DecryptRequest().withCiphertextBlob(ciphertextBlob).withKeyId(keyId);
ByteBuffer plainText = kmsClient.decrypt(req).getPlaintext();

C#
詳細については、AWS SDK for .NET の「Decrypt メソッド」を参照してください。
// Decrypt a data key
//
// Replace the following example key ARN with any valid key identfier
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
MemoryStream ciphertextBlob = new MemoryStream();
// Write ciphertext to memory stream
DecryptRequest decryptRequest = new DecryptRequest()
{
CiphertextBlob = ciphertextBlob,
KeyId = keyId
};
MemoryStream plainText = kmsClient.Decrypt(decryptRequest).Plaintext;

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の「decrypt メソッド」を参照してください。
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# Decrypt a data key
# Replace the following example key ARN with any valid key identfier
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
ciphertext = 'Place your ciphertext here'
response = kms_client.decrypt(
CiphertextBlob=ciphertext,
KeyId=key_id
)
plaintext = response['Plaintext']

Ruby
詳細については、AWS SDK for Ruby の「decrypt インスタンスメソッド」を参照してください。
# Decrypt a data key
# Replace the following example key ARN with any valid key identfier
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
ciphertext = 'Place your ciphertext here'
ciphertext_packed = [ciphertext].pack("H*")
response = kmsClient.decrypt({
ciphertext_blob: ciphertext_packed,
key_id: key_id
})
plaintext = response.plaintext

PHP
詳細については、AWS SDK for PHP の「Decrypt メソッド」を参照してください。
// Decrypt a data key
//
// Replace the following example key ARN with any valid key identfier
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$ciphertext = 'Place your cipher text blob here';
$result = $KmsClient->decrypt([
'CiphertextBlob' => $ciphertext,
'KeyId' => $keyId,
]);
$plaintext = $result['Plaintext'];

Node.js
詳細については、「AWS SDK for JavaScript in Node.js」の「decrypt プロパティ」を参照してくださ
い。
// Decrypt a data key
//
// Replace the following example key ARN with any valid key identfier
const KeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
const CiphertextBlob = 'Place your cipher text blob here';
kmsClient.decrypt({ CiphertextBlob, KeyId }, (err, data) => {
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if (err) console.log(err, err.stack); // an error occurred
else {
const { Plaintext } = data;
...
}
});

PowerShell
データキーを復号するには、Invoke-KMSencrypt コマンドレットを使用します。
このコマンドレットは、プレーンテキストを MemoryStream (System.IO.MemoryStream) オブジェク
トとして返します。プレーンテキストをバイト配列に変換するには、コマンドレットまたはバイト配
列を MemoryStream オブジェクトに変換する関数 (変換モジュールの関数など) を使用します。
この例では、AWS KMS 暗号化コマンドレットが返す暗号テキストを使用するため、
CiphertextBlob パラメータの値には MemoryStream オブジェクトを使用します。ただ
し、Invoke-KMSDecrypt の CiphertextBlob パラメータはバイト配列 (byte[]) を受けとりま
す。MemoryStream オブジェクトは必要ありません。AWSPowerShell バージョン 4.0 以降、バイト
配列と MemoryStream オブジェクトを受け取るすべての AWSPowerShell モジュールのパラメータ
は、バイト配列、MemoryStream オブジェクト、文字列、文字列配列FileInfo (System.IO.FileInfo)
オブジェクトを受け入れます。これらのタイプのいずれも Invoke-KMSDecrypt に渡すことができ
ます。
# Decrypt a data key
# Replace the following example key ARN with any valid key identfier
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
[System.IO.MemoryStream]$ciphertext = Read-Host 'Place your cipher text blob here'
$response = Invoke-KMSDecrypt -CiphertextBlob $ciphertext -KeyId $keyId
$plaintext = $response.Plaintext

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、「AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガ
イド」を参照してください。

異なる AWS KMS key によるデータキーの再暗号化
暗号化されたデータキーを復号し、続いてすぐに別の AWS KMS key でデータキーを再暗号化するに
は、ReEncrypt オペレーションを使用します。このオペレーションは AWS KMS 内のサーバー側で完全に
実行されるため、プレーンテキストが AWS KMS の外部に公開されることはありません。
指定する ciphertextBlob は、以下の値である必要があります。:
GenerateDataKey、GenerateDataKeyWithoutPlaintext、Encrypt レスポンスからの CiphertextBlob
フィールド、GenerateDataKeyPair からの PrivateKeyCiphertextBlob フィール
ド、GenerateDataKeyPairWithoutPlaintext レスポンス。また、ReEncrypt オペレーションを使用し、非
対称 KMS キーのパブリックキーによって、AWS KMS 外部で暗号化されたデータを再暗号化することも
できます。
対称暗号化 KMS キーで再暗号化するときに SourceKeyId パラメータは不要です。AWS KMS は、暗
号文 blob 内のメタデータからのデータを暗号化するために使用された KMS キーを取得できます。ただ
し、ベストプラクティスは常に、使用している KMS キーを指定することです。この方法により、意図し
た KMS キーを使用することができ、信頼できない KMS キーを使用して暗号文が誤って復号されるのを防
ぐことができます。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「クライアントの作成 (p. 529)」で作
成した AWS KMS クライアントオブジェクトを使用します。
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Java
詳細については、「AWS SDK for Java API リファレンス」の「reEncrypt メソッド」を参照してくだ
さい。
// Re-encrypt a data key
ByteBuffer sourceCiphertextBlob = Place your ciphertext here;
// Replace the following example key ARNs with valid key identfiers
String sourceKeyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
String destinationKeyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321";
ReEncryptRequest req = new ReEncryptRequest();
req.setCiphertextBlob(sourceCiphertextBlob);
req.setSourceKeyId(sourceKeyId);
req.setDestinationKeyId(destinationKeyId);
ByteBuffer destinationCipherTextBlob = kmsClient.reEncrypt(req).getCiphertextBlob();

C#
詳細については、AWS SDK for .NET の「ReEncrypt メソッド」を参照してください。
// Re-encrypt a data key
MemoryStream sourceCiphertextBlob = new MemoryStream();
// Write ciphertext to memory stream
// Replace the following example key ARNs with valid key identfiers
String sourceKeyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
String destinationKeyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321";
ReEncryptRequest reEncryptRequest = new ReEncryptRequest()
{
CiphertextBlob = sourceCiphertextBlob,
SourceKeyId = sourceKeyId,
DestinationKeyId = destinationKeyId
};
MemoryStream destinationCipherTextBlob =
kmsClient.ReEncrypt(reEncryptRequest).CiphertextBlob;

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の「re_encrypt メソッド」を参照してください。
# Re-encrypt a data key
ciphertext = 'Place your ciphertext here'
# Replace the following example key ARNs with valid key identfiers
source_key_id = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
destination_key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321'
response = kms_client.re_encrypt(
CiphertextBlob=ciphertext,
SourceKeyId=source_key_id,
DestinationKeyId=destination_key_id
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)
destination_ciphertext_blob = response['CiphertextBlob']

Ruby
詳細については、AWS SDK for Ruby の「re_encrypt インスタンスメソッド」を参照してくださ
い。
# Re-encrypt a data key
ciphertext = 'Place your ciphertext here'
ciphertext_packed = [ciphertext].pack("H*")
# Replace the following example key ARNs with valid key identfiers
source_key_id = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
destination_key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321'
response = kmsClient.re_encrypt({
ciphertext_blob: ciphertext_packed,
source_key_id: source_key_id,
destination_key_id: destination_key_id
})
destination_ciphertext_blob = response.ciphertext_blob.unpack('H*')

PHP
詳細については、AWS SDK for PHP の「ReEncrypt メソッド」を参照してください。
// Re-encrypt a data key
$ciphertextBlob = 'Place your ciphertext here';
// Replace the following example key ARNs with valid key identfiers
$sourceKeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$destinationKeyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321';
$result = $KmsClient->reEncrypt([
'CiphertextBlob' => $ciphertextBlob,
'SourceKeyId' => $sourceKeyId,
'DestinationKeyId' => $destinationKeyId,
]);

Node.js
詳細については、「AWS SDK for JavaScript in Node.js」の「reEncrypt プロパティ」を参照してくだ
さい。
// Re-encrypt a data key
const CiphertextBlob = 'Place your cipher text blob here';
// Replace the following example key ARNs with valid key identfiers
const SourceKeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
const DestinationKeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65ba-ab0987654321';
kmsClient.reEncrypt({ CiphertextBlob, SourceKeyId, DestinationKeyId }, (err, data) => {
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...
});

PowerShell
同じ KMS キーまたは異なる KMS キーの暗号文を再暗号化するには、Invoke-KMSReEncrypt コマン
ドレットを使用します。
この例では、AWS KMS 暗号化コマンドレットが返す暗号テキストを使用するため、
CiphertextBlob パラメータの値には MemoryStream オブジェクトを使用します。ただ
し、Invoke-KMSReEncrypt の CiphertextBlob パラメータはバイト配列 (byte[]) を受けとりま
す。MemoryStream オブジェクトは必要ありません。AWSPowerShell バージョン 4.0 以降、バイト
配列と MemoryStream オブジェクトを受け取るすべての AWSPowerShell モジュールのパラメータ
は、バイト配列、MemoryStream オブジェクト、文字列、文字列配列FileInfo (System.IO.FileInfo)
オブジェクトを受け入れます。これらのタイプのいずれも Invoke-KMSReEncrypt に渡すことがで
きます。
# Re-encrypt a data key
[System.IO.MemoryStream]$ciphertextBlob = Read-Host 'Place your cipher text blob here'
# Replace the following example key ARNs with valid key identfiers
$sourceKeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
$destinationKeyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/0987dcba-09fe-87dc-65baab0987654321'
$response = Invoke-KMSReEncrypt -Ciphertext $ciphertextBlob -SourceKeyId $sourceKeyId DestinationKeyId $destinationKeyId
$reEncryptedCiphertext = $response.CiphertextBlob

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、「AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガ
イド」を参照してください。

キーポリシーの使用
このトピックの例では、AWS KMS API を使用して AWS KMS keys のキーポリシーを表示、変更します。
キーポリシー、IAM ポリシー、権限を使用して、KMS キーへのアクセスを管理する方法の詳細は、AWS
KMS の認証とアクセスコントロール (p. 160) を参照してください。JSON ポリシードキュメントの記述と
書式設定については、『 IAM ユーザーガイド』の「IAM JSON ポリシーリファレンス 」を参照してくださ
い。
トピック
• キーポリシー名のリスト化 (p. 560)
• キーポリシーの取得 (p. 562)
• キーポリシーの設定 (p. 564)

キーポリシー名のリスト化
AWS KMS key のキーポリシーの名前を取得するには、ListKeyPolicies オペレーションを使用します。返
される唯一のキーポリシー名は、default です。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「AWS KMS」で作成した クライアン
トの作成 (p. 529) クライアントオブジェクトを使用します。
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Java
Java の実装の詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの listKeyPolicies メソッドを参
照してください。
// List key policies
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
ListKeyPoliciesRequest req = new ListKeyPoliciesRequest().withKeyId(keyId);
ListKeyPoliciesResult result = kmsClient.listKeyPolicies(req);

C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServiceListKeyPoliciesListKeyPoliciesRequest.html の AWS SDK
for .NETListKeyPolicies メソッドを参照してください。
// List key policies
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
ListKeyPoliciesRequest listKeyPoliciesRequest = new ListKeyPoliciesRequest()
{
KeyId = keyId
};
ListKeyPoliciesResponse listKeyPoliciesResponse =
kmsClient.ListKeyPolicies(listKeyPoliciesRequest);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の list_key_policies メソッドを参照してくださ
い。
# List key policies
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
response = kms_client.list_key_policies(
KeyId=key_id
)

Ruby
詳細については、list_key_policies の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してく
ださい。
# List key policies
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
response = kmsClient.list_key_policies({
key_id: key_id
})
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PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/apikms-2014-11-01.html#listkeypolicies の AWS SDK for PHPListKeyPolicies メソッドを参照してくださ
い。
// List key policies
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$result = $KmsClient->listKeyPolicies([
'KeyId' => $keyId
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の listKeyPolicies プロパティを参照してくださ
い。
// List key policies
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
const KeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
kmsClient.listKeyPolicies({ KeyId }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
デフォルトのキーポリシーの名前を一覧表示するには、Get-KMSKeyPolicyList コマンドレットを使用
します。
# List key policies
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
$response = Get-KMSKeyPolicyList -KeyId $keyId

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドを参照してください。

キーポリシーの取得
AWS KMS key のキーポリシーを取得するには、GetKeyPolicy オペレーションを使用します。
GetKeyPolicy ではポリシー名が必要です。唯一の有効なポリシー名は、default です。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「AWS KMS」で作成した クライアン
トの作成 (p. 529) クライアントオブジェクトを使用します。
Java
詳細については AWS SDK for Java API リファレンスの getKeyPolicy メソッドを参照してください。
// Get the policy for a KMS key
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//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
String policyName = "default";
GetKeyPolicyRequest req = new
GetKeyPolicyRequest().withKeyId(keyId).withPolicyName(policyName);
GetKeyPolicyResult result = kmsClient.getKeyPolicy(req);

C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServiceGetKeyPolicyGetKeyPolicyRequest.html の AWS SDK
for .NETGetKeyPolicy メソッドを参照してください。
// Get the policy for a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
String policyName = "default";
GetKeyPolicyRequest getKeyPolicyRequest = new GetKeyPolicyRequest()
{
KeyId = keyId,
PolicyName = policyName
};
GetKeyPolicyResponse getKeyPolicyResponse =
kmsClient.GetKeyPolicy(getKeyPolicyRequest);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の get_key_policy メソッドを参照してください。
# Get the policy for a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
policy_name = 'default'
response = kms_client.get_key_policy(
KeyId=key_id,
PolicyName=policy_name
)

Ruby
詳細については、get_key_policy の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してくださ
い。
# Get the policy for a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
policy_name = 'default'
response = kmsClient.get_key_policy({
key_id: key_id,
policy_name: policy_name
})
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PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/apikms-2014-11-01.html#getkeypolicy の AWS SDK for PHPGetKeyPolicy メソッドを参照してくださ
い。
// Get the policy for a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$policyName = "default";
$result = $KmsClient->getKeyPolicy([
'KeyId' => $keyId,
'PolicyName' => $policyName
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の getKeyPolicy プロパティを参照してくださ
い。
// Get the policy for a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
const KeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
const PolicyName = 'default';
kmsClient.getKeyPolicy({ KeyId, PolicyName }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
KMS キーのキーポリシーを取得するには、Get-KMSKeyPolicy コマンドレットを使用します。
このコマンドレットは、キーポリシーを文字列 (System.String) 形式で返します。この文字列
は、Write-KMSKeyPolicy (PutKeyPolicy) コマンドで使用できます。JSON 文字列のポリシーを
PSCustomObject オブジェクトに変換するには、ConvertFrom-JSON コマンドレットを使用しま
す。
# Get the policy for a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
$policyName = 'default'
$response = Get-KMSKeyPolicy -KeyId $keyId -PolicyName $policyName

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドを参照してください。

キーポリシーの設定
KMS キーのキーポリシーを作成する、または置き換えるには、PutKeyPolicy オペレーションを使用しま
す。
PutKeyPolicy では、ポリシー名が必要です。唯一の有効なポリシー名は、default です。
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クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「AWS KMS」で作成した クライアン
トの作成 (p. 529) クライアントオブジェクトを使用します。
Java
詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの putKeyPolicy メソッドを参照してくださ
い。
// Set a key policy for a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
String policyName = "default";
String policy = "{" +
" \"Version\": \"2012-10-17\"," +
" \"Statement\": [{" +
"
\"Sid\": \"Allow access for ExampleUser\"," +
"
\"Effect\": \"Allow\"," +
// Replace the following example user ARN with a valid one
"
\"Principal\": {\"AWS\": \"arn:aws:iam::111122223333:user/
ExampleUser\"}," +
"
\"Action\": [" +
"
\"kms:Encrypt\"," +
"
\"kms:GenerateDataKey*\"," +
"
\"kms:Decrypt\"," +
"
\"kms:DescribeKey\"," +
"
\"kms:ReEncrypt*\"" +
"
]," +
"
\"Resource\": \"*\"" +
" }]" +
"}";
PutKeyPolicyRequest req = new
PutKeyPolicyRequest().withKeyId(keyId).withPolicy(policy).withPolicyName(policyName);
kmsClient.putKeyPolicy(req);

C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServicePutKeyPolicyPutKeyPolicyRequest.html の AWS SDK for .NETPutKeyPolicy
メソッドを参照してください。
// Set a key policy for a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
String policyName = "default";
String policy = "{" +
" \"Version\": \"2012-10-17\"," +
" \"Statement\": [{" +
"
\"Sid\": \"Allow access for ExampleUser\"," +
"
\"Effect\": \"Allow\"," +
// Replace the following example user ARN with a valid one
"
\"Principal\": {\"AWS\": \"arn:aws:iam::111122223333:user/
ExampleUser\"}," +
"
\"Action\": [" +
"
\"kms:Encrypt\"," +
"
\"kms:GenerateDataKey*\"," +
"
\"kms:Decrypt\"," +
"
\"kms:DescribeKey\"," +
"
\"kms:ReEncrypt*\"" +
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"
]," +
"
\"Resource\": \"*\"" +
" }]" +
"}";
PutKeyPolicyRequest putKeyPolicyRequest = new PutKeyPolicyRequest()
{
KeyId = keyId,
Policy = policy,
PolicyName = policyName
};
kmsClient.PutKeyPolicy(putKeyPolicyRequest);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の put_key_policy メソッドを参照してください。
# Set a key policy for a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
policy_name = 'default'
policy = """
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "Allow access for ExampleUser",
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:Decrypt",
"kms:DescribeKey",
"kms:ReEncrypt*"
],
"Resource": "*"
}]
}"""
response = kms_client.put_key_policy(
KeyId=key_id,
Policy=policy,
PolicyName=policy_name
)

Ruby
詳細については、put_key_policy の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してくださ
い。
# Set a key policy for a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
policy_name = 'default'
policy = "{" +
" \"Version\": \"2012-10-17\"," +
" \"Statement\": [{" +
"
\"Sid\": \"Allow access for ExampleUser\"," +
"
\"Effect\": \"Allow\"," +
# Replace the following example user ARN with a valid one
"
\"Principal\": {\"AWS\": \"arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser\"}," +
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"
\"Action\": [" +
"
\"kms:Encrypt\"," +
"
\"kms:GenerateDataKey*\"," +
"
\"kms:Decrypt\"," +
"
\"kms:DescribeKey\"," +
"
\"kms:ReEncrypt*\"" +
"
]," +
"
\"Resource\": \"*\"" +
" }]" +
"}"
response = kmsClient.put_key_policy({
key_id: key_id,
policy: policy,
policy_name: policy_name
})

PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/apikms-2014-11-01.html#putkeypolicy の AWS SDK for PHPPutKeyPolicy メソッドを参照してください。
// Set a key policy for a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$policyName = "default";
$result = $KmsClient->putKeyPolicy([
'KeyId' => $keyId,
'PolicyName' => $policyName,
'Policy' => '{
"Version": "2012-10-17",
"Id": "custom-policy-2016-12-07",
"Statement": [
{ "Sid": "Enable IAM policies",
"Effect": "Allow",
"Principal":
{ "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/root" },
"Action": [ "kms:*" ],
"Resource": "*" },
{ "Sid": "Enable IAM policies",
"Effect": "Allow",
"Principal":
{ "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser" },
"Action": [
"kms:Encrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:Decrypt*",
"kms:DescribeKey*",
"kms:ReEncrypt*"
],
"Resource": "*" }
]
} '
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の putKeyPolicy プロパティを参照してくださ
い。
// Set a key policy for a KMS key
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//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
const KeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
const PolicyName = 'default';
const Policy = `{
"Version": "2012-10-17",
"Id": "custom-policy-2016-12-07",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable IAM policies",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "Enable IAM policies",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": [
"kms:Encrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:Decrypt*",
"kms:DescribeKey*",
"kms:ReEncrypt*"
],
"Resource": "*"
}
]
}`; // The key policy document
kmsClient.putKeyPolicy({ KeyId, Policy, PolicyName }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
KMS キーのキーポリシーを設定するには、Write-KMSKeyPolicy コマンドレットを使用します。この
コマンドレットは出力を返しません。コマンドが有効であることを確認するには、Get-KMSKeyPolicy
コマンドレットを使用します。
Policy パラメータは文字列を受け取ります。リテラル文字列にするには、文字列を一重引用符で囲
みます。リテラル文字列で継続文字やエスケープ文字を使用する必要はありません。
# Set a key policy for a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
$policyName = 'default'
$policy = '{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "Enable IAM policies",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
},
"Action": "kms:*",
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},
{

}'

}]

"Resource": "*"
"Sid": "Enable IAM policies",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/ExampleUser"
},
"Action": [
"kms:Encrypt*",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:Decrypt*",
"kms:DescribeKey*",
"kms:ReEncrypt*"
],
"Resource": "*"

Write-KMSKeyPolicy -KeyId $keyId -PolicyName $policyName -Policy $policy

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドをご参照ください。

許可の使用
このトピックの例では、AWS KMS API を使用して、AWS KMS keys の権限の作成、表示、使用停止、取
り消しをします。AWS KMS での許可の使用の詳細については、「AWS KMS でのグラント (p. 195)」を
参照してください。
トピック
• グラントの作成 (p. 569)
• 許可の表示 (p. 572)
• 許可の廃止 (p. 576)
• 許可の取り消し (p. 577)

グラントの作成
AWS KMS key の権限を作成するには、CreateGrant オペレーションを使用します。応答には、許可 ID と
許可トークンのみが含まれます。許可に関する詳細情報を取得するには、に示すように、 ListGrants オペ
レーションを使用します 許可の表示 (p. 572)。
以下の例では、アカウント内の IAM ユーザーである Alice が、KeyId パラメータで識別される KMS キー
の GenerateDataKey オペレーションを呼び出します。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「クライアントの作成 (p. 529)」で作
成した AWS KMS クライアントオブジェクトを使用します。
Java
詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの createGrant メソッド を参照してくださ
い。
// Create a grant
//
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// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
String granteePrincipal = "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice";
String operation = GrantOperation.GenerateDataKey.toString();
CreateGrantRequest request = new CreateGrantRequest()
.withKeyId(keyId)
.withGranteePrincipal(granteePrincipal)
.withOperations(operation);
CreateGrantResult result = kmsClient.createGrant(request);

C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServiceCreateGrantCreateGrantRequest.html の「AWS SDK for .NETCreateGrant
メソッド」を参照してください。
// Create a grant
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
String granteePrincipal = "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice";
String operation = GrantOperation.GenerateDataKey;
CreateGrantRequest createGrantRequest = new CreateGrantRequest()
{
KeyId = keyId,
GranteePrincipal = granteePrincipal,
Operations = new List<string>() { operation }
};
CreateGrantResponse createGrantResult = kmsClient.CreateGrant(createGrantRequest);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の create_grant メソッドを参照してください。
# Create a grant
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
grantee_principal = 'arn:aws:iam::111122223333:user/Alice'
operation = ['GenerateDataKey']
response = kms_client.create_grant(
KeyId=key_id,
GranteePrincipal=grantee_principal,
Operations=operation
)

Ruby
詳細については、create_grant の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してくださ
い。
# Create a grant
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
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grantee_principal = 'arn:aws:iam::111122223333:user/Alice'
operation = ['GenerateDataKey']
response = kmsClient.create_grant({
key_id: key_id,
grantee_principal: grantee_principal,
operations: operation
})

PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/apikms-2014-11-01.html#creategrant の「AWS SDK for PHPCreateGrant メソッド」を参照してくださ
い。
// Create a grant
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$granteePrincipal = "arn:aws:iam::111122223333:user/Alice";
$operation = ['GenerateDataKey']
$result = $KmsClient->createGrant([
'GranteePrincipal' => $granteePrincipal,
'KeyId' => $keyId,
'Operations' => $operation
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の createGrant プロパティを参照してくださ
い。
// Create a grant
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
const KeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
const GranteePrincipal = 'arn:aws:iam::111122223333:user/Alice';
const Operations: ["GenerateDataKey"];
kmsClient.createGrant({ KeyId, GranteePrincipal, Operations }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
許可を作成するには、 New-KMSGrant コマンドレットを使用します。
# Create a grant
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
$granteePrincipal = 'arn:aws:iam::111122223333:user/Alice'
$operation = 'GenerateDataKey'
$response = New-KMSGrant -GranteePrincipal $granteePrincipal -KeyId $keyId -Operation
$operation

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドを参照してください。
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許可の表示
KMS キーの権限の詳細情報を取得するには、ListGrants オペレーションを使用します。

Note
通常、ListGrants レスポンスの GranteePrincipal フィールドには、グラントの被付与
者プリンシパルが含まれます。ただし、権限の被付与者プリンシパルが AWS のサービスの場
合、GranteePrincipal フィールドにはサービスプリンシパルが含まれます。これは、複数の
異なる被付与者プリンシパルを表す場合があります。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「クライアントの作成 (p. 529)」で作
成した AWS KMS クライアントオブジェクトを使用します。
これらの例では、オプションの Limits パラメータを使用して、オペレーションが返す許可の数を決定し
ます。
Java
Java の実装の詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの listGrants メソッドを参照し
てください。
// Listing grants on a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
Integer limit = 10;
ListGrantsRequest req = new ListGrantsRequest().withKeyId(keyId).withLimit(limit);
ListGrantsResult result = kmsClient.listGrants(req);

C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServiceListGrantsListGrantsRequest.html の AWS SDK for .NETListGrants メソッ
ドを参照してください。
// Listing grants on a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
int limit = 10;
ListGrantsRequest listGrantsRequest = new ListGrantsRequest()
{
KeyId = keyId,
Limit = limit
};
ListGrantsResponse listGrantsResponse = kmsClient.ListGrants(listGrantsRequest);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の list_grants メソッドを参照してください。
# Listing grants on a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
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response = kms_client.list_grants(
KeyId=key_id,
Limit=10
)

Ruby
詳細については、list_grants の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してください。
# Listing grants on a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
response = kmsClient.list_grants({
key_id: key_id,
limit: 10
})

PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/apikms-2014-11-01.html#listgrants の AWS SDK for PHPListGrants メソッドを参照してください。
// Listing grants on a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$limit = 10;
$result = $KmsClient->listGrants([
'KeyId' => $keyId,
'Limit' => $limit,
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の listGrants プロパティを参照してください。
// Listing grants on a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
const KeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
const Limit = 10;
kmsClient.listGrants({ KeyId, Limit }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
KMS キーのすべての AWS KMS 権限の詳細を表示するには、 Get-KMSGrantList コマンドレットを使
用します。
出力オブジェクトの数を制限するために、この例では、リストコマンドレットで非推奨の Limit パラ
メータの代わりに Select-Object コマンドレットを使用します。AWS Tools for PowerShell での出力の
ページ分割については、「AWS Tools for PowerShell での出力ページ分割」を参照してください。
# Listing grants on a KMS key
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# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
$limit = 10
$response = Get-KMSGrantList -KeyId $keyId | Select-Object -First $limit

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドを参照してください。
すべての ListGrants オペレーションで KMS キーを指定する必要があります。ただし、権限 ID また
は被付与者プリンシパルを指定することで、権限リストをさらにフィルタリングできます。次の例で
は、test-engineer ロールが被付与者プリンシパルのKMS キーの権限のみを取得します。
Java
Java の実装の詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの listGrants メソッドを参照し
てください。
// Listing grants on a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
String grantee = "arn:aws:iam::111122223333:role/test-engineer";
ListGrantsRequest req = new
ListGrantsRequest().withKeyId(keyId).withGranteePrincipal(grantee);
ListGrantsResult result = kmsClient.listGrants(req);

C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServiceListGrantsListGrantsRequest.html の AWS SDK for .NETListGrants メソッ
ドを参照してください。
// Listing grants on a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
String grantee = "arn:aws:iam::111122223333:role/test-engineer";
ListGrantsRequest listGrantsRequest = new ListGrantsRequest()
{
KeyId = keyId,
GranteePrincipal = grantee
};
ListGrantsResponse listGrantsResponse = kmsClient.ListGrants(listGrantsRequest);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の list_grants メソッドを参照してください。
# Listing grants on a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
grantee = 'arn:aws:iam::111122223333:role/test-engineer'
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response = kms_client.list_grants(
KeyId=key_id,
GranteePrincipal=grantee
)

Ruby
詳細については、list_grants の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してください。
# Listing grants on a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
grantee = 'arn:aws:iam::111122223333:role/test-engineer'
response = kmsClient.list_grants({
key_id: keyId,
grantee_principal: grantee
})

PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/apikms-2014-11-01.html#listgrants の AWS SDK for PHPListGrants メソッドを参照してください。
// Listing grants on a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
$grantee = 'arn:aws:iam::111122223333:role/test-engineer';
$result = $KmsClient->listGrants([
'KeyId' => $keyId,
'GranteePrincipal' => $grantee,
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の listGrants プロパティを参照してください。
// Listing grants on a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
const KeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
const Grantee = 'arn:aws:iam::111122223333:role/test-engineer';
kmsClient.listGrants({ KeyId, Grantee }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
KMS キーのすべての AWS KMS 権限の詳細を表示するには、 Get-KMSGrantList コマンドレットを使
用します。
# Listing grants on a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
$grantee = 'arn:aws:iam::111122223333:role/test-engineer'
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$response = Get-KMSGrantList -KeyId $keyId -GranteePrincipal $grantee

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドを参照してください。

許可の廃止
KMS キーの権限を使用停止にするには、RetireGrant オペレーションを使用します。許可の使用が完了し
た後でクリーンアップを実行する場合に、許可を無効にする必要があります。
権限を使用停止にするには、権限トークン、または権限 ID と KMS キー ID の両方を指定します。このオ
ペレーションでは、KMS キー ID が KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) (p. 64) である必要があり
ます。許可トークンは、 CreateGrant 操作によって返されます。許可 ID は、CreateGrant オペレーション
と ListGrants オペレーションによって返されます。
RetireGrant は応答を返しません。有効であることを確認するには、 ListGrants 操作を使用します。
クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「クライアントの作成 (p. 529)」で作
成した AWS KMS クライアントオブジェクトを使用します。
Java
詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの retireGrant メソッドを参照してください。
// Retire a grant
//
String grantToken = Place your grant token here;
RetireGrantRequest req = new RetireGrantRequest().withGrantToken(grantToken);
kmsClient.retireGrant(req);

C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServiceRetireGrantRetireGrantRequest.html の AWS SDK for .NETRetireGrant メ
ソッドを参照してください。
// Retire a grant
//
String grantToken = "Place your grant token here";
RetireGrantRequest retireGrantRequest = new RetireGrantRequest()
{
GrantToken = grantToken
};
kmsClient.RetireGrant(retireGrantRequest);

Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の retire_grant メソッドを参照してください。
# Retire a grant
grant_token = Place your grant token here
response = kms_client.retire_grant(
GrantToken=grant_token
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Ruby
詳細については、retire_grant の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してくださ
い。
# Retire a grant
grant_token = Place your grant token here
response = kmsClient.retire_grant({
grant_token: grant_token
})

PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/apikms-2014-11-01.html#retiregrant の AWS SDK for PHPRetireGrant メソッドを参照してください。
// Retire a grant
//
$grantToken = 'Place your grant token here';
$result = $KmsClient->retireGrant([
'GrantToken' => $grantToken,
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の retireGrant プロパティを参照してください。
// Retire a grant
//
const GrantToken = 'Place your grant token here';
kmsClient.retireGrant({ GrantToken }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
許可を破棄するには、 Disable-KMSGrant コマンドレットを使用します。許可トークンを取得するに
は、 New-KMSgrant コマンドレットを使用します。GrantToken パラメータは文字列を受け取るた
め、Read-Host コマンドレットが返す出力を変換する必要はありません。
# Retire a grant
$grantToken = Read-Host -Message Place your grant token here
Disable-KMSGrant -GrantToken $grantToken

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドを参照してください。

許可の取り消し
KMS キーへの権限を取り消すには、RevokeGrant オペレーションを使用します。許可を取り消して、許可
に依存しているオペレーションを明示的に拒否することができます。
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クライアントオブジェクトを必要とする言語では、これらの例では「クライアントの作成 (p. 529)」で作
成した AWS KMS クライアントオブジェクトを使用します。
Java
詳細については、AWS SDK for Java API リファレンスの revokeGrant メソッドを参照してくださ
い。
// Revoke a grant on a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
// Replace the following example grant ID with a valid one
String grantId = "grant1";
RevokeGrantRequest req = new
RevokeGrantRequest().withKeyId(keyId).withGrantId(grantId);
kmsClient.revokeGrant(req);

C#
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/items/KeyManagementService/
MKeyManagementServiceRevokeGrantRevokeGrantRequest.html の AWS SDK for .NETRevokeGrant
メソッドを参照してください。
// Revoke a grant on a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
String keyId = "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab";
// Replace the following example grant ID with a valid one
String grantId = "grant1";
RevokeGrantRequest revokeGrantRequest = new RevokeGrantRequest()
{
KeyId = keyId,
GrantId = grantId
};
kmsClient.RevokeGrant(revokeGrantRequest);

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドを参照してください。
Python
詳細については、AWS SDK for Python (Boto3) の revoke_grant メソッドを参照してください。
# Revoke a grant on a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
# Replace the following example grant ID with a valid one
grant_id = 'grant1'
response = kms_client.revoke_grant(
KeyId=key_id,
GrantId=grant_id
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Ruby
詳細については、revoke_grant の AWS SDK for Ruby インスタンスメソッドを参照してくださ
い。
# Revoke a grant on a KMS key
# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
key_id = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
# Replace the following example grant ID with a valid one
grant_id = 'grant1'
response = kmsClient.revoke_grant({
key_id: key_id,
grant_id: grant_id
})

PHP
詳細については、https://docs.aws.amazon.com/aws-sdk-php/v3/api/apikms-2014-11-01.html#revokegrant の AWS SDK for PHPRevokeGrant メソッドを参照してください。
// Revoke a grant on a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
// Replace the following example grant ID with a valid one
$grantId = "grant1";
$result = $KmsClient->revokeGrant([
'KeyId' => $keyId,
'GrantId' => $grantId,
]);

Node.js
詳細については、AWS SDK for JavaScript in Node.js の revokeGrant プロパティを参照してくださ
い。
// Revoke a grant on a KMS key
//
// Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
const KeyId = 'arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab';
// Replace the following example grant ID with a valid one
const GrantId = 'grant1';
kmsClient.revokeGrant({ GrantId, KeyId }, (err, data) => {
...
});

PowerShell
許可を取り消すには、 Revoke-KMSgrant コマンドレットを使用します。
# Revoke a grant on a KMS key
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# Replace the following example key ARN with a valid key ID or key ARN
$keyId = 'arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab'
# Replace the following example grant ID with a valid one
$grantId = 'grant1'
Revoke-KMSGrant -KeyId $keyId -GrantId $grantId

AWS KMS PowerShell コマンドレットを使用するには、AWS.Tools.KeyManagementService モ
ジュールをインストールします。詳細については、AWS Tools for Windows PowerShell ユーザーガイ
ドをご参照ください。
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References
次のリファレンスは、KMS キーの使用と管理に関する有用な情報を提供します。
• キータイプリファレンス (p. 449)。各 AWS KMS API オペレーションをサポートする KMS キーのタイプ
を一覧表示します。
質問例: KMS キーを署名する RSA を有効または無効にすることはできますか?
• キーステータス表 (p. 154)。KMS キーのキーステータスが、AWS KMS API オペレーションでの使用に
どのように影響するかを示します。
質問例: 削除が保留中である KMS キーのエイリアスを変更することはできますか?
• AWS KMS API アクセス許可のリファレンス (p. 291)。各 AWS KMS API オペレーションに必要なアク
セス許可について説明します。
質問例: 別の AWS アカウントのキーで GetKeyPolicy を実行できますか? IAM ポリシーで
kms:Decrypt アクセス許可を付与できますか。
• ViaService リファレンス (p. 254)。kms:ViaService 条件キーをサポートする AWS サービス一覧表
示します。
質問例: Amazon ElastiCache からの場合のみアクセス許可を付与する kms:ViaService 条件キーを
使用できますか? Amazon Neptune の場合はどうですか。
• AWS KMS の料金。KMS キーの価格を一覧表示して説明します。
質問例: 非対称キーの使用にかかる費用はどれくらいですか?
• AWS KMS リクエストクォータ (p. 466)。各アカウントとリージョンにおける AWS KMS API リクエス
トの 1 秒あたりのクォータを一覧表示します。
質問例: Decrypt リクエストを毎秒いくつ実行できますか? カスタムキーストアの KMS キーで、いくつ
の Decrypt リクエストを実行できますか。
• AWS KMS リソースクォータ (p. 463)。AWS KMS リソースのクォータを一覧表示します。
質問例: アカウントの各リージョンで何個の KMS キーを使用できますか? 各 KMS キーに何個のエイリ
アスを使用できますか。
• AWS KMS に統合される AWS サービス。作成、保存、管理するリソースの保護に KMS キーを使用する
AWS サービスを一覧表示します。
質問例: Amazon Connect は、Connect リソースを保護するのに KMS キーを使用しますか?
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ドキュメント履歴
このトピックでは、AWS Key Management Service デベロッパーガイドの重要な更新を説明しています。
トピック
• 最新の更新 (p. 582)
• 以前の更新 (p. 584)

最新の更新
以下の表は、このドキュメントの 2018 年 1 月以降の大きな変更点をまとめたものです。ここに表示さ
れている主要な変更に加えて、その内容の説明と例を向上し、ユーザーから寄せられるフィードバック
にも応える目的で、このドキュメントは頻繁に更新されます。重要な変更についての通知を受け取るに
は、RSS フィードをサブスクライブします。
この表のすべてのデータを表示するには、水平または垂直にスクロールする必要があります。
変更

説明

日付

クォータの変更

各アカウントとリージョンにお
ける AWS KMS keys リソース
クォータを 100,000 KMS キーに
引き上げられました。

2022 年 7 月 8 日

機能更新

HMAC KMS キーをサポートする
AWS リージョン の追加

2022 年 7 月 8 日

新しいトピック

AWS Key Management Service
2022 年 6 月 14 日
デベロッパーガイドのセキュリ
ティの章にAWS KMS トピックの
回復力を追加しました。

新機能

HMAC コードを生成および検証
する AWS KMS キーと API 操作
のサポートを追加しました。

2022 年 4 月 19 日

ドキュメントの変更

カスタマーマスターキー (CMK)
という条件が AWS KMS key お
よび KMS キーに置き換えられて
います。

2021 年 8 月 30 日

新機能

マルチリージョンキーのサポート 2021 年 6 月 8 日
の追加、これは、同じキー ID と
キーマテリアルを持つ異なるリー
ジョンで、相互運用可能な KMS
キーのセットです。マルチリー
ジョンキーを使用して、あるリー
ジョンのデータを暗号化し、別の
リージョンのデータを復号できま
す。

新機能

属性ベースのアクセスコントロー 2020 年 12 月 17 日
ル (ABAC) のサポートを追加しま
した。タグとエイリアスを使用し
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て、AWS KMS keys へのアクセ
スを制御できます。
新機能

VPC エンドポイントポリシーの
サポートが追加されました。

新しいコンテンツ

AWS KMS のセキュリティプロパ 2020 年 6 月 18 日
ティについて説明します。

新機能

非対称 AWS KMS keys および非 2019 年 11 月 25 日
対称データキーのサポートが追加
されました。

更新された機能

AWS マネージドキー のキーポリ 2019 年 11 月 15 日
シーを AWS KMS のコンソール
で表示できます。この機能は、以
前はカスタマーマネージドキーに
限定されていました。

新機能

AWS KMS への呼び出しに、TLS 2019 年 11 月 4 日
でハイブリッドポスト量子キー交
換アルゴリズムを使用する方法に
ついて説明します。

クォータの変更

KMS キーを管理する一部の API
2019 年 9 月 18 日
のリソースクォータを増やしまし
た。

クォータの変更

KMS キーごとの KMS キー、エ
イリアス、グラントのリソース
クォータを変更しました。

クォータの変更

カスタムキーストアで AWS KMS 2019 年 3 月 7 日
keys を使用する暗号化オペレー
ションに対して、1 秒あたりの共
有リクエストクォータを変更しま
した。

新機能

AWS KMS カスタムキーストアを 2018 年 11 月 26 日
作成して管理する方法について説
明します。各キーストアは、ユー
ザーが所有し、制御する AWS
CloudHSM クラスターによって
サポートされています。

新しいコンソール

新しい AWS KMS コンソールを
2018 年 11 月 7 日
使用する方法について説明しま
す。このコンソールは IAM コン
ソールから独立しています。元の
コンソールとその使用方法は、新
しいコンソールに精通できるよう
に、短期間ですが引き続き参照で
きます。

クォータの変更

AWS KMS keys を使用するため
2018 年 8 月 21 日
の共有リクエストクォータを変更
しました。
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新しいコンテンツ

AWS Secrets Manager が AWS
2018 年 7 月 13 日
KMS を使用してシークレット内
のシークレット値を暗号化する方
法について説明します。

新しいコンテンツ

DynamoDB が AWS KMSAWS
2018 年 5 月 23 日
KMS keys を使用してサーバー側
の暗号化オプションをサポートす
る方法について説明します。

新機能

VPC のプライベートエンドポイ
2018 年 1 月 22 日
ントを使用して、インターネッ
ト経由ではなく、AWS KMS に直
接接続する方法について説明しま
す。

以前の更新
以下の表は、2018 年以前の AWS Key Management Service デベロッパーガイドの重要な変更点をまとめ
たものです。
この表のすべてのデータを表示するには、水平または垂直にスクロールする必要があります。
変更

説明

日付

新しいコンテンツ

キーのタグ付け (p. 68) に関する
ドキュメントを追加しました。

2017 年 2 月 15 日

新しいコンテンツ

AWS KMS keys のモニタリ
ング (p. 86) および Amazon
CloudWatch によるモニタリン
グ (p. 138) に関するドキュメン
トを追加しました。

2016 年 8 月 31 日

新しいコンテンツ

インポートされたキーマテリア
ル (p. 390) に関するドキュメン
トを追加しました。

2016 年 8 月 11 日

新しいコンテンツ

IAM ポリシー (p. 184)、アク
セス許可に関するリファレ
ンス (p. 291)、および 条件
キー (p. 216) のドキュメントを
追加しました。

2016 年 7 月 5 日

更新

ドキュメントの「認証とアクセ
スコントロール (p. 160)」章の一
部を更新しました。

2016 年 7 月 5 日

更新

新しいデフォルトクォータを反
映するように クォータ (p. 463)
ページを更新しました。

2016 年 5 月 31 日

更新

新しいデフォルトのクォー
タを反映するように クォー
タ (p. 463) ページを更新し、
わかりやすさと正確さを向上

2016 年 4 月 11 日

584

AWS Key Management Service デベロッパーガイド
以前の更新

変更

説明

日付

させるためにグラントトーク
ン (p. 198)ドキュメントを更新し
ました。
新しいコンテンツ

複数の IAM ユーザーが KMS
キーにアクセスできるようにす
る (p. 182) および IP アドレス
条件の使用 (p. 217) に関するド
キュメントを追加しました。

2016 年 2 月 17 日

更新

明確さと正確性を向上させる
ため、「AWS KMS のキーポリ
シー (p. 163)」および「キーポリ
シーの変更 (p. 180)」ページを更
新しました。

2016 年 2 月 17 日

更新

内容をより明確にするために「
キーの管理 (p. 24)」トピックの
ページが更新されました。

2016 年 1 月 5 日

新しいコンテンツ

AWS CloudTrail で AWS KMS を
使用する方法 (p. 475) に関する
ドキュメントを追加しました。

2015 年 11 月 18 日

新しいコンテンツ

「キーポリシーの変更 (p. 180)」
の手順を追加しました。

2015 年 11 月 18 日

更新

「Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) が AWS
KMS を使用する方法 (p. 504)」
に関するドキュメントが更新さ
れました。

2015 年 11 月 18 日

新しいコンテンツ

WorkSpaces が AWS KMS を使
用する方法 (p. 525) に関するド
キュメントを追加しました。

2015 年 11 月 6 日

更新

内容をより明確にするため
に [AWS KMS のキーポリ
シー (p. 163)] ページが更新され
ました。

2015 年 10 月 22 日

新しいコンテンツ

AWS KMS keys を削除す
る (p. 143) に関するドキュ
メント (アラームを作成す
る (p. 149)、KMS キーの過去の
使用状況を確認する (p. 151) の
関連ドキュメントなど) を追加し
ました。

2015 年 10 月 15 日

新しいコンテンツ

AWS KMS keys へのアクセス
を特定する (p. 279) に関するド
キュメントを追加しました。

2015 年 10 月 15 日

新しいコンテンツ

AWS KMS キーのキーステータ
ス (p. 153) に関するドキュメン
トを追加しました。

2015 年 10 月 15 日
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変更

説明

日付

新しいコンテンツ

Amazon Simple Email Service
(Amazon SES) が AWS KMS を
使用する方法 (p. 506) に関する
ドキュメントを追加しました。

2015 年 10 月 1 日

更新

新しいリクエストクォータの説
明がある クォータ (p. 463) ペー
ジを更新しました。

2015 年 8 月 31 日

新しいコンテンツ

AWS KMS の使用料金に関する
情報を追加しました。「AWS
KMS 料金表 (p. 2)」を参照して
ください。

2015 年 8 月 14 日

新しいコンテンツ

AWS KMS クォータ (p. 463) に
リクエストクォータを追加しま
した。

2015 年 6 月 11 日

新しいコンテンツ

UpdateAlias オペレーションの 2015 年 6 月 1 日
使用方法を示す新しい Java コー
ドサンプルを追加しました。
「エイリアスの更新 (p. 548)」を
参照してください。

更新

AWS Key Management Service
リージョン表を AWS の全般的な
リファレンスに移動しました。

2015 年 5 月 29 日

新しいコンテンツ

Amazon EMR が AWS KMS を使
用する方法 (p. 497) に関するド
キュメントを追加しました。

2015 年 1 月 28 日

新しいコンテンツ

Amazon WorkMail が AWS KMS
を使用する方法 (p. 518) に関す
るドキュメントを追加しまし
た。

2015 年 1 月 28 日

新しいコンテンツ

Amazon Relational Database
Service (Amazon RDS) が AWS
KMS を使用する方法 (p. 504) に
関するドキュメントを追加しま
した。

2015 年 1 月 6 日

新しいコンテンツ

Amazon Elastic Transcoder
が AWS KMS を使用する方
法 (p. 492) に関するドキュメン
トを追加しました。

2014 年 11 月 24 日

新規ガイド

AWS Key Management Service
デベロッパーガイドを導入しま
した。

2014 年 11 月 12 日
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