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Amazon Macie の機能

Amazon Macie とは
Amazon Macie は、機械学習とパターンマッチングを使用して機密データを検出し、データセキュリティ
リスクを可視化し、それらのリスクに対する自動保護を可能にするデータセキュリティサービスです。

組織の Amazon Simple Storage Storage Storage Storage Storage Storage Storage Service (Amazon S3) 
データ資産のセキュリティ体制を管理できるように、Macie は S3 バケットのインベントリを自動的に評
価およびモニタリングします。Macie は、パブリックアクセス可能になるなど、データのセキュリティま
たはプライバシーに関する潜在的な問題を検出した場合、Macie は調査結果を生成し、必要に応じて確認
および修正するための調査結果を生成します。

Macie は、組織が Amazon S3 に保存している機密データの検出とレポートを自動化します。機密デー
タを検出するには、Macie が提供する組み込み型の基準と手法を使用するか、または 2 つの組み合わせ
を使用できます。Macie が S3 オブジェクト内の機密データを検出すると、Macie は調査結果を生成し
て、Macie が見つけた機密データをお客様に通知します。

調査結果に加えて、Macie は Amazon S3 データのセキュリティ体制に関する洞察を提供する統計やその
他のデータも提供します。統計とデータは、特定の S3 バケットとオブジェクトについてより詳細に調査
する判断の指針となります。Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用して、調査結
果や統計などのデータを確認して分析できます。Macie と Amazon EventBridge の統合を活用して、他の
サービス、アプリケーション、システムを使用して調査結果をモニタリング、処理、および修正すること
もできます。AWS Security Hub

トピック
• Amazon Macie の機能 (p. 1)
• Amazon Macie にアクセスする (p. 3)
• Amazon Macie の料金 (p. 4)
• 関連サービス (p. 4)

Amazon Macie の機能
Amazon S3 で機密データを検出、モニタリング、保護するために Amazon Macie が提供する主要な方法を
いくつか紹介します。

機密データの検出を自動化する

Macie を使用すると、機密データの検出とレポートを自動化できます:機密データの自動検出を実行
するように (p. 92) Macie を設定する、および Macie は機密データ検出ジョブを作成して実行す
る (p. 127)。Macie が S3 オブジェクト内の機密データを検出すると、Macie は S3 オブジェクト内
の機密データを検出します。この調査結果では、Macie で検出された機密データの詳細なレポートが
提供されます。

機密データの自動検出により、Amazon S3 データ資産のどこに機密データが存在する可能性があるか
を幅広く可視化できます。このオプションでは、Macie は S3 バケットインベントリを継続的に評価
し、サンプリング技術を使用してバケットから代表的な S3 オブジェクトを特定して選択します。次
に、Macie は選択したオブジェクトを取得して分析し、機密データがないか検査します。

機密データディスカバリーの仕事は、より深く、より的を絞った分析を可能にします。このオプショ
ンでは、分析の幅と深さ、つまり、分析する S3 バケット、サンプリング深度、S3 オブジェクトのプ
ロパティから派生するカスタム基準を定義します。ジョブは、オンデマンドの分析および評価では 1 
回のみ、または定期的な分析、評価、およびモニタリングでは繰り返しベースで実行するように設定
できます。
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どちらのオプションも、組織が Amazon S3 に保存するデータと、そのデータのセキュリティまたは
コンプライアンスのリスクに関する包括的なビューを構築して維持するのに役立ちます。

さまざまな機密データタイプを発見する

Macie で機密データを検出するには、機械学習やパターンマッチングなどの組み込み型の基準と手法
を使用して S3 バケット内のオブジェクトを分析します。これらの基準と手法は、[data identifiers] (マ
ネージドデータ識別子 (p. 49)) と呼ばれ、複数のタイプの個人を特定できる情報 (PII)、財務デー
タ、および認証データなど、多くの国またはリージョンの機密データタイプの大規模かつ増加してい
るリストを検出できます。

カスタムデータ識別子を使用することもできます (p. 67)。カスタムデータ識別子は、機密データを
検出するために定義する基準のセットです。これらの基準は、一致するテキストパターンを定義し、
オプションで文字シーケンス、結果を絞り込む近接ルールを定義する正規表現 (regex) で構成されま
す。このタイプの識別子を使用すると、特定のシナリオ、知的財産、または専有データを反映する機
密データを検出できます。Macie が提供するマネージドデータ識別子を補足できます。

分析を微調整するには、許可リストを使用することもできます (p. 73)。許可リストは、Macie に 
S3 オブジェクトで無視させたい特定のテキストとテキストパターンを定義します。これらは通常、特
定のシナリオや環境における機密データの例外です。たとえば、組織の公的代表者の名前、組織の公
衆電話番号、または組織がテストに使用するサンプルデータなどです。

セキュリティとアクセスコントロールについてデータを評価してモニタリングする

Macie を有効化するときに、Macie は S3 バケットの完全なインベントリを自動的に生成して維持を
開始します。また、Macie は、セキュリティとアクセスコントロールのためにバケットの評価とモニ
タリングを開始します。Macie がバケットのセキュリティまたはプライバシーに関する潜在的な問題
を検出すると、ユーザー用に [policy finding] (p. 186) (ポリシーの調査結果) を作成します。

特定の調査結果に加えて、ダッシュボードには (p. 22)、Amazon S3 データの集約された統計のス
ナップショットが表示されます。これには、パブリックアクセス可能であり、他のと共有されている
バケットの数などの主要な指標の統計が含まれますAWS アカウント。各統計をドリルダウンして、そ
のサポートデータを表示できます

Macie は、インベントリ内の各 S3 バケットの詳細情報と統計も提供します。データには、バケッ
トのパブリックアクセスと暗号化設定の内訳、およびバケット内の機密データを検出するために 
Macie が分析できるオブジェクトのサイズと数が含まれています。特定のフィールドで [browse the 
inventory] (p. 28) (インベントリの参照)、またはインベントリの並べ替えおよびフィルタリングを
行うことができます。バケットを選択すると、パネルにバケットの詳細が表示されます。

調査結果を確認して分析する

Macie では、調査結果とは、Macie が S3 オブジェクトで検出した機密データまたは S3 バケットの
セキュリティまたはプライバシーに関する潜在的な問題に関する詳細なレポートです。各調査結果で
は、重要度評価、影響を受けたリソースに関する情報、およびMacie が問題を見つけたタイミングと
方法などの追加の詳細が示されます。

調査結果の確認、分析、管理 (p. 184)を行うには、Amazon Macie コンソールの [Findings] (調査結
果) ページを使用できます。これらのページでは、調査結果をリスト化し、個別の調査結果の詳細を提
供します。また、調査結果のグループ化、フィルタリング、並べ替え、および抑制のための複数のオ
プションも提供します。また、Amazon Macie API を使用して、調査結果をクエリ、取得、および抑
制することもできます。API を使用する場合、データを別のアプリケーション、サービス、またはシ
ステムに渡して、より詳細な分析、長期保存、またはレポートの作成を行うことができます。

他のサービスおよびシステムを用いた調査結果のモニタリングと処理

他のサービスやシステムとの統合をサポートするために、Macie EventBridge は調査結果イベントと
して Amazon に調査結果を Amazon に公開しています (p. 266)。 EventBridge は、AWS Lambda関
数や Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックなどのターゲットに調査結果データ
をルーティングできるサーバーレスイベントバスサービスです。を使用すると EventBridge、既存の
セキュリティおよびコンプライアンスワークフローの一部として、ほぼリアルタイムで調査結果をモ
ニタリングして処理できます。
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調査結果を AWS Security Hub に発行する (p. 270)ように Macie を設定することもできま
す。Security Hub は、AWS 環境全体のセキュリティ体制を包括的に把握し、セキュリティ業界標準お
よびベストプラクティスに照らして環境をチェックするのに役立つサービスです。Security Hub を使
用すると、AWS 内の組織のセキュリティ体制の広範な分析の一部として、調査結果をより簡単にモニ
タリングおよび処理できます。また、複数のリージョンの結果を集約しAWS リージョン、1 つのリー
ジョンの集計結果データを監視および処理することもできます。

複数の Macie アカウントを集中管理する

AWS 環境に複数のアカウントがある場合、環境内のアカウントについて Macie を集中管理す
る (p. 291)ことができます。Macie をと統合する、AWS Organizationsまたは Macie でメンバーシッ
プの招待を送信して受け入れるという 2 つの方法で、これを行うことができます。

複数アカウント設定では、指定された Macie 管理者が特定のタスクを実行し、同じ組織のメンバーで
あるアカウントの特定の Macie 設定、データ、およびリソースにアクセスできます。タスクには、メ
ンバーアカウントが所有している S3 バケットに関する情報の確認、それらのバケットのポリシーの
調査結果の確認、およびバケットに機密データがないかどうかを検査することが含まれます。アカウ
ントが AWS Organizations を通じて関連付けられている場合、Macie 管理者は、組織内のメンバーア
カウントに対して Macie を有効化することもできます。

リソースをプログラムで開発して管理する

Amazon Macie コンソールに加えて、Amazon Macie API を使用してMacie を操作することができま
す。Amazon Macie API は、Macie Macie API は、Macie アカウント設定、データ、およびリソースへ
の包括的なプログラムによるアクセスを提供します。

Macie をプログラムで操作するには、Macie に HTTPS リクエストを直接送信するか、AWS
現在のバージョンのコマンドラインツールまたはAWS SDKを使用します。 AWSに
は、Java、Go、Python、C++、.NET など PowerShell、さまざまな言語やプラットフォーム用のライ
ブラリとサンプルコードで構成されるツールと SDK が用意されています。

Amazon Macie にアクセスする
Amazon Macie はほとんどので利用可能ですAWS リージョン。Macie が現在利用できるリージョンのリス
トについては、の「Amazon Macie エンドポイントとクォータ」を参照してくださいAWS 全般のリファレ
ンス。詳細についてはAWS リージョン、の「管理AWS リージョン」を参照してくださいAWS 全般のリ
ファレンス。

各リージョンで、次のいずれかの方法で Macie を使用できます。

AWS Management Console

AWS Management Console は、AWS リソースの作成と管理に使用できるブラウザベースのインター
フェイスです。そのコンソールの一部として、Amazon Macie コンソールは Macie アカウント、デー
タ、およびリソースへのアクセスを提供します。Macie コンソールを使用して、次の Macie タスク
を実行できます:S3 バケットに関する統計やその他の情報の確認、機密データ検出ジョブの作成と実
行、調査結果の確認と分析など。

AWSコマンドラインツール

AWS コマンドラインツールを使用すると、システムのコマンドラインでコマンドを発行し、Macie タ
スクおよび AWS タスクを実行できます。コマンドラインを使用すると、コンソールを使用するより
も高速で便利になります。コマンドラインツールは、タスクを実行するスクリプトを作成する場合に
も便利です。

AWS には、AWS Command Line Interface (AWS CLI) と AWS Tools for PowerShell という 2 セット
のコマンドラインツールが用意されています。AWS CLI のインストールおよび使用の方法について
は、「AWS Command Line Interface ユーザーガイド」を参照してください。Tools for のインストー
ルおよび使用の方法については PowerShell、「AWS Tools for PowerShellユーザーガイド」を参照し
てください。
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AWS SDK

AWS は、さまざまなプログラミング言語とプラットフォーム (Java、Go、Python、C++、.NETなど) 
のライブラリとサンプルコードで構成される SDK を提供します。SDK は、Macie および他のへの便
利なプログラムによるアクセスを提供しますAWS のサービス。SDK は、暗号署名によるリクエス
ト、エラーの管理、リクエストの自動再試行などのタスクも処理します。AWS SDK のインストール
と使用の詳細については、「AWS での構築ツール」を参照してください。

Amazon Macie REST API

Amazon Macie REST API は、Macie アカウント、データ、およびリソースへの包括的なプログラム
によるアクセスを提供します。この API を使用すると、HTTPS リクエストを Macie に直接送信でき
ます。ただし、AWS コマンドラインツールや SDK とは異なり、この API を使用するには、リクエス
トに署名するハッシュの生成など、低レベルの詳細な作業をアプリケーションで処理する必要があり
ます。この API の詳細については、「Amazon Macie API リファレンス」を参照してください。

Amazon Macie の料金
他の AWS 製品と同様、Amazon Macie を使用するための契約や最低契約金は必要ありません。

Macie の料金は、複数の次元に基づいています:セキュリティとアクセスコントロールのための S3 バケッ
トの評価とモニタリング、機密データの自動検出のための S3 オブジェクトのモニタリング、オブジェク
ト内の機密データを検出してレポートするための S3 オブジェクトの分析。詳細については、「Amazon 
Macie 料金表」を参照してください。

Macie の使用コストを理解して予測するために、Macie はアカウントの推定使用コストを提供しま
す。Amazon Macie コンソールでこれらの見積りを表示 (p. 334)して、Amazon Macie API を用いてそれ
らにアクセスできます。サービスの使用方法によっては、Amazon S3 からのバケットデータの取得やカス
タマーマネージド AWS KMS keys を使用した分析用のオブジェクトの復号化など、特定の Macie 機能と
組み合わせたその他の AWS のサービス の使用では、追加のコストが発生する場合があります。

初めて Macie を有効化すると、AWS アカウント は Macie の30 日間の無料トライアルに自動的に登録さ
れます。これには、AWS Organizations で組織の一部として有効化されている個別のアカウントが含ま
れます。無料トライアルの間は、セキュリティとアクセスコントロールのために S3AWS リージョン バ
ケットを評価してモニタリングするための、該当するでの Macie の使用とモニタリングに、該当するで
の Macie の使用とモニタリングに、該当するでの Macie の使用には料金はかかりません。アカウント設定
によっては、無料トライアルに Amazon S3 データの自動機密データ検出の実行が含まれる場合もありま
す。無料トライアルには、S3 オブジェクト内の機密データを検出してレポートするための機密データ検出
ジョブの実行は含まれません。

無料トライアル終了後の Macie の使用コストを理解して予測できるように、Macie はトライアルの間の 
Macie の使用状況に基づく推定使用コストを提供します。使用状況データには、無料トライアルが終了す
るまでの残り時間も示されます。Amazon Macie コンソールでこのデータを確認して (p. 338)、Amazon 
Macie API を用いてそれにアクセスできます。

関連サービス
AWS でのデータ、ワークロード、アプリケーションをさらに保護するために、Amazon Macie と組み合わ
せた以下の AWS のサービス の使用を検討してください。

AWS Security Hub

AWS Security Hub では、AWS リソースのセキュリティ状態を包括的に把握し、セキュリティ業界標
準およびベストプラクティスに照らして AWS 環境をチェックするのに役立ちます。これは、複数の 
AWS のサービス (Macie を含む) およびサポートされている AWS パートナーネットワーク (APN) 製
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品からのセキュリティの調査結果を利用、集約、整理、優先順位付けすることによって部分的に行わ
れます。Security Hub を使用すると、セキュリティの傾向を分析し、AWS 環境全体で最も優先度の高
いセキュリティ問題を特定できます。

Security Hub の詳細については、AWS Security Hub ユーザーガイドを参照してください。Macie 
と Security Hub を一緒に使用する方法については、「Amazon Macie の AWS Security Hub との統
合 (p. 270)」を参照してください。

アマゾン GuardDuty

Amazon GuardDuty は、Amazon S3AWSAWS CloudTrail CloudTrail のデータイベントログや管理イ
ベントログなど、特定の種類のログを分析して処理するセキュリティモニタリングサービスです。悪
意のある IP アドレスやドメインのリストなどの脅威インテリジェンスフィードおよび機械学習を使用
して、AWS 環境内での予期しない、および潜在的に未許可で悪意のあるアクティビティを識別しま
す。

詳細については GuardDuty、Amazon GuardDuty ユーザーガイドをご覧ください。

追加の AWS セキュリティサービスの詳細については、「AWS でのセキュリティ、アイデンティティ、お
よびコンプライアンス」を参照してください。
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Amazon Macie の開始方法
このチュートリアルでは、Amazon Macie の概要について説明します。で Macie を有効化する方法につい
て説明しますAWS アカウント。また、Simple Storage Service (Amazon S3) のセキュリティ体制を評価
し、S3 バケット内の機密データを検出してレポートするための主要な設定を行う方法についても説明しま
す。

タスク
• 開始する前に (p. 6)
• ステップ 1: Amazon Macie を有効化する (p. 6)
• ステップ 2: 機密データの検出結果のリポジトリを設定する (p. 7)
• ステップ 3: サンプル調査結果を調べる (p. 7)
• ステップ 4: 機密データを検出するジョブを作成する (p. 8)
• ステップ 5: 調査結果を確認する (p. 9)

開始する前に
Amazon Web Services (AWS) にサインアップすると、Amazon Macie を含むすべての AWS のサービ
ス に、アカウントが自動的にサインアップされます。ただし、Macie を有効化して使用するには、まず 
Amazon Macie コンソールと API オペレーションへのアクセスを許可するアクセス許可を設定する必要が
あります。AWS管理者または管理者は、AWS Identity and Access Management (IAM)AWS を使用して指
定された管理ポリシーを IAMAmazonMacieFullAccess アイデンティティにアタッチできます。詳細に
ついては、Amazon Macie の AWS マネージドポリシー (p. 362) を参照してください。

ステップ 1: Amazon Macie を有効化する
必要なアクセス許可を設定した後、で Amazon Macie を有効化することができますAWS アカウント。ア
カウントで Macie を有効化するには、次の手順に従います。

Macie を有効化するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にあるAWS リージョンセレクターを使用して、有効化するリージョンを選択

し、Macie を使用します。
3. Amazon Macie ページで、「はじめに」を選択します。
4. (オプション) Amazon Macie を有効化すると、Macie はサービスにリンクされたロールを自動的に作

成します。AWS のサービスAWSこのロールのアクセス許可ポリシーを確認するには、コンソール
で [ロールのアクセス許可の表示] を選択します。このロールの詳細については、「Amazon Macie の
サービスにリンクされたロール (p. 359)」を参照してください。

5. [Macie を有効化] を選択します。

数分以内に Macie は、現在のリージョン内の内の内の S3 バケットの完全なインベントリを自動的に生成
し、その維持を開始します。また、Macie は、セキュリティとアクセスコントロールについてバケットの
評価とモニタリングを開始します。詳細については、Macie が Amazon S3 データセキュリティをモニタ
リングする方法 (p. 18) を参照してください。

アカウント設定によっては、Macie は S3 バケットの自動機密データ検出の実行も開始します。Macie 
は、バケット内の代表的な S3 オブジェクトを継続的に識別、選択、分析し始め、オブジェクトに機密
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データがないかを検査します。分析が進むにつれて、通常、アカウントで Macie を有効にしてから 48 時
間以内に、Macie から確認できる統計やその他の結果が表示されます。アカウントの機密データの自動検
出設定を構成することで、分析をカスタマイズできます。詳細については、自動化、機密データ検出が機
能する仕組み (p. 93) を参照してください。

集約された統計を確認するには、コンソールのナビゲーションペインで [概要] を選択します。インベント
リ内の個の S3 バケットの詳細については、ナビゲーションペインで [S3 バケット] を選択します。次に、
バケットの詳細を表示するには、バケットを選択します。詳細パネルには、バケットのデータのセキュリ
ティ、プライバシー、機密に関する洞察を提供する統計およびその他の情報が表示されます。これらの詳
細については、「S3 バケットインベントリを確認する (p. 29)」を参照してください。

ステップ 2: 機密データの検出結果のリポジトリを
設定する

Amazon Macie では、S3 バケット内の機密データを検出できます。機密データ検出ジョブは、S3 バケッ
ト内のオブジェクトを分析して、オブジェクトに機密データが含まれているかどうかを判断するために作
成されるジョブです。

Macie は S3 オブジェクトごとにレコードを作成し、機密データ検出ジョブを実行するか、機密データの
自動検出を実行します。これらの記録は機密データ検出結果と呼ばれ、個々のオブジェクトの分析に関
する詳細を記録します。Macie は、エラーや問題が原因で分析できないオブジェクトの機密データ検出結
果も作成します。機密データ検出結果により、データのプライバシーと保護の監査や調査に役立つ分析レ
コードが提供されます。

Macie は機密データの検出結果を 90 日間だけ保存します。結果にアクセスし、それらの長期保存と保持
を有効化するには、結果を S3 バケットに保存するように Macie を設定します。これは Macie を有効化し
てから 30 日以内に行う必要があります。この後、バケットは、機密データの検出結果のすべての最終的
で長期的なリポジトリとして機能します。

このリポジトリを設定する方法については、「」を参照してください機密データ検出結果の保存と保
持 (p. 171)。

ステップ 3: サンプル調査結果を調べる
Amazon Macie では、調査結果とは、Macie が S3 バケットについて検出した潜在的なポリシー違反の詳
細なレポートです。Macie は、2 つのカテゴリの調査結果を提供します: [policy findings] (ポリシーの調査
結果) と[sensitive data findings] (機密データの調査結果)。Macie は、バケットとバケットのオブジェクト
のセキュリティまたはプライバシーを低下させる方法でバケットのポリシーまたは設定が変更されたとき
にポリシーの調査結果を作成します。Macie は S3 オブジェクト内の機密データを検出するときに、機密
データの調査結果を作成します。各カテゴリには、複数のタイプの調査結果があります。

Macie が提供するさまざまなカテゴリとタイプの調査結果を探索して学ぶために、必要に応じてサンプ
ル調査結果を作成して確認します。調査結果サンプルでは、データ例とプレースホルダー値を使用し
て、Macie がそれぞれのタイプの調査結果に含める可能性があるさまざまな種類の情報が示されます。サ
ンプル調査結果を作成して確認するには、以下のステップに従います。

サンプル調査結果を作成して確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Sample findings] で、[Generate sample findings] を選択します。Macie がサポートする調査結果のタ

イプごとに 1 つのサンプル調査結果を Macie が生成します。
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4. ナビゲーションペインで [Findings] (結果) を選択します。調査結果ページには、現在のアカウントの
調査結果が表示されますAWS リージョン。これには、前のステップで作成したサンプル調査結果も含
まれます。

5. [Findings] (調査結果) ページで、タイプが [SAMPLE] で始まる調査結果を見つけます。
6. 特定のサンプル調査結果の詳細を確認するには、調査結果のチェックボックス以外のフィールドを選

択します。詳細パネルに、結果の詳細が表示されます。

各タイプの調査結果の詳細については、「「「」を参照してください調査結果のタイプ (p. 185)。サ
ンプル調査結果の作成と確認の詳細については、「「「」を参照してくださいサンプル調査結果の使
用 (p. 188)。

ステップ 4: 機密データを検出するジョブを作成す
る

S3 バケット内の機密データを検出してレポートするには、機密データ検出ジョブを実行します。機密デー
タ検出ジョブは、S3 バケット内のオブジェクトを分析して、オブジェクトに機密データが含まれているか
どうかを判断するために作成されるジョブです。機密データの自動検出とは異なり、分析の幅と深さを定
義します。また、ジョブを 1 回実行するか、定期的に実行するか、その頻度を指定します。

デフォルト設定を使用するジョブを作成し、それを作成した直後に 1 回実行するには、次のステップに
従います。定期的に実行されるジョブまたはカスタム設定を使用するジョブを作成する方法については、
「機密データ検出ジョブの作成 (p. 136)」を参照してください。

機密データ検出ジョブを作成するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。
3. Create job (ジョブの作成) を選択します。
4. [Choose S3 buckets] (S3 バケットを選択する) ステップでは、[Select specific buckets] (特定のバケッ

トを選択する) を選択します。Macie は、現在の内の内の内の内の内の内の内の S3 バケットの完全な
インベントリを表示しますAWS リージョン。

5. ジョブで分析する各 S3 バケットのチェックボックスをオンにします。

Tip

特定のバケットをより簡単に検索するには、テーブルの上にあるフィルターバーにフィル
ター基準を入力します。テーブルで列見出しを選択して、インベントリを並べ替えることも
できます。

6. バケットの選択が終了したら、[Next] (次へ) を選択します。
7. [Review S3 buckets] (S3 バケットを確認する) ステップで、バケットの選択を確認して検証します。

続いて、[Next] (次へ) を選択します。
8. [Refine the scope] (範囲を絞り込む) ステップで、[One-time job] (1 回限りのジョブ) を選択し、次に

[Next] (次へ) を選択します。
9. [Select managed data identifiers] (マネージドデータ識別子を選択する) ステップで、[All] (すべて) を

選択し、次に [Next] (次へ) を選択します。Macie がマネージドデータ識別子で検出できる機密データ
のタイプの詳細については、「」を参照してくださいマネージドデータ識別子の使用 (p. 49)。

10. [Select custom data identifiers] (カスタムデータ識別子を選択する) ステップで、[Next] (次へ) を選択
します。

11. 許可リストを選択する手順では、[次へ] を選択します。
12. 一般設定を入力するステップでは、ジョブの名前を入力し、オプションで説明を入力します。続い

て、[Next] (次へ) を選択します。
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ステップ 5: 調査結果を確認する

13. [Review and create] (確認して作成する) ステップでは、ジョブの構成設定を確認し、それらが正しい
ことを検証します。ジョブを実行した場合の合計推定コスト (米ドル単位) も確認できます。この見積
もりの詳細については、「機密データ検出ジョブのコスト予測 (p. 163)」を参照してください。

14. ジョブの設定の確認と検証が終了したら、[Submit] (送信) を選択します。

Macie は直ちにジョブの実行を開始します。ジョブをモニタリングする方法については、機密データ検出
ジョブのステータスの確認「 (p. 159)」を参照してください。

ステップ 5: 調査結果を確認する
Amazon Macie は S3 バケットのセキュリティとアクセスコントロールを自動的にモニタリングし、バ
ケットのセキュリティまたはプライバシーに関する潜在的な問題をレポートするポリシーの調査結果を作
成します。機密データ検出ジョブを作成して実行するか、機密データの自動検出を実行するように Macie 
を設定すると、Macie は S3 オブジェクトで検出した機密データをレポートする機密データの調査結果も
作成します。の詳細については、「「「調査結果を分析する (p. 184)。

調査結果を確認するには、以下のステップを実行します。

調査結果を確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Findings] (調査結果) を選択します。調査結果ページには、現在のアカウン

トの調査結果が表示されますAWS リージョン。
3. (オプション) 特定の基準で調査結果をフィルタリングするには、テーブルの上にあるフィルターバー

に基準を入力します。フィルターの詳細については、「調査結果のフィルタリング (p. 194)」を参照
してください。

4. 特定の調査結果の詳細を確認するには、調査結果のチェックボックス以外のフィールドを選択しま
す。詳細パネルに、結果の詳細が表示されます。

結果をグループ化およびフィルタリングする方法など、詳細については、を参照してください調査結果を
確認する (p. 191)。
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アカウント

Amazon Macie の概念と用語
Amazon Macie では、AWS共通の概念と用語を基に、これらの追加用語を使用しています。

アカウント
AWSリソースとAWS アカウント、それらのリソースにアクセスできる ID を含む標準。

Macie を使用するには、AWSAWS アカウントログイン情報を使用してにログインし、Macie を使いたい
地域を選択し、AWS アカウントそのリージョンで Macie を有効にします。AWS リージョン詳細について
は、「Amazon Macie の開始方法 (p. 6)」を参照してください。

Macie には次の 3 種類のアカウントがあります。

• 管理者アカウント — このタイプのアカウントは、組織の Macie アカウントを管理します。組織は、相
互に関連付けられ、特定の関連するアカウントのグループとして集中管理されるMacieAWS リージョン 
アカウントのセットです。

• メンバーアカウント — このタイプのアカウントは、組織の Macie 管理者アカウントに関連付けられ、
管理されます。

• スタンドアロンアカウント — このタイプのアカウントは、管理者アカウントでもメンバーアカウントで
もありません。組織の一部ではありません。

Macie アカウントを組織に追加するには、Macie を統合する方法と、Macie メンバーシップの招待状を
送信して承認する方法の 2 つがあります。AWS Organizations詳細については、「複数のアカウントの管
理 (p. 291)」を参照してください。

管理者アカウント
Macie では、組織の Macie アカウントを管理するアカウントです。組織は、相互に関連付けられ、特定の
関連するアカウントのグループとして集中管理されるMacieAWS リージョン アカウントのセットです。

Macie 管理者アカウントのユーザーは、組織内のすべてのアカウントのAmazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) のインベントリデータ、ポリシーの結果 (p. 14)、組織内のすべてのアカウントの特定の 
Macie 設定とリソースにアクセスできます。また、機密データの自動検出を実行し (p. 11)、機密データ
検出ジョブを実行し (p. 14)、アカウントが所有する S3 バケット内の機密データを検出できます。アカ
ウントを管理者アカウントとして指定する方法によっては、組織内の他のアカウントに対して追加のタス
クを実行できる場合もあります。

詳細については、「複数のアカウントの管理 (p. 291)」を参照してください。

許可リスト
Macie では、許可リストにより、Macie が S3 オブジェクトに機密データがないかS3 オブジェクトを検査
する際に無視するテキストまたはテキストパターンを指定します。

Macie では、無視するテキストパターンを定義する正規表現 (regex) の 2 タイプの許可リストを作成でき
ます。1 つは、無視するテキストパターンを定義する正規表現 (regex) です。許可リストのエントリまたは
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機密データの自動検出

パターンと一致するテキストが含まれている場合、テキストが管理データ識別子またはカスタムデータ識
別子の基準に一致していても (p. 12)、Macie は機密データ結果または統計結果のテキストを報告しませ
ん (p. 13) (p. 14)。

詳細については、「許可リストによる機密データ例外の定義 (p. 73)」を参照してください。

機密データの自動検出
Macie が継続的に実行する一連の自動分析アクティビティで、S3 バケットから代表的なオブジェクトを特
定して選択し、選択したオブジェクトに機密データがないかを検査します。

分析が進むと、Macie は検出された機密データ (機密データの調査結果 (p. 14)) と実行された分析 (機密
データの検出結果 (p. 14)) の記録を作成します。Macie は、Amazon S3 データについて提供する統計や
その他の情報も更新します。

詳細については、「機密データ検出結果の自動実行 (p. 92)」を参照してください。

AWS Security Finding 形式
公開または生成される調査結果の内容の標準化された (p. 12) JSON 形式AWS Security Hub。ASFF に
は、セキュリティ問題のソース、影響を受けるリソース、および結果のステータスに関する詳細が含まれ
ます。

ASFF については、AWS Security Hubユーザーガイドの「AWSセキュリティ検出形式 (ASFF)」を参
照してください。Macie 調査結果を Security Hub に公開する方法については、「」を参照してくださ
いAmazon Macie の AWS Security Hub との統合 (p. 270)。

分類可能なバイト数またはサイズ
Macie が提供する S3 バケット統計には、S3 バケット内のすべての分類可能なオブジェクトの合計スト
レージサイズが表示されます (p. 11)。

バケットでバージョニングが有効化されている場合、この値は、バケット内の分類可能な各オブジェクト
の最新バージョンのストレージサイズに基づきます。オブジェクトが圧縮ファイルの場合、この値はファ
イルを解凍後のファイルのコンテンツの実際のサイズを反映しません。

詳細については、S3 バケットインベントリを確認する (p. 29)およびAmazon S3 のセキュリティ体制を
評価する (p. 22)を参照してください。

分類可能なオブジェクト
Macie が分析して機密データを検出できる S3 オブジェクト。

S3 バケットの統計情報を計算する際、Macie はオブジェクトのストレージクラスとファイル名拡張子に基
づいてオブジェクトを分類できると判断します。オブジェクトは、サポートされている Amazon S3 スト
レージクラスを使用し、サポートされているファイルまたはストレージ形式のファイル名拡張子を持って
いる場合、オブジェクトは分類できます。

詳細については、S3 バケットインベントリを確認する (p. 29)およびAmazon S3 のセキュリティ体制を
評価する (p. 22)を参照してください。
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機密データを検出する場合、Macie はオブジェクトのストレージクラス、ファイル名拡張子、およびコ
ンテンツに基づいてオブジェクトを分類できると判断します。オブジェクトは、サポートされている 
Amazon S3 ストレージクラスを使用し、サポートされているファイルまたはストレージ形式のファイル名
拡張子を持ち、Macie がオブジェクトからデータを抽出および分析できることを確認した場合に分類でき
ます。

詳細については、機密データの検出 (p. 48)およびコストの予測とモニタリング (p. 332)を参照してく
ださい。

カスタムデータ識別子
機密データを検出するために定義する一連の条件です。

基準は、一致するテキストパターン、オプションで文字シーケンス、結果を絞り込む近接ルールを定義す
る正規表現 (regex) から構成されています。文字シーケンスは次のようになります。

• 正規表現に一致するテキストに近接している必要がある単語またはフレーズであるキーワード、または
• 単語を無視は、結果から除外する単語またはフレーズです。

検出基準に加えて、カスタムデータ識別子が生成する機密データの結果のカスタム重要度設定を定義でき
ます (p. 14)。

詳細については、「カスタムデータ識別子の構築 (p. 67)」を参照してください。

フィルタール
Amazon Macie コンソールで結果を分析するために作成して保存する (p. 12)、属性ベースのフィルタ条
件のセット。フィルタールは、特定の種類の機密データを報告する重要度が高い調査結果など、特定の特
性を持つ調査結果の一貫した分析を実行するのに役立ちます。

詳細については、「調査結果のフィルタールールの作成と管理 (p. 206)」を参照してください。

検出結果
Macie が S3 オブジェクトで見つけた機密データの詳細なレポート。S3 バケットのセキュリティまたはプ
ライバシーに関する潜在的な問題です。各調査結果では、重要度評価、影響を受けたリソースに関する情
報、Macie がデータまたは問題を見つけたタイミングなどの詳細が含まれます。

Macie は 2 つのカテゴリの検出結果を生成します。1 つは Macie が S3 オブジェクトで検出した機密デー
タに関する結果で、もう 1 つは Macie が S3 バケットのセキュリティとアクセス制御の設定で検出した潜
在的な問題に関するポリシー結果です (p. 14)。 (p. 14)各カテゴリには、特定の種類の調査結果があ
ります。

詳細については、「Amazon Macie の調査結果のタイプ (p. 185)」を参照してください。

イベントを検索する
機密データの調査結果またはポリシー結果の詳細を含む (p. 14) (p. 14) Amazon EventBridge イベン
ト。
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Macie は、 EventBridge機密データの調査結果とポリシー結果をイベントとして Amazon に自動的に公開
します。各イベントは、 EventBridge AWSイベントのスキーマに準拠する JSON オブジェクトです。これ
らのイベントを使用して、他のアプリケーション、サービス、およびシステムを使用して、調査結果をモ
ニタリング、処理し、それに対してアクションを取ることができます。

詳細については、Amazon Macie のとの統合 EventBridge (p. 266)およびAmazon Macie の調査結果の 
Amazon EventBridge イベントスキーマ (p. 282)を参照してください。

ジョブ
機密データ検出ジョブを参照してください (p. 14)。

管理データ識別子
特定の種類の機密データを検出するために設計された、組み込みの基準と技法のセット。機密データの例
としては、特定の国や地域のクレジットカード番号、AWSシークレットアクセスキー、パスポート番号
などがあります。これらの識別子は、多くの国や地域の機密データタイプの大規模なリストを検出できま
す。

詳細については、「マネージドデータ識別子の使用 (p. 49)」を参照してください。

メンバーアカウント
組織の指定された Macie 管理者アカウントによって管理される Macie アカウント (p. 10)。組織は、相
互に関連付けられ、特定の関連するアカウントのグループとして集中管理されるMacieAWS リージョン ア
カウントのセットです。

アカウントがメンバーアカウントになるには、Macie をアカウントの組織と統合する方法と、Macie メン
バーシップの招待を受け入れる方法の 2 つがあります。AWS Organizations

メンバーアカウントをお持ちの場合、Macie 管理者は Amazon S3 のインベントリデータ、ポリシーの結
果 (p. 14)、アカウントの特定の Macie 設定とリソースにアクセスできます。管理者は、機密データの
自動検出を実行し (p. 11)、機密データ検出ジョブを実行し (p. 14)、S3 バケット内の機密データを検
出することもできます。また、アカウントがメンバーアカウントになった経緯によっては、アカウントに
対して追加のタスクを実行できる場合もあります。

詳細については、「複数のアカウントの管理 (p. 291)」を参照してください。

組織
相互に関連付けられ、特定の関連するアカウントのグループとして集中管理されるMacieAWS リージョン 
アカウントのセットです。

各組織は、指定 Macie 管理者アカウントと (p. 10) 1 つ以上の関連付けられたメンバーアカウント
で構成されています (p. 13)。管理者アカウントは、メンバーアカウントの特定の Macie 設定、デー
タ、およびリソースにアクセスできます。組織を作成するには、Macie と統合する方法と MacieAWS 
Organizations でメンバーシップ招待を送信して受け入れる方法の 2 つの方法があります。

詳細については、「複数のアカウントの管理 (p. 291)」を参照してください。
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ポリシーの結果は

ポリシーの結果は
S3 バケットのセキュリティとアクセス制御の設定に関する潜在的なポリシー違反の詳細なレポート。詳細
には、重要度評価、影響を受けたリソースに関する情報、およびMacie が問題を見つけたタイミングが含
まれます。

Macie は、バケットとバケットのオブジェクトのセキュリティまたはプライバシーを低下させる方法
で S3 バケットのポリシーまたは設定が変更されたときにポリシーの調査結果を生成します。Macie 
は、Amazon S3 データの継続的なモニタリングアクティビティの一部としてこれらの結果を生成しま
す。Macie はいくつかのタイプのポリシー結果を生成できます。

詳細については、Amazon Macie の調査結果のタイプ (p. 185)およびデータセキュリティとプライバシー
のモニタリング (p. 17)を参照してください。

サンプル調査結果の出現
データ例とプレースホルダー値を使用して、結果に含まれる可能性のある情報の種類を示す調査結果で
す。 (p. 12)

詳細については、「サンプル調査結果の使用 (p. 188)」を参照してください。

機密データの調査結果の出現
Macie が S3 オブジェクトで見つけた機密データの詳細なレポート。詳細には、重要度評価、影響を受け
たリソースに関する情報、Macie が検出した機密データのタイプと出現の数が含まれます。

Macie は、機密データ検出ジョブを実行したり、機密データの自動検出を実行する際に分析する 
S3 オブジェクト内の機密データを検出した場合に (p. 14)、機密データの調査結果を生成しま
す (p. 11)。Macie は、いくつかのタイプの機密データの調査結果を生成することができます。

詳細については、Amazon Macie の調査結果のタイプ (p. 185)および機密データの検出 (p. 48)を参照
してください。

機密データ検出ジョブ
ジョブとも呼ばれ、Macie が S3 オブジェクト内の機密データを検出して報告するために実行する一連の
自動処理および分析タスクです。ジョブを作成するときは、ジョブを実行する頻度を指定し、ジョブの分
析の範囲と性質を定義します。

ジョブが実行されると、Macie は検出された機密データの記録 (機密データの調査結果 (p. 14)) と実行
された分析 (機密データの検出結果 (p. 14)) のレコードを生成します。また、Macie はログデータを 
Amazon CloudWatch ログに公開しています。

詳細については、「機密データ検出ジョブの実行 (p. 127)」を参照してください。

機密データ検出結果
Macie が S3 オブジェクトに対して行った分析の詳細を記録して、オブジェクトに機密データが含まれて
いるかどうかを判断するレコード。Macie は、これらのレコードを生成して JSON Lines (.jsonl) ファイル
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に書き込みます。これにより、指定した S3 バケットに暗号化および格納されます。レコードは標準化さ
れたスキーマに準拠しています。

機密データ検出ジョブを実行するか (p. 14)、Macie が機密データの自動検出を実行する
と (p. 11)、Macie は分析範囲に含まれるオブジェクトごとに機密データ検出結果を作成します。これに
は、以下のものが含まれます：

• Macie が機密データを検出した結果、機密データの検出結果も生成されるオブジェクト (p. 14)。
• Macie が機密データを検出しないため、機密データの検出結果を生成しないオブジェクト。
• アクセス許可の設定や、サポートされていないファイルまたはストレージ形式の使用などのエラーまた

は問題により、Macie が分析できないオブジェクト。

詳細については、「機密データ検出結果の保存と保持 (p. 171)」を参照してください。

スタンドアロンアカウント
組織の管理者でもメンバーアカウントでもない (p. 13) Macie アカウント。アカウントは組織の一部で
はありません。

抑制された調査結果の出現
サプレッションルールによって自動的にアーカイブされた結果 (p. 15) (p. 12)。つまり、Macie が結
果を生成したときに検出結果が抑制ルールの基準に一致したため、Macie は結果のステータスを自動的に
アーカイブ済みに変更しました。

詳細については、「調査結果を抑制する (p. 251)」を参照してください。

抑制ルール
属性ベースのフィルター条件のセット。作成して保存すると、結果を自動的にアーカイブ (p. 12) (非表
示) できます。抑制ルールは、調査結果のクラスを確認した後、それらの調査結果を再度通知してほしく
ない場合に役立ちます。

抑制ルールを使用して調査結果を抑制する場合、Macie はルールの条件と一致する調査結果を生成し続け
ます。ただし、Macie は調査結果のステータスを自動的に [archived] (アーカイブ済み) に変更します。こ
れは、調査結果がデフォルトで Amazon Macie コンソールに表示されないため、Macie はそれらを他の
ユーザーに公開しないということですAWS のサービス。

詳細については、「調査結果を抑制する (p. 251)」を参照してください。

分類できないバイト数またはサイズ
Macie が提供する S3 バケット統計には、S3 バケット内のすべての分類できないオブジェクトの合計スト
レージサイズが表示されます (p. 16)。

バケットでバージョニングが有効化されている場合、この値は、バケット内の分類できない各オブジェ
クトの最新バージョンのストレージサイズに基づきます。オブジェクトが圧縮ファイルの場合、この値は
ファイルを解凍後のファイルのコンテンツの実際のサイズを反映しません。
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詳細については、S3 バケットインベントリを確認する (p. 29)およびAmazon S3 のセキュリティ体制を
評価する (p. 22)を参照してください。

分類できないオブジェクト
Macie が機密データを検出するために分析できない S3 オブジェクト。

S3 バケットの統計情報を計算する際、Macie はオブジェクトのストレージクラスとファイル名拡張子に基
づいてオブジェクトを分類できないと判断します。オブジェクトがサポートされている Amazon S3 スト
レージクラスを使用せず、サポートされているファイルまたはストレージ形式のファイル名拡張子を持っ
ていません。

詳細については、S3 バケットインベントリを確認する (p. 29)およびAmazon S3 のセキュリティ体制を
評価する (p. 22)を参照してください。

機密データを検出する場合、Macie はオブジェクトのストレージクラス、ファイル名拡張子、およびコ
ンテンツに基づいてオブジェクトを分類できないと判断します。オブジェクトは、サポートされている 
Amazon S3 ストレージクラスを使用せず、[supported file or storage file or storage file or storage format] 
(サポートされているファイルまたはストレージ形式) を使用せず、Macie がオブジェクトからデータを抽
出および分析できなかった場合に分類できません。たとえば、オブジェクトの形式が不正なファイルで
す。

詳細については、「機密データの検出 (p. 48)」および「コストの予測とモニタリング (p. 332)」を参
照してください。
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Amazon Macie によるデータセキュ
リティとプライバシーのモニタリン
グ

AWS アカウント で Amazon Macie を有効化したときに、Macie は、現在の AWS リージョン で Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) バケットの完全なインベントリを自動的に生成し、その維持を開
始します。また、Macie はバケットのセキュリティとアクセスコントロールの評価とモニタリングを開
始します。Macie が S3 バケットのセキュリティまたはプライバシーを低下させるイベントを検出した場
合、Macie は [policy findings] (p. 186) (ポリシーの調査結果) を作成して、必要に応じて確認および修正
を行います。

機密データの存在について S3 バケットを評価およびモニタリングするには、機密データ検出ジョブを作
成して実行します。機密データ検出ジョブでは、バケットオブジェクトのインクリメンタル分析を毎日、
毎週、または毎月ベースで実行できます。アカウント設定によっては、バケットの機密データを自動的に
検出するように Macie を設定することもできます。機密データの自動検出では、サンプリング技術を使
用して、バケット内の代表的なオブジェクトを継続的に識別、選択、分析します。Macie がS3 オブジェ
クト内の機密データを検出すると、Macie は [sensitive data finding] (機密データの調査結果 (p. 187)) を
作成して、Macie が見つけた機密データをユーザーに通知します。詳細については、「機密データの検
出 (p. 48)」を参照してください。

調査結果に加えて、Macie は Amazon S3 データのセキュリティとプライバシーを常に可視化します。
データのセキュリティ体制を評価し、どこでアクションを実行するかを判断するには、コンソールの
[Summary] (概要) ダッシュボードを使用できます。ダッシュボードには、Amazon S3 データの集約さ
れた統計のスナップショットが表示されます。統計には、パブリックアクセス可能である、または他
のと共有されているバケットの数など、主要なセキュリティメトリクスのデータが含まれますAWS ア
カウント。ダッシュボードには、アカウントの集約された調査結果データのグループ (たとえば、過去 
7 日間の最も多い調査結果を持つ 1～5 個のバケットの名前) も表示されます。各統計をドリルダウン
して、そのサポートデータを表示できます 統計をプログラムでクエリする場合は、Amazon Macie API
GetBucketStatisticsのオペレーションを使用できます。

より深い分析と評価のために、Macie はインベントリ内の個別の S3 バケットの詳細情報と統計も提供し
ます。これには、各バケットのパブリックアクセスと暗号化設定の内訳、およびバケット内の機密デー
タを検出するために Macie が分析できるオブジェクトのサイズと数が含まれます。インベントリは、バ
ケット内のオブジェクトを分析するために機密データ検出ジョブを設定したかどうか、またそうである場
合、それらのジョブの 1 つが最後に実行されたタイミングも示します。Amazon Macie コンソールまたは 
Amazon Macie API DescribeBucketsの操作を使用して、インベントリの参照、並べ替え、フィルタリング
を行えます。

ユーザーが組織の Macie 管理者である場合、メンバーアカウントが所有する S3 バケットに関する統計お
よびその他のデータにアクセスできます。また、Macie がバケットに対して作成したポリシーの調査結果
にアクセスし、バケットの機密データを検査することもできます。Macie 管理者は、Macie を使用して組
織の Amazon S3 データ資産の全体的なセキュリティ体制を評価およびモニタリングできます。詳細につ
いては、「複数のアカウントの管理 (p. 291)」を参照してください。

トピック
• Amazon Macie がAmazon S3 データセキュリティをモニタリングする方法 (p. 18)
• Amazon Macie で Amazon S3 のセキュリティ体制を評価する (p. 22)
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リティをモニタリングする方法

• Amazon Macie で Amazon S3 のセキュリティ体制を分析する (p. 28)
• Amazon Macie が S3 バケットおよびオブジェクトにアクセスすることを許可する (p. 44)

Amazon Macie がAmazon S3 データセキュリティ
をモニタリングする方法

AWS アカウント で Amazon Macie を有効化するときに、Macieは、現在のAWS Identity and Access 
Management内のアカウントで AWS リージョン (IAM) の [service-linked role] (p. 359) (サービスにリン
クされたロール) を作成します。このロールのアクセス許可ポリシーにより、Macie がユーザーに代わって
AWS他のリソースを呼び出しAWS のサービス、モニタリングすることを許可します。このロールを使用
することで、Macie はリージョン内の Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットの完全なイ
ンベントリを生成および維持し、また Macie はバケットのセキュリティとアクセスコントロールをモニタ
リングおよび評価します。

ユーザーが組織の Macie 管理者である場合、インベントリには、ユーザーのアカウントおよび組織内のメ
ンバーアカウントによって所有される S3 バケットに関する統計およびその他のデータが含まれます。こ
のデータを用いて、Macie を使用して Amazon S3 環境全体で組織のセキュリティ体制をモニタリングお
よび評価できます。詳細については、「複数のアカウントの管理 (p. 291)」を参照してください。

トピック
• 主要コンポーネント (p. 18)
• データの更新 (p. 20)
• 追加の考慮事項 (p. 21)

主要コンポーネント
Amazon Macie では、S3 バケットに関するデータを提供および維持し、セキュリティとアクセスコント
ロールについてバケットをモニタリングおよび評価するために、機能と手法の組み合わせを使用します。

メタデータの収集と統計の計算

バケットインベントリのメタデータと統計を生成および維持するために、Macie は Amazon S3 から
バケットとオブジェクトメタデータを直接取得します。バケットごとに、メタデータには次のものが
含まれます。
• バケットの名前、Amazon リソースネーム (ARN)、作成日、暗号化設定、タグ、およびバケットを

所有するのアカウント ID など、バケットに関する一般情報。AWS アカウント
• バケットに適用されるアカウントレベルのアクセス許可設定 (アカウントのブロックパブリックアク

セス設定など)
• バケットのブロックパブリックアクセス設定や、バケットポリシーまたはアクセスコントロールリ

スト (ACL) から派生する設定など、バケットのバケットレベルのアクセス許可設定。
• バケットデータが組織の一部ではない AWS アカウント にレプリケートされるか、それらと共有さ

れるかどうかなど、バケットの共有アクセスとレプリケーション設定。
• バケット内のオブジェクト数や、暗号化タイプ、ファイルタイプ、ストレージクラス別のオブジェ

クト数の内訳など、バケット内のオブジェクトのオブジェクト数と設定。

Macie は、この情報を直接ユーザーに提供します。また、Macie はこの情報を使用して統計を計算
し、バケットインベントリ全体およびインベントリ内の個別のバケットのセキュリティとプライバ
シーに関する評価を提供します。たとえば、インベントリ内の合計ストレージサイズとバケットの
数、それらのバケット内の合計ストレージサイズとオブジェクトの数、およびバケット内の機密デー
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タを検出するために Macie が分析できる合計のストレージサイズとオブジェクトの数を確認できま
す。

デフォルトでは、メタデータと統計には、マルチパートアップロードが不完全であるために存在する
すべてのオブジェクトパーツのデータが含まれます。特定のバケットのオブジェクトメタデータを手
動で更新すると、Macie はバケットとバケットインベントリ全体の統計を再計算し、再計算された値
からオブジェクトパーツのデータを除外します。Macie が次回 Amazon S3 からバケットとオブジェ
クトメタデータをおそらく取得すると、Macie はインベントリデータを更新し、オブジェクトパーツ
のデータを再度追加します。Macie がバケットとオブジェクトのメタデータを取得するタイミングに
ついては、を参照してくださいデータの更新 (p. 20)。

Macie はオブジェクトのパーツを分析して機密データを検出できないことに注意してくださ
い。Amazon S3 はまず、Macie が分析できるように、パーツを 1 つ以上のオブジェクトに組み立て
る必要があります。ライフサイクルルールを使用してパーツを自動的に削除する方法など、マルチ
パートアップロードとオブジェクトパーツの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユー
ザーガイドの「マルチパートアップロードを使用したオブジェクトのアップロードとコピー」を参
照してください。オブジェクトパーツを含むバケットを特定するには、Amazon S3 Storage Lens の
不完全なマルチパートアップロードメトリックスを参照できます。詳細については、Amazon Simple
Storage Service ユーザーガイドの「ストレージのアクティビティと使用状況の評価」を参照してくだ
さい。

バケットのセキュリティとプライバシーのモニタリング

インベントリ内のバケットレベルのデータの精度を確保するために、Macie は、Amazon S3 データで
発生する可能性のある特定の AWS CloudTrail イベントをモニタリングして分析します。関連するイ
ベントが発生すると、Macie は適切なインベントリデータを更新します。

たとえば、バケットのブロックパブリックアクセス設定を有効にすると、Macie はバケットのパブ
リックアクセス設定に関するすべてのデータを更新します。同様に、バケットのバケットポリシーを
追加または更新すると、Macie はポリシーを分析し、インベントリ内の関連データを更新します。

Macie は、 CloudTrail 次のイベントのデータをモニタリングおよび分析します。
• アカウントレベルのイベント —DeletePublicAccessBlock そして PutPublicAccessBlock
• バケットレベルのイベント —CreateBucket,, DeleteAccountPublicAccessBlock, 

DeleteBucket,DeleteBucketEncryption, DeleteBucketPolicy 
DeleteBucketPublicAccessBlock,DeleteBucketReplication, DeleteBucketTagging, 
PutAccountPublicAccessBlock,PutBucketAcl, PutBucketEncryption, 
PutBucketPolicyPutBucketPublicAccessBlock, PutBucketReplication, 
PutBucketTagging,,PutBucketVersioning

追加イベントのモニタリングを有効にしたり、 CloudTrail 前のイベントのモニタリングを無効にし
たりすることはできません。前のイベントの対応するオペレーションの詳細については、「Amazon 
Simple Storage Service API リファレンス」を参照してください。

Tip

オブジェクトレベルのイベントをモニタリングするには、Amazon の Amazon S3 保護機能
を使用することをお勧めします GuardDuty。この機能は、オブジェクトレベルの Amazon 
S3 データイベントをモニタリングし、悪意のあるアクティビティや疑わしいアクティビ
ティについてそれらを分析します。詳細については、Amazon  GuardDuty ユーザーガイドの
「Amazon S3 保護」の「Amazon GuardDuty S3 保護」を参照してください。

バケットセキュリティとアクセスコントロールの評価

バケットレベルのセキュリティとアクセスコントロールを評価するために、Macie は自動化された論
理ベースの推論を使用して、バケットに適用されるリソースベースのポリシーを分析します。Macie 
は、バケットに適用されるアカウントレベルおよびバケットレベルのアクセス許可設定も分析しま
す。この分析では、アカウントとバケットに対するバケットポリシー、バケットレベル ACL、および
ブロックパブリックアクセス設定を考慮します。
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リソースベースのポリシーでは 、Macie はZelkova を使用します。Zelkova は、AWS Identity and 
Access Management (IAM) ポリシーを論理ステートメントに変換し、決定問題に対して汎用および
特殊な論理ソルバー (充足可能性モジュロ理論) のスイートを実行する自動推論エンジンです。Macie 
は、ポリシーが許可する動作のクラスの特徴を明確にするためのより具体的なクエリを使用し
て、Zelkova を繰り返しポリシーに適用します。Zelkova が使用するソルバーの性質の詳細について
は、「充足可能性モジュロ理論」を参照してください。

Important

バケットに対して前のタスクを実行するには、Macie はバケットへのアクセスを許可されている
必要があります。バケットのアクセス許可設定により、Macie がバケットまたはバケットのオブ
ジェクトのメタデータを取得するのを妨げるようにしている場合、Macie はバケットの名前や作
成日など、バケットに関する情報のサブセットのみを提供できます。Macie はバケットに対して
追加のタスクを実行できません。詳細については、「Macie が S3 バケットおよびオブジェクト
にアクセスすることを許可する (p. 44)」を参照してください。

データの更新
で Amazon Macie を有効化するときにAWS アカウント、Macie は、S3 バケットとオブジェクトのメタ
データを Amazon S3 から直接取得します。その後、Macie は、毎日の更新サイクルの一部として、バ
ケットとオブジェクトメタデータを直接 Amazon S3 から毎日自動的に取得します。

また、次のいずれかが発生したときに、Macie は Amazon S3 から直接バケットメタデータも取得しま
す。

•
インベントリデータを更新するには、Amazon Macie コンソールの [refresh] (更新) ( ) を選択しま
す。データは最短で 5 分ごとに更新できます。

• Amazon Macie API にプログラムで送信していて、前の 5DescribeBuckets 分以内にリクエストを送信し
ていません。DescribeBuckets

• Macie は関連する AWS CloudTrail イベントを検出しています。

特定のバケットの最新のオブジェクトメタデータを手動で更新することを選択した場合、Macie はその
データも取得できます。これは、バケットを最近作成したり、過去 24 時間にバケットのオブジェクトに
重要な変更を行った場合に役立ちます。バケットのオブジェクトメタデータを手動で更新するには、コ
ンソールの S3 バケットページのバケット詳細パネルのオブジェクト統計セクションで (p. 31) refresh 
( ) を選択します。この機能は、30,000 個以下のオブジェクトを含むバケットで使用できます。

Macie がバケットまたはオブジェクトメタデータを取得するたびに、Macie はインベントリ内の関連デー
タをすべて自動的に更新します。Macie がバケットのセキュリティやプライバシーに影響を与える違い
を検出すると、Macie は直ちに変更の評価と分析を開始します。分析が完了すると、Macie はインベン
トリ内の関連データを更新します。違いによってバケットのセキュリティやプライバシーが低下した場
合、Macie は適切な [policy findings] (p. 186) (ポリシーの調査結果) を作成して、必要に応じて確認およ
び修正を行います。

Macie がアカウントのバケットまたはオブジェクトのメタデータを最後に取得した日時を確認するには、
コンソールの [最終更新日] フィールドを参照してください。このフィールドは、概要ダッシュボードと S3 
バケットページ、および S3 バケットページのバケット詳細パネルに表示されます (p. 31)。(Amazon 
Macie API を使用してインベントリデータをクエリする場合、lastUpdated フィールドに、この情報
が表示されます。) ユーザーが組織の Macie 管理者である場合、[Last updated] (最終更新) フィールドに
は、Macie が組織内のアカウントのデータを取得した最も早い日時が示されます。

まれに、特定の条件下で、レイテンシーやその他の問題により、Macie がバケットとオブジェクトメタ
データを取得するのを妨げることがあります。また、バケットインベントリへの変更または個別のバケッ
トのアクセス許可設定とポリシーについて Macie が受け取る通知を遅らせる可能性があります。たとえ
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ば、 CloudTrail イベントで配信の問題が発生すると、遅延が発生すると、遅延が発生する可能性がありま
す。このような場合、Macie は、次回 (24 時間以内) 毎日の更新を実行するときに、新しいデータと更新さ
れたデータを分析します。

追加の考慮事項
Amazon Macie を使用して Amazon S3 データのセキュリティ体制をモニタリングおよび評価する場合は、
次の点に注意してください。

• インベントリデータは、現在の AWS リージョン 内の S3 バケットにのみ適用されます。追加のリー
ジョンのデータにアクセスするには、追加の各リージョンで Macie を有効化して使用します。

• ユーザーが組織の Macie 管理者である場合は、現在のリージョンでそのアカウントで Macie が有効に
なっている場合にのみ、メンバーアカウントのインベントリデータにアクセスできます。

• バケットのアクセス許可設定により、Macie がバケットまたはバケットのオブジェクトに関する情報を
取得することを妨げた場合、Macie はバケットのデータのセキュリティとプライバシーを評価およびモ
ニタリングしたり、バケットに関する詳細情報を提供したりできません。　　 

この場合、バケットを特定しやすくするために、Macie は次の処理を行います。
• バケットインベントリに、Macie はバケットの警告アイコン ( ) を表示します。バケットの詳細で

は、Macie は以下のフィールドとデータのサブセットのみを表示します: バケットを所有する AWS ア
カウント のアカウント ID、バケットの名前、Amazon リソースネーム (ARN)、作成日、リージョン、
および毎日の更新サイクルの一部として Macie がバケットとオブジェクトメタデータの両方を最後
に取得した日時。Amazon Macie API を使用してインベントリデータをクエリする場合、Macie はバ
ケットのエラーコードとメッセージを提供し、バケットのほとんどのプロパティの値が null になりま
す。

• 概要ダッシュボードでは、バケットの「パブリックアクセス」、「暗号化」、「共有」の統計値が
「不明」になっています。(Amazon Macie API を使用して統計のクエリを行う場合、バケットはこれ
らの統計で unknown の値を持ちます。) さらに、Macie は、[Storage] (ストレージ) および [Objects]
(オブジェクト) 統計でのデータの計算時にそのバケットを除外します。

問題を調査するには、Amazon S3 内のバケットのポリシーとアクセス許可の設定を確認します。たと
えば、バケットには制限があるバケットポリシーが設定されている場合があります。詳細については、
「Macie が S3 バケットおよびオブジェクトにアクセスすることを許可する (p. 44)」を参照してくだ
さい。

• アクセス権とアクセス許可に関するデータは、アカウントレベルおよびバケットレベルの設定に限定さ
れます。バケット内の特定のオブジェクトへのアクセス権を判断するオブジェクトレベルの設定は反映
されません。たとえば、バケット内の特定のオブジェクトに対してパブリックアクセスが有効になって
いる場合、Macie はバケットまたはバケットのオブジェクトがパブリックアクセス可能であることをレ
ポートしません。

オブジェクトレベルのオペレーションをモニタリングし、潜在的なセキュリティリスクを特定するに
は、Amazon の Amazon S3 保護機能を使用することをお勧めします GuardDuty。この機能は、オブ
ジェクトレベルの Amazon S3 データイベントをモニタリングし、悪意のあるアクティビティや疑わし
いアクティビティについてそれらを分析します。詳細については、Amazon  GuardDuty ユーザーガイド
の「Amazon S3 保護」の「Amazon GuardDuty S3 保護」を参照してください。

• 特定のバケットのオブジェクトメタデータを手動で更新すると、Macie は、オブジェクトに適用される
暗号化統計で一時的に [Unknown] (不明) をレポートします。Macie が次回 (24 時間以内) 毎日のデータ
更新を実行するときに、Macie はオブジェクトの暗号化メタデータを再評価し、統計の定量データを再
度レポートします。

• 特定のバケットのオブジェクトメタデータを手動で更新すると、Macie は、マルチパートアップロー
ドが不完全なためにバケットに含まれるすべてのオブジェクトパーツのデータを一時的に除外しま
す。Macie が次回 (24 時間以内) 毎日のデータ更新を実行するときに、Macie はバケットのオブジェクト
の数とストレージサイズの値を再計算し、それらの計算にパーツのデータを含めます。

• まれに、Macie がバケットがパブリックアクセス可能かどうか、または共有されているかどうかを判断
できない場合や、新しいオブジェクトのサーバー側の暗号化が必要であるかどうかを判断できない場合
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があります。たとえば、一時的な問題により、Macie が必要なデータを取得して分析することを妨げる
可能性があります。あるいは、Macie は 1 つ以上のポリシーステートメントが外部エンティティへのア
クセスを許可するかどうかを完全には判断できない場合があります。これらのケースでは、Macie はイ
ンベントリ内の関連する統計とフィールドで [Unknown] (不明) をレポートします これらのケースを調査
するには、Amazon S3 内のバケットのポリシーとアクセス許可の設定を確認します。

また、アカウントで Macie を有効にした後にバケットのセキュリティまたはプライバシーが低下した場合
にのみ、Macie はポリシーの調査結果を生成することに注意してください。たとえば、Macie を有効にし
た後に、バケットのブロックパブリックアクセス設定をバケットで無効化するときに、Macie は [Policy: 
IAMUser/S3]BlockPublicAccessDisabled 調査結果をバケットで生成します。ただし、Macie を有効にし
てから、バケットのブロックパブリックアクセス設定がバケットで無効になった場合、Macie は [Policy: 
IAMUser/S3]BlockPublicAccessDisabled 調査結果をバケットで生成しません。

さらに、Macie がバケットのセキュリティとプライバシーを評価するときに、アクセスログを調べたり、
アカウントのユーザー、ロール、その他の関連する設定を分析したりすることはありません。代わり
に、Macie は、[potential] (潜在的な) セキュリティリスクを示す主要な設定についてデータを分析してレ
ポートします。たとえば、ポリシーの調査結果が、バケットがパブリックアクセス可能であることを示し
ている場合、それは必ずしも外部エンティティがバケットにアクセスしたことを意味するわけではありま
せん。同様に、ポリシーの調査結果が、バケットが組織外の AWS アカウント と共有されていることを
示している場合、Macie はこのアクセスが意図され、安全であるかどうかを判断しません。代わりに、こ
れらの調査結果は、外部エンティティがバケットのデータにアクセスできる可能性があることを示してお
り、意図しないセキュリティリスクになる可能性があります。

Amazon Macie で Amazon S3 のセキュリティ体制
を評価する

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) データの全体的なセキュリティ体制を評価し、どこでアク
ションを実行するかを判断するには、Amazon Macie コンソールの [Summary] (概要) ダッシュボードを使
用できます。

Summary (概要) ダッシュボードには、現在の AWS リージョン での Amazon S3 データの集約された統
計のスナップショットが表示されます。統計には、パブリックアクセス可能、または他のと共有されてい
るバケットの数など、主要なセキュリティメトリクスのデータが含まれますAWS アカウント。ダッシュ
ボードには、アカウントの集約された調査結果データのグループ (たとえば、過去 7 日間の出現の数が最
も多い調査結果のタイプ) も表示されます。ユーザーが組織の Macie 管理者である場合、ダッシュボード
には、自分のアカウントと組織内のメンバーアカウントの集約された統計とデータが表示されます。

詳細な分析を実行するために、ダッシュボード上の個別の項目のサポートデータをドリルダウンし
て確認できます。Amazon Macie コンソールを使用して S3 バケットインベントリを確認して分析す
る (p. 28)か、Amazon Macie API DescribeBucketsの操作を使用してインベントリデータをクエリして
分析することもできます。

トピック
• 概要ダッシュボードを表示する (p. 22)
• 概要ダッシュボードのコンポーネントを理解する (p. 23)
• 概要のコンポーネントを理解する (p. 26)

概要ダッシュボードを表示する
Amazon Macie コンソールで、Summary (概要) ダッシュボードには、現在の AWS リージョン での 
Amazon S3 データの集約された統計と調査結果データのスナップショットが表示されます。統計をプログ
ラムでクエリする場合は、Amazon Macie API GetBucketStatisticsのオペレーションを使用できます。
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概要を表示する

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Summary] (概要) を選択します。Macie は [Summary] (概要) ダッシュボード

を表示します。
3. Macie がアカウントのバケットまたはオブジェクトのメタデータをAmazon S3から最後に取得した日

時を確認するには、ダッシュボード上部の最終更新日フィールドを参照してください。詳細について
は、「データの更新 (p. 20)」を参照してください。

4. ダッシュボードのコンポーネントを理解する

ユーザーが組織の Macie 管理者である場合、ダッシュボードには、自分のアカウントと組織内のメンバー
アカウントの集約された統計とデータが表示されます。ダッシュボードをフィルタリングし、特定のアカ
ウントのデータのみを表示するには、ダッシュボードの上の [Account] (アカウント) ボックスにアカウン
ト ID を入力します。

概要ダッシュボードのコンポーネントを理解する
概要ダッシュボードでは、統計とデータがいくつかのセクションにまとめられています。ダッシュボード
には、Amazon S3 に保存するデータの量と、Amazon Macie が機密データを検出するために分析できる
データの量と、Amazon Macie が分析できるデータの量を示します。最終更新日時フィールドでは、Macie 
がアカウントの Amazon S3 バケットまたはオブジェクトのメタデータを最後に取得したタイミングを確
認することもできます。その他のセクションには、現在のでででの Amazon S3 データのセキュリティ、
プライバシー、および機密性を評価するのに役立つ、メトリクスと最近の調査結果データを提供します
AWS リージョン。

ストレージと機密データの発見

ダッシュボードには、Amazon S3 に保存するデータの量と、Macie が機密データを検出するために分
析できるデータの量と、Macie が分析できるデータの量を示します。例:

このセクションの内容:
• アカウント合計 — このフィールドは、組織の Macie 管理者であるか、スタンドアロンの Macie ア

カウントを持っている場合に表示されます。AWS アカウントバケットインベントリ内のそのバケッ
トの総数を示します。Macie 管理者の場合、これは組織で管理している Macie アカウントの総数で
す。スタンドアロンの Macie アカウントをお持ちの場合、この値は 1 です。

S3 バケットの合計 — このフィールドは、Macie アカウントが組織のメンバーである場合に表示さ
れます。オブジェクトを含まないバケットを含む、インベントリ内の S3 バケットの総数を示しま
す。

• ストレージ — これらのメトリックスは、バケットインベントリ内のオブジェクトのストレージサイ
ズに関する情報を提供します。
• [Classifiable] (分類可能) – バケット内で Macie が分析できるすべてのオブジェクトの合計スト

レージサイズ。
• [Total] (合計) — Macie が分析できないオブジェクトを含む、バケット内のすべてのオブジェクト

の合計ストレージサイズ。

いずれかのオブジェクトが圧縮ファイルである場合、これらの値は解凍後のファイルの実際のサ
イズを反映しません。いずれかのバケットでバージョニングが有効化されている場合、これらの値
は、それらのバケット内の各オブジェクトの最新バージョンのストレージサイズに基づきます。
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• オブジェクト — これらのメトリックは、バケットインベントリ内のオブジェクト数に関する情報を
提供します。
• Classifiable (分類可能) - バケット内で Macie が分析できるオブジェクトの合計数。
• [Total] (合計) — Macie が分析できないオブジェクトを含む、バケット内のオブジェクトの総数。

前の統計では、[classifiable] (分類可能) です。[classifiable] (分類可能) です。Macie を使用すると、オ
ブジェクト内の機密データを検出できます。詳細については、「サポートされるストレージクラスと
形式 (p. 181)」を参照してください。

ストレージとオブジェクトの統計には、Macie がアクセスを許可されていないバケット内のオブジェ
クトに関するデータは含まれていないことに注意してください。たとえば、制限のあるバケットポリ
シーが設定されているバケット内のオブジェクトなどです。このようなバケットを特定するには、S3
バケットテーブルを使用してバケットインベントリを確認できます (p. 29)。 バケットの名前の横
に表示される場合、Macie はバケットへのアクセスが許可されません。

データ感度

アカウントで機密データの自動検出が有効になっている場合は、[データ機密性] セクションが表示さ
れ、Macie がこれまでにアカウントまたは組織に対して行った自動機密データ検出アクティビティの
結果をキャプチャした統計が表示されます。例:

このセクションの統計の詳細については、「」を参照してください概要ダッシュボードでの集約デー
タ機密統計を確認する (p. 106)。

データセキュリティ

データセキュリティセクションには、Amazon S3 データの潜在的なセキュリティおよびプライバシー
リスクを示す統計を提供します。例:

このセクションの統計の詳細については、「」を参照してください概要のコンポーネントを理解す
る (p. 26)。

[Top S3 buckets] (トップの S3 バケット)

トップ S3 バケットには、過去 7 日間に、任意のタイプで最も多くの調査結果を生成した S3 バケッ
トを、最大 5 つのバケットについてリスト化します。また、Macie がバケットごとに作成した調査結
果の数も示します。例:
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過去 7 日間のバケットのすべての調査結果を表示し、オプションでドリルダウンするには、[Total 
findings] (合計調査結果) フィールドの値を選択します。バケットごとにグループ化された、すべての
バケットの現在の調査結果をすべて表示するには、[View all findings by bucket] (バケットごとにすべ
ての調査結果を表示) を選択します。

Macie が過去 7 日間に調査結果を作成しなかった場合、このセクションは空になります。または、過
去 7 日間に作成されたすべての結果が、抑制ルールによって非表示にされました (p. 251)。

[Top finding types] (トップの調査結果タイプ)

上位検索結果には、過去 7 日間に、最も多く検出された調査結果の種類を (p. 185)、最大 5 つの検
出タイプについてリスト化します。また、Macie がタイプごとに作成した調査結果の数も示します。
例:

過去 7 日間の特定のタイプのすべての調査結果を表示し、オプションでドリルダウンするには、[Total 
findings] (合計調査結果) フィールドの値を選択します。調査結果タイプごとにグループ化された、現
在の調査結果をすべて表示するには、[View all findings by type] (タイプごとにすべての調査結果を表
示) を選択します。
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Macie が過去 7 日間に調査結果を作成しなかった場合、このセクションは空になります。または、過
去 7 日間に作成されたすべての結果が、抑制ルールによって非表示にされました (p. 251)。

[Policy findings] (ポリシーの調査結果)

ポリシー結果セクションには、Macie が最近作成または更新したポリシー結果が (p. 186) 10 件も表
示されます。例:

特定の調査結果の詳細を表示するには、調査結果を選択します。

Macie が過去 7 日間にポリシーの調査結果を作成または更新しなかった場合、このセクションは空に
なります。または、過去 7 日間に作成または更新されたすべてのポリシー結果が、抑制ルールによっ
て非表示にされました (p. 251)。

概要のコンポーネントを理解する
概要ダッシュボードのデータセキュリティセクションには、現在の Amazon S3 データの潜在的なセキュ
リティおよびプライバシーリスクを特定して調査するのに役立つ統計が表示されますAWS リージョン。た
とえば、このデータを使用して、一般にアクセス可能な S3 バケットや他のバケットと共有されている S3 
バケットを特定できますAWS アカウント。

Macie アカウントが組織のメンバーである場合、このセクションでは、Amazon S3 に保存するデータの量
と、Macie が機密データを検出するために分析できるデータの量と (p. 23)、Macie が分析できるデータ
の量と、Macie が分析できるデータの量と、Macie が分析できるデータの量と、Macie が分析できるデー
タの量と、Macie が分析できるデータの量と、このセクションのコンポーネントを理解する

Macie アカウントのタイプに関係なく、以下のイメージで示すように、追加の統計を理解する

各地域の個別統計は以下の通りです。

Public access (パブリックアクセス)

これらの統計は、パブリックアクセス可能、または可能でない S3 バケットの数を示します。
• [Publicly accessible] (パブリックアクセス可能) — 一般ユーザーがバケットへの読み取りまたは書き

込みアクセス権を持つことを許可するバケットの数とパーセンテージ。
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• [Publicly world writable] (パブリックワールド書き込み可能) — 一般ユーザーがバケットへの書き込
みアクセス権を持つことを許可するバケットの数とパーセンテージ。

• [Publicly world readable] (パブリックワールド読み取り可能) — 一般ユーザーがバケットへの読み取
りアクセス権を持つことを許可するバケットの数とパーセンテージ。

• [Not publicly accessible] (パブリックアクセス可能でない) — 一般ユーザーがバケットへの読み取り
または書き込みアクセス権を持つことを許可しないバケットの数とパーセンテージ。

各パーセンテージを計算するために、Macie は該当するバケットの数をバケットインベントリ内のバ
ケットの総数で割ります。

このセクションの値を決定するために、Macie は各バケットのアカウントレベルとバケットレベルの
設定、アカウントのブロックパブリックアクセスの設定、バケットのブロックパブリックアクセス
の設定、バケットのブロックパブリックアクセスの設定、バケットのブロックパブリックアクセスの
設定、バケットのブロックパブリックアクセスの設定、バケットのブロックパブリックアクセスの設
定、バケットのバケットポリシー、およびバケットのアクセスコントロールリスト (ACL) の組み合
わせを分析します。これらの設定の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイ
ドの「Amazon S3 での Identity and access management」と「Amazon S3 ストレージへのパブリッ
クアクセスのブロック」を参照してください。

場合によっては、「パブリックアクセス」セクションに「不明」の値も表示されます。これらの
値が表示された場合、Macie は指定されたバケットの数とパーセンテージについて、パブリックア
クセス設定を評価できませんでした。たとえば、一時的な問題やバケットのアクセス許可設定によ
り、Macie は必要なデータの取得を妨げられました。あるいは、Macie は 1 つ以上のポリシーステー
トメントが外部エンティティのバケットへのアクセスを許可するかどうかを完全には判断できません
でした。

暗号化

これらの統計は、バケットに追加されたオブジェクトに特定の種類のサーバー側暗号化を適用するよ
うに設定されている S3 バケットの数を示しています。
• デフォルトで暗号化 — SSE-S3 — Amazon S3 マネージドキーで新しいオブジェクトを暗号化する

ようにデフォルトの暗号化設定が設定されているバケットの数と割合。これらのバケットでは、新
しいオブジェクトは SSE-S3 暗号化を使用して自動的に暗号化されます。

• デフォルトによる暗号化 — SSE-KMS — デフォルトの暗号化設定が、新しいオブジェクト（AWS 
マネージドキーまたはお客様が管理するキー）を暗号化するように設定されているバケットの数と
割合。AWS KMS keyこれらのバケットでは、新しいオブジェクトは SSE-KMS 暗号化を使用して自
動的に暗号化されます。

各パーセンテージを計算するために、Macie は該当するバケットの数をバケットインベントリ内のバ
ケットの総数で割ります。

このセクションの値を決定するために、Macie は各バケットのデフォルトの暗号化設定を分析しま
す。2023 1 月 5 日から、Amazon S3 は、バケットに追加されるオブジェクトの暗号化の基本レベル
として、Amazon S3 マネージドキー (SSE-S3) によるサーバー側の暗号化 (SSE-S3) を自動的に適用
します。オプションで、AWS KMS代わりに新しいオブジェクトをキー (SSE-KMS) で暗号化するよ
うにバケットのデフォルトの暗号化設定を構成できます。デフォルトの暗号化設定とオプションの詳
細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「S3 バケットのデフォルトのサー
バー側の暗号化動作の設定」を参照してください。

場合によっては、暗号化セクションに「不明」の値も表示されます。これらの値が表示された場
合、Macie は指定されたバケットの数とパーセンテージについて、デフォルトの暗号化設定を評価
できませんでした。たとえば、一時的な問題やバケットのアクセス許可設定により、Macie は必要な
データの取得を妨げられました。

シェアリング

このセクションでは、他のAWS アカウント Amazon CloudFront オリジンアクセスID (OAI) 
CloudFront またはオリジンアクセスコントロール (OAC) の数を示します。
• 外部共有 — CloudFront OAI、 CloudFront OAC、または同じ組織に所属していないアカウントの 1 

つ以上、または任意の組み合わせと共有されているバケットの数と割合。
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• 内部共有 — 同じ組織内の 1 つ以上のアカウントと共有されているバケットの数と割合。これらの
バケットは CloudFront OAI や OAC と共有されません。

• 未共有 — 他のアカウント、OAI、 CloudFront CloudFront OAC と共有されていないバケットの数と
割合。

各パーセンテージを計算するために、Macie は該当するバケットの数をバケットインベントリ内のバ
ケットの総数で割ります。

バケットが他のと共有されているかどうかを判断するためにAWS アカウント、Macie は各バケット
のポリシーと ACL を分析します。また、[organization] (組織) は、AWS Organizations を通じて、ま
たはMacie の招待によって、関連するアカウントのグループとして集中管理される Macie アカウン
トのセットとして定義されています。バケットを共有するための Amazon S3 オプションについて
は、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「Amazon S3 の ID とアクセス管理」を参照
してください。

バケットが OAI と CloudFront OAC のどちらと共有されているかを決定するために、Macie は
各バケットのポリシーを分析します。 CloudFront OAI または OAC を使用すると、ユーザーは 1 
CloudFront つ以上の指定されたディストリビューションを通じてバケットのオブジェクトにアク
セスできます。OAI と CloudFront OAC の詳細については、Amazon  CloudFront 開発者ガイド
の「Amazon S3 オリジンへのアクセスの制限」を参照してください。

場合によっては、「共有」セクションに「不明」の値も表示されます。これらの値が表示された場
合、Macie は他のアカウント、OAI、または CloudFront CloudFront OAC と共有されているかどうか
を判断できませんでした。たとえば、一時的な問題やバケットのアクセス許可設定により、Macie は
必要なデータの取得を妨げられました。あるいは、Macie はバケットのポリシーまたは ACL を評価で
きませんでした。

Amazon Macie で Amazon S3 のセキュリティ体制
を分析する

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) データの詳細な分析の実行とセキュリティ体制の評価に役
立つように、Macieを使用する各 AWS リージョン で、Amazon Macie は S3 バケットの完全なインベント
リを維持しています。Macie がこのインベントリを維持する方法については、「Macie が Amazon S3 デー
タセキュリティをモニタリングする方法 (p. 18)」を参照してください。ユーザーが組織の Macie 管理
者である場合、インベントリには、メンバーアカウントによって所有されている S3 バケットのデータが
含まれます。

このインベントリを使用すると、Amazon S3 のデータ資産を確認し、個別の S3 バケットに適用される主
要なセキュリティ設定とメトリクスの詳細と統計を調べることができます。たとえば、各バケットのパブ
リックアクセスと暗号化設定の内訳、および各バケット内の機密データを検出するために Macie が分析で
きるオブジェクトのサイズと数にアクセスできます。機密データ検出ジョブがバケット内のオブジェクト
を分析するように設定されているかどうか、またそうである場合、それらのジョブの 1 つが最後に実行さ
れたタイミングも示します。アカウントで機密データの自動検出が有効になっている場合は、インベント
リを使用して、Macie がこれまでにアカウントまたは組織に対して行った自動機密データ検出アクティビ
ティの結果を確認することもできます。詳細については、「機密データの検出 (p. 48)」を参照してくだ
さい。

Amazon Macie コンソールの [S3 バケット] (S3 バケット) ページを使用して、インベントリデータを参照
およびフィルタリングできます。Amazon Macie API DescribeBucketsのオペレーションを使用して、イン
ベントリデータにプログラムでアクセスすることもできます。

トピック
• Amazon Macie で S3 バケットインベントリを確認する (p. 29)
• Amazon Macie で S3 バケットインベントリをフィルタリングする (p. 36)
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Amazon Macie で S3 バケットインベントリを確認す
る
Amazon Macie コンソールの S3 バケットページでは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) デー
タのセキュリティとプライバシーに関する詳細な洞察を提供しますAWS リージョン。このページでは、
現在のリージョンでの S3 バケットの完全なインベントリを確認および分析し、個別のバケットの詳細な
情報と統計を確認できます。ユーザーが組織の Macie 管理者である場合、インベントリには、組織のメン
バーアカウントによって所有されている S3 バケットの詳細と統計が含まれます。

S3 バケットページには、Macie がアカウントのバケットまたはオブジェクトのメタデータを最後に取得
したタイミングも示します。この情報は、ページの上部の [Last updated] (最終更新) フィールドにありま
す。ユーザーが組織の Macie 管理者である場合、このフィールドは Macie が組織内のアカウントのデータ
を取得した最も早い日時を示します。詳細については、「データの更新 (p. 20)」を参照してください。

ほとんどのインベントリデータは、Macie がアカウントに対してアクセスすることを許可されたバケッ
トに限定されることに注意してください。バケットのアクセス許可設定により、Macie がバケットまた
はバケットのオブジェクトに関する情報を取得するのを妨げるようにしている場合、Macie はバケット
に関する情報のサブセットのみを提供できます。これが特定のバケットに当てはまる場合、Macie はバ
ケットインベントリに警告アイコン ( ) とメッセージを表示します。バケットの詳細では、Macie は以下
のフィールドとデータのサブセットのみを表示します:バケットを所有するのアカウント ID、バケットの
名前、Amazon リソースネーム (ARN)、作成日、リージョン、および毎日の更新サイクルの一部として 
Macie がバケットとオブジェクトメタデータの両方を最後に取得したタイミングです。AWS アカウント問
題を調査するには、Amazon S3 内のバケットのポリシーとアクセス許可の設定を確認します。たとえば、
バケットには制限があるバケットポリシーが設定されている場合があります。詳細については、「Macie 
が S3 バケットおよびオブジェクトにアクセスすることを許可する (p. 44)」を参照してください。

インベントリデータにプログラムでアクセスしてクエリを行う場合は、Amazon Macie API
DescribeBucketsのオペレーションを使用できます。

トピック
• S3 バケットインベントリを確認する (p. 29)
• S3 バケットの詳細を確認する (p. 31)

S3 バケットインベントリを確認する
Amazon Macie コンソールの [S3 buckets] (S3 バケット) ページには、現在の AWS リージョン 内の S3 バ
ケットに関する情報が表示されます。このページでは、インベントリ内の各バケットの概要情報がテーブ
ルに表示されます。ビューをカスタマイズするには、テーブルを並べ替えてフィルタリングします。テー
ブルでバケットを選択すると、詳細パネルにバケットに関する追加情報が表示されます。これには、バ
ケットのデータのセキュリティとプライバシーに関する洞察を提供する設定とメトリクスの詳細と統計が
含まれます。必要に応じて、テーブルからデータをカンマ区切り値 (CSV) ファイルにエクスポートできま
す。

アカウントで機密データの自動検出が有効になっている場合は、インタラクティブなヒートマップを使用
してインベントリを確認することもできます。マップには、Amazon S3 データ資産全体のデータ機密性が
視覚的に表示されます。Macie がお客様のアカウントまたは組織に対して実行した自動化された機密デー
タ検出アクティビティの結果をキャプチャします。このマップの詳細については、「」を参照してくださ
いS3 バケットマップによるデータ機密性の視覚化 (p. 109)。

S3 バケットインベントリを確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[S3 buckets] (S3 バケット) を選択します。S3 バケットページには、バ

ケットインベントリが表示されます。
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ページにバケットインベントリのインタラクティブマップが表示される場合は、ページの上部にある 

table ( ) を選択します。次に、Macie はインベントリ内のバケット数とバケットのテーブルを表示
します。

3.
ページの上部で、必要に応じて、[refresh] (更新) ( ) を選択して、Amazon S3 から最新のバケッ
トメタデータを取得します。

情報アイコン ( ) がバケット名の横に表示された場合、これを行うことをお勧めします。このアイコ
ンは、Macie が [daily refresh cycle] (p. 20) (毎日の更新サイクル) の一部として Amazon S3 からバ
ケットとオブジェクトメタデータをおそらく最後に取得した後の過去 24 時間にバケットが作成され
たことを示します。

4. [S3 buckets] (S3 バケット) ページで、テーブルを使用して、インベントリ内の各バケットに関する情
報のサブセットを確認します。

• 感度 — バケットの現在の感度スコア。この列は、アカウントで機密データの自動検出が有効になっ
ている場合にのみ表示されます。Macie が定義する感度スコアの範囲については、を参照してくだ
さいS3 バケットの感度スコア (p. 120)。

• [Bucket] (バケット) — バケットの名前。
• [Account] (アカウント) — バケットを所有している AWS アカウント のアカウント ID。
• [Classifiable objects] (分類可能なオブジェクト) – バケット内の機密データを検出するために Macie 

が分析できるオブジェクトの総数。
• [Classifiable size] (分類可能なサイズ) – バケット内の機密データを検出するために Macie が分析で

きるすべてのオブジェクトの合計ストレージサイズ。

この値は、圧縮解除後の圧縮オブジェクトの実際のサイズを反映していないことに注意してくだ
さい。また、バケットでバージョニングが有効化されている場合、この値は、バケット内の各オブ
ジェクトの最新バージョンのストレージサイズに基づきます。

• ジョブ別の監視 — 毎日、毎週、毎月ベースでバケット内のオブジェクトを定期的に分析するように
設定されている機密データ検出ジョブがあるかどうか。

このフィールドの値が [Yes] (はい) の場合、バケットが定期的なジョブに明示的に含まれるか、バ
ケットが過去 24 時間以内の定期的なジョブの基準に一致したことになります。さらに、それらの
ジョブの少なくとも 1 つのステータスは [Cancelled] (キャンセル) されません。Macie は毎日ベース
でこのデータを更新します。

• 最新のジョブ実行 — バケット内のオブジェクトを分析するように 1 回限りまたは定期的に機密
データ検出ジョブが設定されている場合、このフィールドの値は、それらのジョブの 1 つが実行を
開始した最新の日付と時刻を示します。それ以外の場合、このフィールドは空です。

上記のデータでは、オブジェクトがサポートされている Amazon S3 ストレージクラスを使用し、
[supported file or storage format] (サポートされているファイルまたはストレージ形式) のファイル名
拡張子を持っています。Macie を使用して、オブジェクト内の機密データを検出できます。詳細につ
いては、「サポートされるストレージクラスと形式 (p. 181)」を参照してください。

5. テーブルを使用してインベントリを分析するには、次のいずれかの操作を行います。

• 特定のフィールドでテーブルを並べ替えるには、フィールドの列見出しをクリックします。並べ替
え順序を変更するには、列見出しをもう一度クリックします。

• テーブルをフィルタリングし、フィールドに対して特定の値を持つバケットのみを表示するには、
フィルターバーにカーソルを置き、フィールドでフィルター条件を追加します。結果をさらに絞り
込むには、追加のフィールドでフィルター条件を追加します。詳細については、「S3 バケットイン
ベントリをフィルタリングする (p. 36)」を参照してください。

6. 特定のバケットの詳細と統計を確認するには、テーブルでバケットの名前を選択し、詳細パネルを参
照します。
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Tip

バケットの詳細パネルでは、多くのフィールドをピボットしてドリルダウンできます。
フィールドに対して同じ値を持つバケットを表示するには、フィールドで  を選択しま
す。フィールドに対して他の値を持つバケットを表示するには、フィールドで  を選択し
ます。

7. (オプション) テーブルから CSV ファイルにデータをエクスポートするには、エクスポートする各行
のチェックボックスを選択するか、選択列の見出しにあるチェックボックスを選択してすべての行
を選択します。次に、ページの上部にある [CSV にエクスポート] を選択します。テーブルから最大 
50,000 行をエクスポートできます。

S3 バケットの詳細を確認する
Amazon Macie コンソールで、[S3 buckets] (S3 バケット) ページの詳細パネルを使用して、バケットイン
ベントリ内の個別の S3 バケットに関する統計およびその他の情報を確認できます。これには、バケット
のデータのセキュリティとプライバシーに関する洞察を提供する設定とメトリクスの詳細と統計が含まれ
ます。

たとえば、S3 バケットのパブリックアクセス設定の内訳を確認し、バケットがオブジェクトをレプリケー
トするか、他のと共有するかを判断できますAWS アカウント。また、機密データ検出ジョブがバケット内
の機密データを検査するように設定されているかどうかを判断することもできます。存在する場合は、最
後に実行されたジョブに関する詳細にアクセスし、必要に応じてジョブが生成した調査結果を表示できま
す。

アカウントで機密データの自動検出が有効になっている場合は、詳細パネルを使用して、機密データ検出
の統計や個々の S3 バケットに関するその他の情報を確認することもできます。パネルには、Macie がこ
れまでにバケットに対して行った自動化された機密データ検出アクティビティの結果が記録されます。こ
れらの詳細については、を参照してください個々の S3 バケットのデータ機密情報の確認 (p. 114)。

S3 バケットの詳細を確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[S3 buckets] (S3 バケット) を選択します。S3 バケットページには、バ

ケットインベントリが表示されます。
3.

ページの上部で、必要に応じて、[refresh] (更新) ( ) を選択して、Amazon S3 から最新のバケッ
トメタデータを取得します。

4. S3 バケットテーブルまたはマップで、詳細を確認したいバケットを選択します。詳細パネルには、バ
ケットに関する統計およびその他の情報が表示されます。

詳細パネルでは、バケットの統計と情報が次の主要なセクションに整理されています。

概要 (p. 31) | オブジェクト統計 (p. 32) | サーバー側の暗号化 (p. 34) | 機密データの検
出 (p. 34) | パブリックアクセス (p. 35) | レプリケーション (p. 35) | タグ (p. 35)

各セクションの情報を確認するときに、必要に応じて特定のフィールドをピボットしてドリルダウンで
きます。フィールドに対して同じ値を持つバケットを表示するには、フィールドで  を選択します。
フィールドに対して他の値を持つバケットを表示するには、フィールドで  を選択します。

概要
このセクションでは、バケットの名前、バケットの作成日時、バケットを所有する AWS アカウント のア
カウント ID など、バケットに関する一般的な情報を提供します。特筆すべきは、最終更新日フィールドに

31

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


Amazon Macie ユーザーガイド
S3 バケットインベントリを確認する

は、Macie がバケットまたはバケットのオブジェクトについて Amazon S3 からメタデータを最後に取得
した日時が表示されます。

共有アクセスフィールドは、バケットが別のバケットと共有されているかAWS アカウント、Amazon 
CloudFront オリジンアクセスアイデンティティ (OAI)、 CloudFront オリジンアクセスコントロール (OAC) 
と共有されているかを示します。

• 外部 — バケットは、 CloudFront OAI、 CloudFront OAC、または組織外の (一部ではない) アカウント
の 1 つ以上、または任意の組み合わせと共有されます。

• 内部 — バケットは、組織 (の一部) の内部にある 1 つ以上のアカウントと共有されます。 CloudFront 
OAI や OAC とは共有されません。

• 非共有 — バケットは別のアカウント、 CloudFront OAI、または CloudFront OAC と共有されません。
• [Unknown] (不明) — Macie はバケットの共有アクセス設定を評価できませんでした。

バケットが別のバケットと共有されているかどうかを判断するためにAWS アカウント、Macie はバケット
のポリシーとアクセスコントロールリスト (ACL) を分析します。分析はバケットレベルの設定に制限され
ます。バケット内の特定のオブジェクトを共有するためのオブジェクトレベルの設定は反映されません。
また、[organization] (組織) は、AWS Organizations を通じて、またはMacie の招待によって、関連するア
カウントのグループとして集中管理される Macie アカウントのセットとして定義されています。バケット
を共有するための Amazon S3 オプションの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガ
イドの「Amazon S3 での Identity and Access Management」を参照してください。

バケットが CloudFront OAI と OAC のどちらと共有されているかを判断するために、Macie はバケット
のポリシーを分析します。 CloudFront OAI または OAC を使用すると、ユーザーは 1 CloudFront つ以
上の指定されたディストリビューションを通じてバケットのオブジェクトにアクセスできます。OAI と 
CloudFront OAC の詳細については、Amazon  CloudFront 開発者ガイドの「Amazon S3 オリジンへのアク
セスの制限」を参照してください。

パネルの「概要」セクションには、「最新の自動検出実行」フィールドも含まれています。アカウントで
機密データの自動検出が有効になっている場合、このフィールドには、Macie がアカウントの自動検出を
実行しているときにバケット内のオブジェクトを最後に分析した日時が表示されます。アカウントで機密
データの自動検出が無効になっている場合は、このフィールドにダッシュ (—) が表示されます。

オブジェクト統計

このセクションではバケット内のオブジェクトに関する情報を提供し、それはバケット内のオブジェクト
の総数、それはバケット内のオブジェクトの総数、それはバケット内のオブジェクトに関する情報を提供
し、それはバケット内のオブジェクトの総数、それはバケット内のオブジェクトに関する情報を提供し、
それはバケット内のオブジェクトの総数、圧縮されたすべてのオブジェクト (.gz, .gzip, or .zip) このセク
ションの追加統計は、Macie がバケット内の機密データを検出するために分析できるデータの量を評価す
るのに役立ちます。

最近バケットを作成した場合、または過去 24 時間の間にバケットのオブジェクトに大きな変更を加えた
場合は、必要に応じて [refresh] (更新) ( ) を選択して、バケットのオブジェクトの最新のメタデータを取
得します。Macie は、これが当てはまるかどうかを判断するのに役立つように、情報アイコン ( ) を表示
します。更新オプションは、バケットに含まれるオブジェクトが 30,000 個以下の場合に使用できます。

このセクションの統計を確認する際は、以下の点に注意してください。

• バケットでバージョニングが有効化されている場合、サイズの値は、バケット内の各オブジェクトの最
新バージョンのストレージサイズに基づきます。

• バケットに圧縮オブジェクトが含まれる場合、サイズ値は解凍後のそれらのオブジェクトの実際のサイ
ズを反映していません。

• バケットのオブジェクトメタデータを更新すると、Macie は、オブジェクトに適用される暗号化統計で
一時的に [Unknown] (不明) をレポートします。Macie は、バケットとオブジェクトのメタデータを次回 
24 時間以内に更新するときに (p. 20)、これらの統計のデータを再評価して更新します。

32

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/s3-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-restricting-access-to-s3.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-restricting-access-to-s3.html


Amazon Macie ユーザーガイド
S3 バケットインベントリを確認する

• デフォルトでは、オブジェクト数とサイズの値には、不完全なマルチパートアップロードの結果として
バケットに含まれるすべてのオブジェクトパーツのデータが含まれます。バケットのオブジェクトメタ
データを更新すると、Macie は再計算された値からオブジェクトパーツのデータを除外します。Macie 
がバケットとオブジェクトのメタデータを次回 (24 時間以内に) 毎日更新すると、Macie はこれらの統計
値を再計算して更新し、オブジェクトパーツのデータを再び値に含めます。

Macie はオブジェクトパーツを解析して機密データを検出できないことに注意してください。Amazon 
S3 はまず、Macie が分析できるように、パーツを 1 つ以上のオブジェクトに組み立てる必要がありま
す。ライフサイクルルールを使用してパーツを自動的に削除する方法など、マルチパートアップロード
とオブジェクトパーツの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「マルチ
パートアップロードを使用したオブジェクトのアップロードとコピー」を参照してください。オブジェ
クトパーツを含むバケットを特定するには、Amazon S3 Storage Lens の不完全なマルチパートアップ
ロードメトリックスを参照できます。詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイ
ドの「ストレージのアクティビティと使用状況の評価」を参照してください。

オブジェクト統計は次のように構成されています。

[Classifiable objects] (分類可能なオブジェクト)

このセクションは、Macie が機密データを検出するために分析できるオブジェクトの総数と、それら
のオブジェクトの合計ストレージサイズを示します。これらのオブジェクトは、サポートされている 
Amazon S3 ストレージクラスを使用し、サポートされているファイルまたはストレージ形式のファイ
ル名拡張子を持っています。Macie を使用して、オブジェクト内の機密データを検出できます。詳細
については、「サポートされるストレージクラスと形式 (p. 181)」を参照してください。

[Unclassifiable objects] (分類可能ではないオブジェクト)

このセクションは、Macie が機密データを検出するために分析できないオブジェクトの総数と、それ
らのオブジェクトの合計ストレージサイズを示します。これらのオブジェクトは、サポートされてい
る Amazon S3 ストレージクラスを使用せず、[supported file or storage format] (サポートされている
ファイルまたはストレージ形式) のファイル名拡張子を持っていません。

[Unclassifiable objects: Storage class] (分類可能ではないオブジェクト: ストレージクラス)

このセクションでは、オブジェクトがサポートされている Amazon S3 ストレージクラスを使用しな
いため、Macie が分析できないオブジェクトの数とストレージサイズの内訳を示します。

[Unclassifiable objects: File type] (分類可能ではないオブジェクト: ファイルタイプ)

このセクションでは、オブジェクトがサポートされているファイルまたはストレージ形式のファイル
名拡張子を持っていないため、Macie が分析できないオブジェクトの数とストレージサイズの内訳を
示します。

[Objects by encryption type] (暗号化タイプ別のオブジェクト)

このセクションでは、Amazon S3 がサポートする各タイプの暗号化を使用するオブジェクトの数の内
訳を示します。
• [Customer managed] (カスタマーマネージド) — 顧客提供キーで暗号化されているオブジェクトの

数。これらのオブジェクトは SSE-C 暗号化を使用します。
• [SSE-KMS managed] (SSE-KMS マネージド) — AWS KMS key (AWS マネージド KMS キーまたは

カスタマーマネージド KMS キーのいずれか) で暗号化されているオブジェクトの数。これらのオブ
ジェクトは SSE-KMS 暗号化を使用します。

• [SSE-S3 managed] (SSE-S3 マネージド) — Amazon S3 マネージドキーで暗号化されているオブ
ジェクトの数。これらのオブジェクトは SSE-S3 暗号化を使用します。

• [No encryption] (暗号化なし) — 暗号化されていない、またはクライアント側の暗号化を使用す
るオブジェクトの数。(オブジェクトがクライアント側の暗号化を使用して暗号化されている場
合、Macie はそのオブジェクトの暗号化データにアクセスしてレポートできません)。

• [Unknown] (不明) — Macie が現在の暗号化メタデータを持たないオブジェクトの数。これは通
常、バケットのオブジェクトのメタデータを手動で更新することを最近選択した場合に発生しま
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す。Macie はバケットとオブジェクトメタデータの次回 (24 時間以内) の毎日の更新を実行するとき
に、暗号化統計を更新します。

サポートされている各暗号化タイプの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガ
イドの「暗号化を使用したデータの保護」を参照してください。

サーバー側の暗号化

このセクションでは、バケットのサーバー側の暗号化設定に関する洞察を提供します。

バケットポリシーの暗号化が必要かどうかは、バケットにオブジェクトが追加されるときに、バケットの
ポリシーでオブジェクトのサーバー側の暗号化が必要かどうかを示します。

• [No] (いいえ) — バケットにバケットポリシーがないか、バケットのポリシーでは新しいオブジェクトの
サーバー側の暗号化を必要としません。バケットポリシーが存在する場合、PutObjectリクエストに有効
なサーバー側の暗号化ヘッダーを含める必要はありません。

• はい — バケットのポリシーでは、新しいオブジェクトのサーバー側の暗号化が必要です。 PutObjectバ
ケットのリクエストには、有効なサーバー側の暗号化ヘッダーを含める必要があります。アクセス許可
がない場合、Amazon S3 はリクエストを拒否します。

• 不明 — Macie はバケットのポリシーを評価して、新しいオブジェクトのサーバー側の暗号化が必要かど
うかを判断できませんでした。

この評価では、有効なサーバー側の暗号化ヘッダーは、値がAES256 orx-amz-server-side-
encryption-customer-algorithm でaws:kms、値がですAES256。x-amz-server-side-
encryptionバケットポリシーを使用して新しいオブジェクトのサーバー側の暗号化を要求する方法の詳
細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「サーバー側の暗号化を使用したデー
タの保護」を参照してください。

デフォルトの暗号化フィールドは、バケットに追加されたオブジェクトにデフォルトでバケットが適用す
るようにバケットが設定されているサーバー側の暗号化のタイプを示します。

• [AES256] — バケットのデフォルトの暗号化設定は Amazon S3 マネージドキーを使用して新しいオブ
ジェクトを暗号化するように設定されています。新しいオブジェクトは SSE-S3 暗号化を使用して自動
的に暗号化されます。

• aws: kms — バケットのデフォルトの暗号化設定は、AWS マネージドキー新しいオブジェクトをキー
またはカスタマー管理キーで暗号化するように設定されています。AWS KMS key新しいオブジェ
クトは SSE-KMS 暗号化を使用して自動的に暗号化されます。[KMS key] (KMS キー) フィールドに
は、Amazon リソースネーム (ARN) または使用されたキーの一意の識別子 (キー ID) が表示されます。

• なし — バケットのデフォルトの暗号化設定では、新しいオブジェクトに対するサーバー側の暗号化動作
は指定されていません。

2023 年 1 月 5 日以降、Amazon S3 は Amazon S3 マネージドキー (SSE-S3) によるサーバー側の暗号
化、バケットに追加されるオブジェクトの暗号化の基本レベルとして、Amazon S3 マネージドキー (SSE-
S3) によるサーバー側の暗号化 (SSE-S3) を自動的に適用します。オプションで、AWS KMS代わりに新し
いオブジェクトをキー (SSE-KMS) で暗号化するようにバケットのデフォルトの暗号化設定を構成できま
す。デフォルトの暗号化設定とオプションの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザー
ガイドの「S3 バケットのデフォルトのサーバー側の暗号化動作の設定」を参照してください。

機密データ検出

このセクションでは、毎日、毎週、毎月ベースでバケット内のオブジェクトを定期的に分析するように機
密データ検出ジョブが設定されているかどうかを示します。[Actively monitored by job] (ジョブによって積
極的にモニタリングされている)フィールドの値が [Yes] (はい) の場合、バケットが定期的なジョブに明示
的に含まれるか、バケットが過去 24 時間以内の定期的なジョブの基準に一致したことになります。さら
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に、それらのジョブの少なくとも 1 つのステータスは [Cancelled] (キャンセル) されません。Macie は毎日
ベースでこのデータを更新します。

バケットを検査するように任意のタイプの機密データ検出ジョブ (定期的なジョブまたは 1 回限りのジョ
ブ) が設定されている場合、[Latest job] (最新のジョブ) フィールドには、最後に実行を開始したジョブの
一意の識別子が表示されます。[Latest job run] (最新のジョブ実行) フィールドは、そのジョブの実行が開
始されたタイミングを示します。

Tip

ジョブが生成した機密データの調査結果をすべて表示するには、[Latest job run] (最新のジョブ実
行) フィールドのリンクを選択します。表示されるジョブ詳細パネルで、パネルの上部の [Show 
results] (結果を表示する) を選択し、次に [Show findings] (調査結果を表示する) を選択します。

公開アクセス

このセクションは、バケットがパブリックアクセス可能かどうかを示します。また、これが当てはまるか
どうかを判断するさまざまなアカウントレベルおよびバケットレベルの設定の内訳を示します。[Effective 
permission] (有効なアクセス許可) フィールドは、次の設定の累積結果を示します。

• [Not public] (パブリックではない) – バケットはパブリックアクセス可能ではありません。
• [Public] (パブリック) – バケットはパブリックアクセス可能です。
• [Unknown] (不明) — Macie は、バケットのパブリックアクセス設定のすべては評価できませんでした。

このデータは、アカウントレベルおよびバケットレベルの設定に制限されることに注意してください。バ
ケット内の特定のオブジェクトへのパブリックアクセスを有効化するオブジェクトレベルの設定は反映さ
れません。

バケットおよびバケットデータへのパブリックアクセスを管理するための Amazon S3 設定の詳細に
ついては、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「Amazon S3 での Identity and Access 
Management」と「Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスのブロック」を参照してください。

レプリケーション

このセクションでは、[Replicated] (レプリケートされた) フィールドは、バケットが他の AWS アカウント 
によって所有されているバケットにオブジェクトをレプリケートするようにバケットが設定されているか
どうかを示します。バケットがこれを行うように設定されている場合、このセクションにはそれらのアカ
ウントのアカウント ID もリスト化されます。

[Replicated externally] (外部でレプリケートされた) フィールドは、バケットオブジェクトが組織の外部 
(一部ではない)AWS アカウント バケットにレプリケートされているかどうかを示します。[organization]
(組織) は、AWS Organizations を通じて、またはMacie の招待によって、関連するアカウントのグループ
として集中管理される Macie アカウントのセットです。

バケットオブジェクトをレプリケートするための Amazon S3 オプションと設定の詳細について
は、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「オブジェクトのレプリケーション」を参照して
ください。

タグ

タグがバケットに関連付けられている場合、このセクションがパネルに表示され、それらのタグがリスト
化されます。タグは、S3 バケットを含む、AWSリソースの特定のタイプを定義して割り当てることがで
きるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で構成されています。

バケットのタグ付けの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「コスト配分 
S3 バケットタグの使用」を参照してください。

35

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/s3-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/s3-access-control.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/access-control-block-public-access.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/replication.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/CostAllocTagging.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/CostAllocTagging.html


Amazon Macie ユーザーガイド
S3 バケットインベントリをフィルタリングする

Amazon Macie で S3 バケットインベントリをフィル
タリングする
特定の特性を持つバケットを特定し、それに焦点を絞るには、Amazon Macie コンソールで、および 
Amazon Macie API を使用してプログラムで送信するクエリで S3 バケットインベントリをフィルタリング
できます。フィルターを作成するときは、特定のバケット属性を使用して、ビューまたはクエリ結果から
バケットを含めるか除外するための基準を定義します。[bucket attribute] (バケット属性) は、バケットの特
定のメタデータを保存するフィールドです。

Macie では、フィルターは 1 つ以上の条件で構成されます。各条件は、[criterion] (基準) とも呼ばれ、3 つ
の部分で構成されています。

• [Bucket name] (バケット名)、[Tag key] (タグキー)、または [Defined in job] (ジョブで定義されている) な
どの、属性ベースのフィールド。

• 演算子 ([equals] や [not equals] など)。
• 1 つまたは複数の値。値のタイプと数は、選択するフィールドと演算子によって異なります。

フィルター条件の定義および適用方法は、Amazon Macie コンソールと Amazon Macie API のどちらを使
用するかによって異なります。

トピック
• Amazon Macie コンソールでインベントリをフィルタリングする (p. 36)
• Amazon Macie API を用いてインベントリをプログラムでフィルタリングする (p. 38)

Amazon Macie コンソールでインベントリをフィルタリングする
Amazon Macie コンソールを使用して S3 バケットインベントリをフィルタリングする場合、Macie は個別
の条件のフィールド、演算子、値を選択するのに役立つオプションを提供します。これらのオプションに
アクセスするには、次のイメージに示すように、[S3 buckets] (S3 バケット) ページのフィルターバーを使
用します。

フィルターバーにカーソルを置くと、Macie はフィルター条件で使用できるフィールドのリストを表示し
ます。フィールドは論理カテゴリ別に整理されています。たとえば、共通フィールドカテゴリには、S3 バ
ケットに関する一般情報を格納するフィールドが含まれます。パブリックアクセスカテゴリには、バケッ
トに適用できるさまざまなタイプのパブリックアクセス設定に関するデータを格納するフィールドが含ま
れます。フィールドは、各カテゴリ内でアルファベット順に並べ替えられます。

条件を追加するには、まずリストからフィールドを選択します。フィールドを見つけるには、完全なリス
トを参照するか、フィールド名の一部を入力してフィールドのリストを絞り込みます。

選択したフィールドに応じて、Macie は異なるオプションを表示します。オプションには、選択した
フィールドのタイプと性質が反映されます。たとえば、[共有アクセス可能である] フィールドを選択す
ると、Macie は選択する値のリストを表示します。バケット名フィールドを選択すると、Macie は S3 
バケットの名前を入力できるテキストボックスを表示します。どのフィールドを選択しても、Macie は
フィールドに必要な設定を含む条件を追加するステップを順を追ってガイドします。

条件を追加すると、次の図に示すように、Macie はその条件の基準を適用し、フィルターバーの下のフィ
ルターボックスに条件を追加します。
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この例では、パブリックアクセス可能なすべてのバケットが含まれ、他のすべてのバケットを除外する
ように条件が設定されています。[Effective permission] (有効なアクセス許可) フィールドの値 [equals]
[Public] (パブリック) の場合、バケットが返されます。

条件を追加すると、Macie はその基準を適用し、それらをフィルターバーの下に追加します。複数の条件
を追加する場合、Macie は AND ロジックを使用して条件を結合し、フィルター基準を評価します。つま
り、S3 バケットがフィルター条件に一致するのは、フィルター内のすべての条件に一致する場合に限られ
ます。フィルターバーの下のエリアをいつでも参照して、適用した基準を確認できます。

コンソールを使用してインベントリをフィルタリングするには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[S3 buckets] (S3 バケット) を選択します。S3 バケットページには、バ

ケットインベントリが表示されます。
3.

ページの上部で、必要に応じて、[refresh] (更新) ( ) を選択して、Amazon S3 から最新のバケッ
トメタデータを取得します。

4. フィルターバーにカーソルを置き、条件に使用するフィールドを選択します。
5. 次のヒントを念頭に置いて、フィールドに適切な値のタイプを選択または入力します。

[Dates, times, and time ranges] (日付、時刻、および時間範囲)

日付と時刻では、[From] および [To] ボックスを使用して、包括的な時間範囲を定義します。
• 固定時間範囲を定義するには、[From] および [To] ボックスを使用して、範囲内の最初の日時と

最後の日時をそれぞれ指定します。
• 特定の日時に開始し、現在の時刻で終了する相対時間範囲を定義するには、開始日時を [From]

ボックスに入力し、[To] ボックス内のテキストを削除します。
• 特定の日時に終了する相対時間範囲を定義するには、終了日時を [To] ボックスに入力

し、[From] ボックス内のテキストを削除します。

時間値は 24 時間表記を使用することに注意してください。日付ピッカーを使用して日付を選択
する場合は、テキストを[From] および [To] ボックスに直接入力して、値を絞り込むことができま
す。

[Number and numeric ranges] (数値および数値範囲)

数値では、[From] と [To] ボックスを使用して、包括的な数値範囲を定義する整数を入力します。
• 固定数値範囲を定義するには、[From] と [To] ボックスを使用して、範囲内の最小と最大の数値

をそれぞれ指定します。
• 1 つの特定の値に制限される固定数値範囲を定義するには、[From] と [To] 両方のボックスに値

を入力します。たとえば、15 個のオブジェクトを含む S3 バケットのみを含めるには、[From] 
と [To]15 ボックスに入力します。

• 特定の数値で始まる相対数値範囲を定義するには、[From] ボックスに数値を入力し、[To] ボッ
クスにテキストは入力しないでください。

• 特定の数値で終わる相対数値範囲を定義するには、[To] ボックスに数値を入力し、[From] ボッ
クスにテキストは入力しないでください。
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[Text (string) values] (テキスト (文字列) 値)

このタイプの値では、フィールドに完全で有効な値を入力します。値は大文字と小文字が区別さ
れます。

このタイプの値では、部分的な値またはワイルドカード文字を使用することはできないことに注
意してください。唯一の例外は [Bucket name] (バケット名) フィールドです。そのフィールドで
は、完全なバケット名の代わりにプレフィックスを指定できます。たとえば、名前が [my-S3] で
始まるすべての S3 バケットを見つけるには、[Bucket name] (バケット名) フィールドのフィル
ター値として my-S3 と入力します。My-s3 や my* などの他の値を入力した場合、Macie はバ
ケットを返しません。

6. フィールドの値の追加が終了したら、[Apply] (適用) を選択します。Macie はフィルター基準を適用
し、フィルターバーの下のフィルターボックスに条件を追加します。

7. 追加する追加の条件ごとに、ステップ 4～6 を繰り返します。
8. 条件を削除するには、条件のフィルターボックスの [X] を選択します。
9. 条件を変更するには、条件のフィルターボックスの [X] を選択して条件を削除します。次に、ステッ

プ 4～6 を繰り返して、正しい設定を持つ条件を追加します。

Amazon Macie API を用いてインベントリをプログラムでフィル
タリングする
S3 バケットインベントリをプログラムでフィルタリングするには、Amazon Macie DescribeBucketsAPIの
オペレーションを使用して送信するクエリでフィルター基準を指定します。このオペレーションは、オブ
ジェクトの配列を返します。各オブジェクトには、フィルター基準を満たすバケットに関する統計データ
およびその他の情報が含まれます。

クエリでフィルター基準を指定するには、リクエストにフィルター基準のマップを含めます。条件ごと
に、フィールド、演算子、およびフィールドの 1 つ以上の値を指定します。値のタイプと数は、選択する
フィールドと演算子によって異なります。条件で使用できるフィールド、演算子、および値のタイプにつ
いては、Amazon Macie API リファレンスの「Amazon S3 データソース」を参照してください。

次の例は、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して送信するクエリでフィルター基準を指定
する方法を示しています。現在のバージョンの別のAWSコマンドラインツールまたはAWS SDKを使用し
てこれを行うか、Macie に HTTPS リクエストを直接送信することもできます。AWS のツールと SDK に
関する詳細については、「AWS での構築ツール」を参照してください。

例
• 例 1: バケット名でバケットを見つける (p. 41)
• 例 2: パブリックアクセス可能なバケットを見つける (p. 42)
• 例 3: 暗号化されていないオブジェクトを含むバケットを見つける (p. 42)
• 例 4: ジョブによってモニタリングされていないバケットを見つける (p. 43)
• 例 5: 外部アカウントにデータをレプリケートするバケットを見つける (p. 43)
• 例 6: 複数の基準に基づいてバケットを見つける (p. 43)

この例では、[describe-buckets] コマンドを使用します。例が正常に実行されると、Macie は buckets 配
列を返します。配列は、現在のAWS リージョンにある各バケットのオブジェクトを含み、フィルター基準
を満たしています。この出力の例では、以下のセクションを展開します。

buckets 配列の例

この例では、buckets配列は、クエリで指定されたフィルター基準を満たした 2 つのバケットの詳細を提
供します。

{ 
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    "buckets": [ 
        { 
            "accountId": "123456789012", 
            "allowsUnencryptedObjectUploads": "FALSE", 
            "bucketArn": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1", 
            "bucketCreatedAt": "2020-05-18T19:54:00+00:00", 
            "bucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1", 
            "classifiableObjectCount": 13, 
            "classifiableSizeInBytes": 1592088, 
            "jobDetails": { 
                "isDefinedInJob": "TRUE", 
                "isMonitoredByJob": "TRUE", 
                "lastJobId": "08c81dc4a2f3377fae45c9ddaexample", 
                "lastJobRunTime": "2021-04-26T14:55:30.270000+00:00" 
            }, 
            "lastAutomatedDiscoveryTime": "2022-12-10T19:11:25.364000+00:00", 
            "lastUpdated": "2022-12-13T07:33:06.337000+00:00", 
            "objectCount": 13, 
            "objectCountByEncryptionType": { 
                "customerManaged": 0, 
                "kmsManaged": 2, 
                "s3Managed": 7, 
                "unencrypted": 4, 
                "unknown": 0 
            }, 
            "publicAccess": { 
                "effectivePermission": "NOT_PUBLIC", 
                "permissionConfiguration": { 
                    "accountLevelPermissions": { 
                        "blockPublicAccess": { 
                            "blockPublicAcls": true, 
                            "blockPublicPolicy": true, 
                            "ignorePublicAcls": true, 
                            "restrictPublicBuckets": true 
                        } 
                    }, 
                    "bucketLevelPermissions": { 
                        "accessControlList": { 
                            "allowsPublicReadAccess": false, 
                            "allowsPublicWriteAccess": false 
                        }, 
                        "blockPublicAccess": { 
                            "blockPublicAcls": true, 
                            "blockPublicPolicy": true, 
                            "ignorePublicAcls": true, 
                            "restrictPublicBuckets": true 
                        }, 
                        "bucketPolicy": { 
                            "allowsPublicReadAccess": false, 
                            "allowsPublicWriteAccess": false 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "region": "us-east-1", 
            "replicationDetails": { 
                "replicated": false, 
                "replicatedExternally": false, 
                "replicationAccounts": [] 
            }, 
            "sensitivityScore": 78, 
            "serverSideEncryption": { 
                "kmsMasterKeyId": null, 
                "type": "NONE" 
            }, 
            "sharedAccess": "NOT_SHARED", 
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            "sizeInBytes": 4549746, 
            "sizeInBytesCompressed": 0, 
            "tags": [ 
                { 
                    "key": "Division", 
                    "value": "HR" 
                }, 
                { 
                    "key": "Team", 
                    "value": "Recruiting" 
                } 
            ], 
            "unclassifiableObjectCount": { 
                "fileType": 0, 
                "storageClass": 0, 
                "total": 0 
            }, 
            "unclassifiableObjectSizeInBytes": { 
                "fileType": 0, 
                "storageClass": 0, 
                "total": 0 
            }, 
            "versioning": true 
        }, 
        { 
            "accountId": "123456789012", 
            "allowsUnencryptedObjectUploads": "TRUE", 
            "bucketArn": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2", 
            "bucketCreatedAt": "2020-11-25T18:24:38+00:00", 
            "bucketName": "DOC-EXAMPLE-BUCKET2", 
            "classifiableObjectCount": 8, 
            "classifiableSizeInBytes": 133810, 
            "jobDetails": { 
                "isDefinedInJob": "TRUE", 
                "isMonitoredByJob": "FALSE", 
                "lastJobId": "188d4f6044d621771ef7d65f2example", 
                "lastJobRunTime": "2021-04-09T19:37:11.511000+00:00" 
            }, 
            "lastAutomatedDiscoveryTime": "2022-12-12T19:11:25.364000+00:00", 
            "lastUpdated": "2022-12-13T07:33:06.337000+00:00", 
            "objectCount": 8, 
            "objectCountByEncryptionType": { 
                "customerManaged": 0, 
                "kmsManaged": 0, 
                "s3Managed": 8, 
                "unencrypted": 0, 
                "unknown": 0 
            }, 
            "publicAccess": { 
                "effectivePermission": "NOT_PUBLIC", 
                "permissionConfiguration": { 
                    "accountLevelPermissions": { 
                        "blockPublicAccess": { 
                            "blockPublicAcls": true, 
                            "blockPublicPolicy": true, 
                            "ignorePublicAcls": true, 
                            "restrictPublicBuckets": true 
                        } 
                    }, 
                    "bucketLevelPermissions": { 
                        "accessControlList": { 
                            "allowsPublicReadAccess": false, 
                            "allowsPublicWriteAccess": false 
                        }, 
                        "blockPublicAccess": { 
                            "blockPublicAcls": true, 
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                            "blockPublicPolicy": true, 
                            "ignorePublicAcls": true, 
                            "restrictPublicBuckets": true 
                        }, 
                        "bucketPolicy": { 
                            "allowsPublicReadAccess": false, 
                            "allowsPublicWriteAccess": false 
                        } 
                    } 
                } 
            }, 
            "region": "us-east-1", 
            "replicationDetails": { 
                "replicated": false, 
                "replicatedExternally": false, 
                "replicationAccounts": [] 
            }, 
            "sensitivityScore": 95, 
            "serverSideEncryption": { 
                "kmsMasterKeyId": null, 
                "type": "AES256" 
            }, 
            "sharedAccess": "EXTERNAL", 
            "sizeInBytes": 175978, 
            "sizeInBytesCompressed": 0, 
            "tags": [ 
                { 
                    "key": "Division", 
                    "value": "HR" 
                }, 
                { 
                    "key": "Team", 
                    "value": "Recruiting" 
                } 
            ], 
            "unclassifiableObjectCount": { 
                "fileType": 3, 
                "storageClass": 0, 
                "total": 3 
            }, 
            "unclassifiableObjectSizeInBytes": { 
                "fileType": 2999826, 
                "storageClass": 0, 
                "total": 2999826 
            }, 
            "versioning": true 
        } 
    ]
}

フィルター基準を満たすバケットがない場合、Maciebuckets は空の配列を返します。

{ 
    "buckets": []
}

例 1: バケット名でバケットを見つける

この例では、[describe-buckets] コマンドを使用して、名前が [my-S3] で始まり、現在の AWS リージョン 
にあるすべてのバケットのメタデータをクエリします。

Linux、macOS、Unix の場合:
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$ aws macie2 describe-buckets --criteria '{"bucketName":{"prefix":"my-S3"}}'

Microsoft Windows の場合:

C:\> aws macie2 describe-buckets --criteria={\"bucketName\":{\"prefix\":\"my-S3\"}}

実行する条件は以下のとおりです。

• [bucketName] は [Bucket name] (バケット名) フィールドの JSON 名を指定します。
• [prefix] は [prefix] 演算子を指定します。
• [my-S3] は [Bucket name] (バケット名) フィールドの値です。

例 2: パブリックアクセス可能なバケットを見つける
この例では、[describe-buckets] コマンドを使用して、現在の AWS リージョン にあり、アクセス許可設定
の組み合わせに基づいて、パブリックアクセス可能なバケットのメタデータをクエリします。

Linux、macOS、Unix の場合:

$ aws macie2 describe-buckets --criteria '{"publicAccess.effectivePermission":{"eq":
["PUBLIC"]}}'

Microsoft Windows の場合:

C:\> aws macie2 describe-buckets --criteria={\"publicAccess.effectivePermission\":{\"eq\":
[\"PUBLIC\"]}}

実行する条件は以下のとおりです。

• [publicAccess.effectivePermission] は [Effective permission] (有効なアクセス許可) フィール
ドの JSON 名を指定します。

• [eq]は、[equals] 演算子を指定します。
• [PUBLIC] は [Effective permission] (有効なアクセス許可) フィールドの列挙値です。

例 3: 暗号化されていないオブジェクトを含むバケットを見つける
この例では、[describe-buckets] コマンドを使用して、現在の AWS リージョン にあり、暗号化されていな
いオブジェクトを含むバケットのメタデータをクエリします。

Linux、macOS、Unix の場合:

$ aws macie2 describe-buckets --criteria '{"objectCountByEncryptionType.unencrypted":
{"gte":1}}'

Microsoft Windows の場合:

C:\> aws macie2 describe-buckets --criteria={\"objectCountByEncryptionType.unencrypted\":
{\"gte\":1}}

実行する条件は以下のとおりです。

• objectCountByEncryptionType.unencrypted は、「暗号化なし」フィールドの JSON 名を指定
します。
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• [gte]は、[greater than or equal to] (～以上) 演算子を指定します。
• [1] は、[No encryption] (暗号化なし) フィールドの包括的で相対的な数値範囲内の最小値です。

例 4: ジョブによってモニタリングされていないバケットを見つける
この例では、[describe-buckets] コマンドを使用して、現在の AWS リージョン にあり、定期的な機密デー
タ検出ジョブに関連付けられていないバケットのメタデータをクエリします。

Linux、macOS、Unix の場合:

$ aws macie2 describe-buckets --criteria '{"jobDetails.isMonitoredByJob":{"eq":["FALSE"]}}'

Microsoft Windows の場合:

C:\> aws macie2 describe-buckets --criteria={\"jobDetails.isMonitoredByJob\":{\"eq\":
[\"FALSE\"]}}

実行する条件は以下のとおりです。

• ####### isMonitoredByJob ####ジョブによってアクティブに監視されている」フィールドの 
JSON 名を指定します。

• [eq]は、[equals] 演算子を指定します。
• [FALSE] は [Actively monitored by job] (ジョブによって積極的にモニタリングされている) フィールド

の列挙値です。

例 5: 外部アカウントにデータをレプリケートするバケットを見つける
この例では、[describe-buckets] コマンドを使用して、現在の AWS リージョン にあり、組織の一部ではな
い AWS アカウント にオブジェクトをレプリケートするように設定されているバケットのメタデータをク
エリします。

Linux、macOS、Unix の場合:

$ aws macie2 describe-buckets --criteria '{"replicationDetails.replicatedExternally":{"eq":
["true"]}}'

Microsoft Windows の場合:

C:\> aws macie2 describe-buckets --criteria={\"replicationDetails.replicatedExternally\":
{\"eq\":[\"true\"]}}

実行する条件は以下のとおりです。

• [replicationDetails.replicatedExternally] は [Replicated externally] (外部でレプリケートさ
れた) フィールドの JSON 名を指定します。

• [eq]は、[equals] 演算子を指定します。
• [true] は [Replicated externally] (外部でレプリケートされた) フィールドのブール値を指定します。

例 6: 複数の基準に基づいてバケットを見つける
この例では、[describe-buckets] コマンドを使用して、AWS リージョン現在のにあり、以下の基準を満た
すバケットのメタデータをクエリします:アクセス許可設定の組み合わせに基づいて、パブリックアクセス
可能である; 暗号化されていないオブジェクトを含む; および、定期的な機密データ検出ジョブに関連付け
られていない。
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Linux、macOS、または Unix の場合、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行連結文字
を使用します。

$ aws macie2 describe-buckets \
--criteria '{"publicAccess.effectivePermission":{"eq":
["PUBLIC"]},"objectCountByEncryptionType.unencrypted":
{"gte":1},"jobDetails.isMonitoredByJob":{"eq":["FALSE"]}}'

Microsoft Windows の場合、読みやすさを向上させるためにキャレット (^) の行連結文字を使用します。

C:\> aws macie2 describe-buckets ^
--criteria={\"publicAccess.effectivePermission\":{\"eq\":[\"PUBLIC\"]},
\"objectCountByEncryptionType.unencrypted\":{\"gte\":1},\"jobDetails.isMonitoredByJob\":
{\"eq\":[\"FALSE\"]}}

ここで、

• [publicAccess.effectivePermission] は [Effective permission] (有効なアクセス許可) フィール
ドの JSON 名を指定し、
• [eq]は、[equals] 演算子を指定します。
• [PUBLIC] は [Effective permission] (有効なアクセス許可) フィールドの列挙値です。

• objectCountByEncryptionType.unencrypted########」フィールドの JSON 名を指定し、次の
ようになります。
• [gte]は、[greater than or equal to] (～以上) 演算子を指定します。
• [1] は、[No encryption] (暗号化なし) フィールドの包括的で相対的な数値範囲内の最小値です。

• ####### isMonitoredByジョブには、「アクティブ・モニタリング・バイ・Job」フィールドの 
JSON 名と、次の内容を指定します。
• [eq]は、[equals] 演算子を指定します。
• [FALSE] は [Actively monitored by job] (ジョブによって積極的にモニタリングされている) フィール

ドの列挙値です。

Amazon Macie が S3 バケットおよびオブジェクト
にアクセスすることを許可する

AWS アカウント でAmazon Macie を有効化すると、Macieは [service-linked role] (p. 359) (サービスに
リンクされたロール) を作成し、これにより、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) および他の 
AWS のサービス をユーザーに代わってコールするために必要なアクセス許可が Macie に付与されます。
サービスにリンクされたロールを使用すると、AWS のサービスサービスがユーザーに代わってアクション
を完了するためのアクセス許可を手動で追加する必要がないため、設定プロセスが簡単になります。この
タイプのロールの詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「サービスに
リンクされたロールの使用」を参照してください。

Macie のサービスにリンクされたロール (AWSServiceRoleForAmazonMacie) は、Macie が S3 バケッ
トとオブジェクトに関する情報の取得およびバケット内のオブジェクトからの取得を含むアクションを実
行することを許可されます。ユーザーが組織の Macie 管理者である場合、ポリシーにより、Macie が組織
のメンバーアカウントに対してこれらのアクションを実行することも許可されます。

Macie は、以下のようなタスクを実行。

• S3 バケットのインベントリを生成して維持する
• バケットおよびバケット内のオブジェクトに関する統計およびその他のデータを提供する
• バケットのセキュリティとアクセスコントロールをモニタリングして評価する
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• バケット内のオブジェクトを分析して機密データを検出する

ほとんどの場合、Macie はこれらのタスクを実行するために必要なアクセス許可を持っています。ただ
し、S3 バケットが制限付きバケットポリシーを持つ場合、Macie がこれらのタスクの一部またはすべてを
実行することを妨げる場合があります。

[bucket policy]AWS Identity and Access Management (バケットポリシー) は、プリンシパル (ユーザー、ア
カウント、サービス、その他のアクションを実行できる条件を指定するリソースベースの (IAM) ポリシー
です。アクションと条件は、バケットに関する情報の取得などのバケットレベルのオペレーションや、バ
ケットからのオブジェクトの取得などのオブジェクトレベルのオペレーションに適用できます。

バケットポリシーは通常、明示的な Allow または Deny ステートメントと条件を使用してアクセス権を
付与または制限します。たとえば、バケットポリシーには、特定のソース IP アドレス、Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) エンドポイント、または VPC がバケットにアクセスするために使用され
ていない限り、バケットへのアクセスを拒否する Allow または Denyス テートメントが含まれる場合が
あります。バケットポリシーを使用してバケットにアクセス権を付与または制限する方法の詳細につい
ては、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「バケットポリシーとユーザーポリシー」と
「Amazon S3 がリクエストを許可する方法」を参照してください。

バケットポリシーが明示的な Allow ステートメントを使用する場合、ポリシーは、Macie がバケットとバ
ケットのオブジェクトに関する情報を取得したり、バケットからオブジェクトを取得したりすることを妨
げません。これは、Macie のサービスにリンクされたロールのアクセス許可ポリシーの Allow ステートメ
ントが、これらのアクセス許可を付与するからです。

ただし、バケットポリシーが 1 つ以上の条件を持つ明示的な Deny ステートメントを使用する場
合、Macie はバケットまたはバケットのオブジェクトに関する情報を取得したり、バケットのオブジェク
トを取得したりすることを許可されない場合があります。たとえば、バケットポリシーが特定の IP アドレ
スを除くすべてのアクセスすることを明示的に拒否した場合、Macie は機密データ検出ジョブを実行して
もバケットのオブジェクトを分析することを許可されなくなります。これは、制限付きバケットポリシー
が、Macie のサービスにリンクされたロールのアクセス許可ポリシーの Allow ステートメントより優先さ
れれるからです。

Macie が制限付きバケットポリシーを持つS3 バケットにアクセスすることを許可するには、Macie のサー
ビスにリンクされたロール (AWSServiceRoleForAmazonMacie) の条件をバケットポリシーに追加でき
ます。その条件により、Macie のサービスにリンクされたロールをポリシーの Deny 制限との一致から除
外できます。これは、Macieaws:PrincipalArn のサービスにリンクされたロールの Amazon リソース
ネーム (ARN) を使用して行うことができます。

次の手順では、このプロセスについて説明しし、例を示します。

Macie のサービスにリンクされたロールをバケットポリシーに追加するには

1. AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

2. ナビゲーションペインで、[Buckets] (バケット) を選択します。
3. Macie がアクセスすることを許可するS3 バケットを選択します。
4. [Permissions] (アクセス許可) タブの [Bucket policy] (バケットポリシー) で [Edit] (編集) をクリックし

ます。
5. [Bucket policy] (バケットポリシー) エディタで、アクセスを制限し、Macie がバケットまたはバケット

のオブジェクトにアクセスすることを妨げるそれぞれの Deny ステートメントを特定します。
6. Deny各ステートメントで、aws:PrincipalArnグローバル条件キーを使用する条件を追加

し、Macie のサービスにリンクされたロールの Macie のサービスにリンクされたロールの ARN を指
定しますAWS アカウント。

条件キーの値は arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
macie.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonMacie である必要があります。ここ
で、AWS アカウント のアカウント ID は 123456789012 です。
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これをバケットポリシーのどこに追加するかは、ポリシーに現在含まれている構造、要素、および条件に
よって異なります。サポートされている構造と要素の詳細については、Amazon Simple Storage Service 
ユーザーガイドの「Amazon S3 のポリシーとアクセス許可」を参照してください。

DOC-EXAMPLE-BUCKET という名前のS3Deny バケットへのアクセスを制限するための明示ステートメ
ントを使用するバケットポリシーの例。現在のポリシーでは、バケットには ID が vpce-1a2b3c4d であ
る VPC エンドポイントからのみアクセスできます。AWS Management Console および Macie からを含
め、その他のすべての VPC エンドポイントからのアクセスは拒否されます。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Id": "Policy1415115example", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Sid": "Access from specific VPCE only", 
         "Effect": "Deny", 
         "Principal": "*", 
         "Action": "s3:*", 
         "Resource": [ 
            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
         ], 
         "Condition": { 
            "StringNotEquals": { 
               "aws:SourceVpce": "vpce-1a2b3c4d" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}

このポリシーを変更し、Macie がS3 バケットとバケットのオブジェクトにアクセスすることを許
可するには、Macie がS3 バケットとバケットのオブジェクトにアクセスすることを許可するには、
[StringNotLikecondition operator] (条件演算子)aws:PrincipalArn とグローバル条件キーを使用する
条件を追加できます。この追加の条件により、Macie のサービスにリンクされたロールを Deny 制限との
一致から除外します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Id":" Policy1415115example ", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Sid": "Access from specific VPCE and Macie only", 
         "Effect": "Deny", 
         "Principal": "*", 
         "Action": "s3:*", 
         "Resource": [ 
            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET", 
            "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*" 
         ], 
         "Condition": { 
            "StringNotEquals": { 
               "aws:SourceVpce": "vpce-1a2b3c4d" 
            }, 
            "StringNotLike": { 
               "aws:PrincipalArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/
macie.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonMacie" 
            } 
         } 
      } 
   ]
}
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前の例では、StringNotLike条件演算子はaws:PrincipalArn、Macie のサービスにリンクされたロー
ルの ARN を指定します。

• 123456789012は、Macie を使用してバケットのオブジェクトに関する情報を取得し、バケット内のオ
ブジェクトに関する情報を取得し、バケット内のオブジェクトからオブジェクトを取得することが許可
されます。AWS アカウント

• macie.amazonaws.com は、Macie サービスプリンシパルの識別子です。
• AWSServiceRoleForAmazonMacie は、Macie のサービスにリンクされたロールの名前です。

ポリシーが StringNotEquals 演算子をすでに使用しているため、StringNotLike 演算子が使用され
ました。ポリシーでは、StringNotEquals 演算子は一度だけ使用できます。

Amazon S3 リソースへのアクセスの管理に関する追加のポリシー例および詳細については、Amazon 
Simple Storage Service ユーザーガイドの「Amazon S3 での Identity and Access Management」を参照し
てください。
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Amazon Macie で機密データを検出
する

Amazon Macie を使用すると、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) データエステート内の機密
データの検出、ログ記録、およびレポートを自動化できます。これには 2 つの方法があります。1 つは、
アカウントまたは組織の機密データ検出を自動的に実行するように Macie を設定する方法です。もう 1 つ
は、アカウントまたは組織の機密データ検出ジョブを作成して実行する方法です。

機密データ検出の自動化

機密データの自動検出により、Amazon S3 データ資産のどこに機密データが存在する可能性がある
かを幅広く可視化できます。このオプションでは、Macie は S3 バケットインベントリを毎日評価
し、サンプリング技術を使用してバケットから代表的な S3 オブジェクトを特定して選択します。次
に、Macie は選択したオブジェクトを取得して分析し、機密データがないか検査します。詳細につい
ては、「機密データ検出結果の自動実行 (p. 92)」を参照してください。

機密データ検出ジョブ

機密データディスカバリーの仕事は、より深く、より的を絞った分析を可能にします。このオプショ
ンでは、選択する特定の S3 バケットや特定の基準に一致するバケットなど、分析の幅と深さを定義
できます。また、S3 オブジェクトのプロパティから派生するカスタム基準などのオプションを選択
して、分析の範囲を絞り込むことができます。ジョブは、オンデマンドの分析および評価では 1 回の
み、または定期的な分析、評価、およびモニタリングでは繰り返しベースで実行するように設定でき
ます。詳細については、「機密データ検出ジョブの実行 (p. 127)」を参照してください。

自動機密データ検出ジョブまたは機密データ検出ジョブは、Macie が提供したマネージドデータ識別子、
お客様が定義したカスタムデータ識別子、または 2 つの組み合わせを使用して、S3 オブジェクトを分析
できます。許可リストを使用して分析を微調整することもできます。

管理データ識別子

管理データ識別子は、特定の国や地域のクレジットカード番号、AWSシークレットアクセスキー、
パスポート番号など、特定の種類の機密データを検出できる組み込みの基準と手法です。複数のタ
イプの財務データ、認証情報 (PII) など、多くの国またはリージョンの機密データタイプの大規模
かつ増加しているリストを検出できます。詳細な一覧については、「マネージドデータ識別子の使
用 (p. 49)」を参照してください。

カスタムデータ識別子

カスタムデータ識別子は、機密データを検出するためのカスタム基準を定義します。各カスタムデー
タ識別子は、一致するテキストパターンを定義し、オプションで文字シーケンス、結果を絞り込む近
接ルールを定義する正規表現 (regex) で構成されます。これらのツールを使用して、従業員 ID、顧客
アカウント番号、内部データの分類など、特定のシナリオ、知的財産、または専有データを検出でき
ます。詳細については、「カスタムデータ識別子の構築 (p. 67)」を参照してください。

許可リスト

Macie では、許可リストで S3 オブジェクトで無視するテキストやテキストのパターンを指定しま
す。通常、特定のシナリオや環境での機密データの例外 (組織の公開名や電話番号、組織がテストに
使用するサンプルデータなど)。Macie は、許可リストのエントリまたはパターンと一致するテキス
トを見つけた場合、テキストが管理データ識別子またはカスタムデータ識別子の基準に一致していて
も、Macie はそのテキストの出現は報告しません。詳細については、「許可リストによる機密データ
例外の定義 (p. 73)」を参照してください。
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Macie が S3 オブジェクトを分析すると、Macie は Amazon S3 からオブジェクトの最新バージョンを取得
し、オブジェクトの内容に機密データがないか検査します。以下が当てはまる場合、Macie はオブジェク
トを分析できます。

• オブジェクトは、サポートされているストレージクラスを使用して Amazon S3 に直接保存され、サ
ポートされているファイルまたはストレージ形式を使用します。詳細については、「サポートされるス
トレージクラスと形式 (p. 181)」を参照してください。

• オブジェクトが暗号化されている場合、Macie が使用を許可されているキーを用いて暗号化されます。
詳細については、「暗号化された S3 オブジェクトの分析 (p. 165)」を参照してください。

• オブジェクトが制限バケットポリシーを持つバケットに保存されている場合、ポリシーにより、Macie 
はバケット内のオブジェクトへのアクセスが許可されます。詳細については、「Macie が S3 バケット
およびオブジェクトにアクセスすることを許可する (p. 44)」を参照してください。

お客様がデータセキュリティおよびプライバシーの要件を満たすために、Macie は機密データ検出され
た機密データおよび実行された分析、つまり機密データの調査結果および機密データ検出結果の記録を
作成します。機密データの結果は、Macie が S3 オブジェクトで見つけた機密データの詳細なレポートで
す。[sensitive data discovery result] (機密データの検出結果) は、オブジェクトの分析に関する詳細を記録
するレコードです。各タイプのレコードは、標準化されたスキーマに従っており、必要に応じて他のアプ
リケーション、サービス、システムを使用して、クエリ、モニタリング、および処理に役立ちます。

Tip

Macie は Amazon S3 向けに最適化されていますが、現在別の場所に保存されている機密データ
を検出するために使用できます。これを行うには、データを Amazon S3 に一時的または永続的
に移動します。たとえば、Amazon Relational Database Service または Amazon Aurora のスナッ
プショットを Apache Parquet 形式で Amazon S3 にエクスポートします。あるいは、Amazon 
DynamoDB テーブルを Amazon S3 にエクスポートします。その後、ジョブを作成して Amazon 
S3 内のデータを分析できます。

トピック
• Amazon Macie でのマネージドデータ識別子の使用 (p. 49)
• Amazon Macie でのカスタムデータ識別子の構築 (p. 67)
• Amazon Macie 許可リストによる機密データの例外の定義 (p. 73)
• Amazon Macie による機密データの自動検出の実行 (p. 92)
• Amazon Macie で機密データ検出ジョブを実行する (p. 127)
• Amazon Macie を用いた暗号化された S3 オブジェクトの分析 (p. 165)
• Amazon Macie での機密データ検出結果の保存と保持 (p. 171)
• Amazon Macie がサポートするストレージクラスとフォーマット (p. 181)

Amazon Macie でのマネージドデータ識別子の使用
Amazon Macie は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 3 オブジェクト内の機密データを検出す
るために、Amazon S3 オブジェクト内の機密データを検出合などの基準と手法の組み合わせを使用して、
機密データを検出します。これらの基準と手法は、総称して [managed data identifiers] (マネージドデー
タ識別子) と呼ばれ、複数のタイプの認証情報、財務データ、個人健康情報 (PHI)、個人を特定できる情報 
(PII) など、多くの国またはリージョンの機密データタイプの大規模かつ増加しているリストを検出できま
す。各管理データ識別子は、AWS特定の国または地域のシークレットアクセスキー、クレジットカード番
号、パスポート番号など、特定の種類の機密データを検出するように設計されています。

Macie は、マネージドデータ識別子を使用して、次のカテゴリの機密データを検出できます。

• プライベートキーやAWSシークレットアクセスキーなどの認証情報に関する認証情報。
• クレジットカード番号や銀行口座番号などの財務情報に関する財務情報。
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• 健康保険や医療識別番号などの PHI、および運転免許証の識別番号やパスポート番号などの PII に関す
る個人情報。

各カテゴリ内で、Macie は複数のタイプの機密データを検出できます。このセクションのトピックでは、
各タイプとその検出に関連する要件をリスト化して説明します。各タイプでは、データを検出するように
設計されたマネージドデータ識別子の一意の識別子 (ID) も示します。機密データ検出ジョブを作成すると
きや (p. 127)、機密データの自動検出器を設定するときに (p. 92)、この ID を使用して、S3 オブジェ
クトの分析でマネージドデータ識別子を明示的に含めるか除外することができます。

トピック
• キーワード要件 (p. 50)
• 機密データタイプ: 認証情報 (p. 51)
• 機密データタイプ: 財務情報 (p. 52)
• 機密データタイプ: 個人情報 — 個人の健康情報 (p. 55)
• 機密データタイプ: 個人情報 — 個人を特定できる情報 (p. 57)

Macie が分析できるデータのタイプについては、「サポートされているファイルおよびストレージ形
式 (p. 182)」を参照してください。

キーワード要件
特定のタイプの機密データを検出するには、Macie ではデータの近くにあるキーワードが必要です。特定
のタイプのデータに当てはまる場合、このセクションのその後のトピックでは、そのデータの特定のキー
ワード要件を示します。

キーワードが特定のタイプのデータの近くにある必要がある場合は、通常、キーワードはデータから 30 
文字以内 (包括的) になければなりません。追加の近接要件は、S3 オブジェクトのファイルタイプまたは
ストレージ形式によって異なります。

[Structured, columnar data] (構造化された列指向データ)

列指向データでは、キーワードは同じ値の一部であるか、値を格納する列またはフィールドの名前内
にある必要があります。これは、Microsoft Excel ワークブック、CSV ファイル、および TSV ファイ
ルに当てはまります。

たとえば、フィールドの値に SSN と米国社会保障番号 (SSN) の構文を使用する 9 桁の番号の両方が
含まれている場合、Macie はフィールド内の SSN を検出できます。同様に、列の名前に SSN が含
まれている場合、Macie は列内の各 SSN を検出できます。Macie は、その列内の値を、キーワード
SSN の近くにあるものとして扱います。

[Structured, record-based data] (構造化されたレコードベースのデータ)

レコードベースのデータでは、キーワードは同じ値の一部であるか、値を格納するフィールドまた
は配列へのパス内の要素の名前内にある必要があります。これは Apache Avro オブジェクトコンテ
ナ、Apache Parquet ファイル、JSON ファイル、および JSON Lines ファイルに当てはまります。

たとえば、フィールドの値に [credentials] (認証情報) と AWS シークレットアクセスキーの構文を使
用する文字シーケンスの両方が含まれている場合、Macie はフィールド内のキーを検出できます。同
様に、フィールドへのパスが $.credentials.aws.key である場合、Macie はフィールド内の AWS 
シークレットアクセスキーを検出できます。Macie は、フィールド内の値をキーワードの認証情報に
近いものとして扱います。

[Unstructured data] (非構造化データ)

Adobe Portable Document Format ファイル、Microsoft Word ドキュメント、および 
CSV、JSON、JSON Lines、および TSV ファイル以外の非バイナリテキストテキストファイルでは、
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追加の近接要件はありません。通常、キーワードはデータから 30 文字以内 (包括的) になければなり
ません。これには、これらのタイプのファイルに含まれるテーブルなどの構造化データが含まれま
す。

キーワードでは大文字と小文字が区別されません。さらに、キーワードにスペースが含まれている場
合、Macie は、スペースを含まないキーワードのバリエーションや、スペースではなくアンダースコア (_) 
またはハイフン (-) を含むキーワードのバリエーションを自動的に照合します。場合によっては、Macie は
キーワードの一般的なバリエーションに対処するためにキーワードを拡張または短縮します。

キーワードがどのようにコンテキストを提供し、Macie が特定の種類の機密データを検出するのに役立つ
かを示すデモについては、次の動画をご覧ください。Amazon Macie がキーワードを使用して機密データ
を検出する方法

機密データタイプ: 認証情報
次のテーブルでは、Macie がマネージドデータ識別子を使用して検出できる認証情報のタイプをリスト化
して説明します。

検出タイプ マネージドデータ
識別子 ID

キーワードが必須 追加情報 国とリージョン

AWS シークレット
アクセスキー

AWS_CREDENTIALSはい、以下が
含まれます: 

Macie は、架空の
例としてよく使

すべて
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検出タイプ マネージドデータ
識別子 ID

キーワードが必須 追加情報 国とリージョン

aws_secret_access_key, 
credentials, secret 
access key, 
secret key, set-
awscredential

われる次の文字
シーケンスの出
現je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/
h3yCo8nvbEXAMPLEKEYwJalrXUtnFEMI/
K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY

HTTP 基本認証
ヘッダー、HTTP

HTTP_BASIC_AUTH_HEADERいいえ 検出には、RFC 
7617 で指定され
ているように、
フィールド名と
認証スキームディ
レクティブを
含む完全なヘッ
ダーが必要です。
例:Authorization: 
Basic 
QWxhZGRpbjpvcGVuIHNlc2FtZQ==とProxy-
Authorization: 
Basic 
dGVzdDoxMjPCow==

すべて

JSON ウェブトー
クン (JWT)

JSON_WEB_TOKEN いいえ Macie は、JSON 
ウェブ署名 (JWS) 
構造に関する RFC 
7519 で指定されて
いる要件に準拠す
る JWT を検出で
きます。トークン
は署名付きでも署
名なしでもかまい
ません。

すべて

OpenSSH プライ
ベートキー

OPENSSH_PRIVATE_KEYいいえ – すべて

PGP プライベート
キー

PGP_PRIVATE_KEY いいえ – すべて

公開鍵暗号標準 
(PKCS) プライ
ベートキー

PKCS いいえ – すべて

PuTTY プライベー
トキー

PUTTY_PRIVATE_KEYいいえ – すべて

機密データタイプ: 財務情報
次のテーブルでは、Macie がマネージドデータ識別子を使用して検出できる財務情報のタイプをリスト化
して説明します。これらは、個人を特定できる情報 (PII) としても認定される可能性のある特定のタイプの
データに加えたものです。
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検出タイプ マネージドデータ
識別子 ID

キーワードが必須 追加情報 国とリージョン

銀行口座番号 国またはリージョ
ンによって異なり
ます。

BANK_ACCOUNT_NUMBER 
(カナダおよ
び米国の銀行
口座番号の場
合)、FRANCE_BANK_ACCOUNT_NUMBER, 
GERMANY_BANK_ACCOUNT_NUMBER, 
ITALY_BANK_ACCOUNT_NUMBER, 
SPAIN_BANK_ACCOUNT_NUMBER, 
UK_BANK_ACCOUNT_NUMBER

不定です、参照
してくださいthe 
section called “銀
行口座番号のキー
ワード” (p. 54)

これには、以下の
ものが含まれま
す：

• 9～17 桁のシー
ケンスで構成さ
れ、スペースを
含まないカナダ
および米国の銀
行口座番号。

• 国コードなどの
要素を含む、最
大 34 文字の英
数字で構成され
る国際銀行口座
番号 (IBAN)。

カナダ、フラン
ス、ドイツ、イタ
リア、スペイン、
英国、米国

クレジットカード
の有効期限

CREDIT_CARD_EXPIRATIONはい、以下が含
まれます: exp 
d, exp m, exp y, 
expiration, expiry

Support には、
すべての数字や
数字と月の名前
の組み合わせな
ど、ほとんどの
日付形式が含ま
れます。日付コ
ンポーネントは、
スラッシュ (/)、
ハイフン (-)、ま
たは該当するキー
ワードで区切る
ことができます。
たとえば、Macie 
は02/24、02/2024、Feb 
2024、24-
Feb、および
expY=2024, 
expM=02 などの
日付を検出できま
す。

すべて

クレジットカード
の磁気ストライプ
データ

CREDIT_CARD_MAGNETIC_STRIPEはい、以下が含ま
れます: card data, 
iso7813, mag, 
magstripe, stripe, 
swipe

トラック 1 と 2 が
含まれます。

すべて

クレジットカード
番号

キーワードの
近くにあるク
レジットカード
番号の場合は 
CREDIT_CARD_NUMBER、
キーワードに
近くにないク
レジットカード

可変1 (p. 54) 検出では、Luhn
チェック式に
従った 13～19 
桁のシーケンス
である必要があ
り、American 
Express、Dankort、Diner's 
Club、discover、electron、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON、JSON 

すべて
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検出タイプ マネージドデータ
識別子 ID

キーワードが必須 追加情報 国とリージョン

番号の場合は 
CREDIT_CARD_NUMBER_(NO_KEYWORD)

UnionPay、JSON
2 (p. 54)

クレジットカード
認証コード

CREDIT_CARD_SECURITY_CODEはい、以下が
含まれます: 
card id, card 
identification code, 
card identification 
number, card 
security code, card 
validation code, 
card validation 
number, card 
verification data, 
card verification 
value, cvc, cvc2, 
cvv, cvv2, elo 
verification code

– すべて

1.
Macie は、クレジットカード番号に 2 つのマネージドデータ識別子を提供します。
• CREDIT_CARD_NUMBER、キーワードの近くにあるクレジットカード番号の場合。
• CREDIT_CARD_NUMBER_(NO_KEYWORD)、キーワードの近くにないクレジットカード番号の場

合。

前者では、必要なキーワードには以下が含まれます。
2.

Macie は、クレジットカード発行会社がパブリックテストのために予約している、以下のシーケンスの
出現をレポートしません。

122000000000003、2222405343248877、2222990905257051、2223007648726984、2223577120017656、30569309025904、34343434343434、3528000700000000、3530111333300000、3566002020360505、36148900647913、36700102000000、371449635398431、378282246310005、378734493671000、38520000023237、4012888888881881、4111111111111111、4222222222222、4444333322221111、4462030000000000、4484070000000000、4911830000000、4917300800000000、4917610000000000、4917610000000000003、5019717010103742、5105105105105100、5111010030175156、5185540810000019、5200828282828210、5204230080000017、5204740009900014、5420923878724339、5454545454545454、5455330760000018、5506900490000436、5506900490000444、5506900510000234、5506920809243667、5506922400634930、5506927427317625、5553042241984105、5555553753048194、5555555555554444、5610591081018250、6011000990139424、6011000400000000、6011111111111117、630490017740292441、630495060000000000、6331101999990016、6759649826438453、6799990100000000019、
および 76009244561。

銀行口座番号のキーワード
サポートされている国またはリージョンの国際銀行口座番号 (IBAN) を検出するために、Macie では番号の
近くにあるキーワードが必要です。Macie は、フランス、ドイツ、イタリア、スペイン、英国の国または
リージョンのIBANを検出できます。

サポートされている国またはリージョンの他のタイプの銀行口座番号を検出するには、Macie では番号の
近くにあるキーワードが必要です。次のテーブルに、Macie が国またはリージョンについて認識するキー
ワードのリストを示します。

国またはリージョン キーワード

カナダ bank account, bank acct, checking account, 
checking acct, deposit account, deposit acct, 
savings account, savings acct, chequing account, 
chequing acct

フランス account code, account number, accountno#, 
accountnumber#, bban, code bancaire, compte 
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国またはリージョン キーワード
bancaire, customer account id, customer account 
number, customer bank account id, iban, numéro 
de compte

ドイツ account code, account number, accountno#, 
accountnumber#, bankleitzahl, bban, customer 
account id, customer account number, customer 
bank account id, geheimzahl, iban, kartennummer, 
kontonummer, kreditkartennummer, sepa

イタリア account code, account number, accountno#, 
accountnumber#, bban, codice bancario, conto 
bancario, customer account id, customer account 
number, customer bank account id, iban, numero di 
conto

スペイン account code, account number, accountno#, 
accountnumber#, bban, código cuenta, código 
cuenta bancaria, cuenta cliente id, customer 
account ID, customer account number, customer 
bank account id, iban, número cuenta bancaria 
cliente, número cuenta cliente

英国 account code, account number, accountno#, 
accountnumber#, bban, customer account id, 
customer account number, customer bank account 
id, iban, sepa

US bank account, bank acct, checking account, 
checking acct, deposit account, deposit acct, 
savings account, savings acct, chequing account, 
chequing acct

機密データタイプ: 個人情報 — 個人の健康情報
次のテーブルでは、Macie がマネージドデータ識別子を使用して検出できる個人健康情報 (PHI) のタイプ
をリスト化して説明します。これらは、個人を特定できる情報 (PII) としても認定される可能性のある特定
のタイプのデータに加えたものです。

検出タイプ マネージドデータ
識別子 ID

キーワードが必須 追加情報 国とリージョン

麻薬取締局 (DEA) 
登録番号

US_DRUG_ENFORCEMENT_AGENCY_NUMBERはい、以下が含
まれます: dea 
number, dea 
registration

– US

健康保険請求番号 
(HICN)

USA_HEALTH_INSURANCE_CLAIM_NUMBERはい、以下が含
まれます: health 
insurance claim 
number, hic no, hic 
no., hic number, 
hic#, hicn, hicn#., 
hicno#

– US
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検出タイプ マネージドデータ
識別子 ID

キーワードが必須 追加情報 国とリージョン

健康保険または医
療識別番号

国またはリージョ
ンによって異なり
ます。

CANADA_HEALTH_NUMBER, 
EUROPEAN_HEALTH_INSURANCE_CARD_NUMBER, 
FINLAND_EUROPEAN_HEALTH_INSURANCE_NUMBER, 
FRANCE_HEALTH_INSURANCE_NUMBER, 
UK_NHS_NUMBER, 
USA_MEDICARE_BENEFICIARY_IDENTIFIER

はい、the section 
called “健康保
険と医療識別
番号のキーワー
ド” (p. 56) を参
照

これには、欧州健
康保険カード番号 
(EU、フィンラン
ド)、健康保険番
号 (フランス)、メ
ディケア受益者識
別子 (米国)、NHS 
番号 (英国)、個人
保険番号 (カナダ) 
が含まれます。

カナダ、EU、フィ
ンランド、フラン
ス、英国、米国

ヘルスケア共通手
順コーディングシ
ステム (HCPCS) 
コード

USA_HEALTHCARE_PROCEDURE_CODEはい、以下が
含まれます: 
current procedural 
terminology, 
hcpcs, healthcare 
common 
procedure coding 
system

– US

全米医薬品コード 
(NDC)

USA_NATIONAL_DRUG_CODEはい、以下が含ま
れます: national 
drug code, ndc

– US

国家プロバイダー
識別子 (NPI)

USA_NATIONAL_PROVIDER_IDENTIFIERはい、以下が含
まれます: hipaa, 
n.p.i, national 
provider, npi

– US

機器固有識別子 
(UDI)

MEDICAL_DEVICE_UDIはい、以下が含
まれます: blood, 
blood bag, dev id, 
device id, device 
identifier, gs1, 
hibcc, iccbba, med, 
udi, unique device 
id, unique device 
identifier

Macie は、米国食
品医薬品局 (米国
食品医薬品局) が
承認した形式に
従った UDI を検出
できます。これに
は、GS1、HIBCC、
および ICCBBA に
よって定義されて
いる標準フォー
マットが含まれま
す。ICCBA サポー
トは ISBT 標準に
対応しています。

US

健康保険と医療識別番号のキーワード
さまざまなタイプの健康保険と医療識別番号を検出するために、Macie では番号の近くにあるキーワード
が必要です。これには、欧州健康保険カード番号 (EU、フィンランド)、健康保険番号 (フランス)、メディ
ケア受益者識別子 (米国)、国民保険番号 (英国)、NHS 番号 (英国)、個人保険番号 (カナダ) が含まれます。

次のテーブルに、Macie が特定の国およびリージョンについて認識するキーワードのリストを示します。
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国またはリージョン キーワード

カナダ canada healthcare number, msp number, personal 
healthcare number, phn, soins de santé

EU assicurazione sanitaria numero, carta 
assicurazione numero, carte d’assurance 
maladie, carte européenne d'assurance 
maladie, ceam, ehic, ehic#, finlandehicnumber#, 
gesundheitskarte, hälsokort, health card, 
health card number, health insurance 
card, health insurance number, insurance 
card number, krankenversicherungskarte, 
krankenversicherungsnummer, medical 
account number, numero conto medico, 
numéro d’assurance maladie, numéro de carte 
d’assurance, numéro de compte medical, número 
de cuenta médica, número de seguro de salud, 
número de tarjeta de seguro, sairaanhoitokortin, 
sairausvakuutuskortti, sairausvakuutusnumero, 
sjukförsäkring nummer, sjukförsäkringskort, 
suomi ehic-numero, tarjeta de salud, terveyskortti, 
tessera sanitaria assicurazione numero, 
versicherungsnummer

フィンランド ehic, ehic#, finland health insurance card, 
finlandehicnumber#, finska sjukförsäkringskort, 
hälsokort, health card, health card number, 
health insurance card, health insurance 
number, sairaanhoitokortin, sairaanhoitokortin, 
sairausvakuutuskortti, sairausvakuutusnumero, 
sjukförsäkring nummer, sjukförsäkringskort, 
suomen sairausvakuutuskortti, suomi ehic-numero, 
terveyskortti

フランス carte d'assuré social, carte vitale, insurance card

英国 国民保健サービス、NHS

US mbi, medicare beneficiary

機密データタイプ: 個人情報 — 個人を特定できる情報
次のテーブルでは、Macie がマネージドデータ識別子を使用して検出できる個人を特定できる情報 (PII) の
タイプをリスト化して説明します。

検出タイプ マネージドデータ
識別子 ID

キーワードが必須 追加情報 国とリージョン

生年月日 DATE_OF_BIRTH はい、以下が含
まれます: bday, 
b-day, birth date, 
birthday, date of 
birth, dob

Support には、す
べての数字や数
字と月の名前の組
み合わせなど、ほ
とんどの日付形式
が含まれます。日

すべて
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検出タイプ マネージドデータ
識別子 ID

キーワードが必須 追加情報 国とリージョン

付コンポーネント
は、スペース、ス
ラッシュ (/)、また
はハイフン (-) で区
切ることができま
す。

運転免許証識別番
号

国またはリージョ
ンによって異なり
ます。

AUSTRALIA_DRIVERS_LICENSE, 
AUSTRIA_DRIVERS_LICENSE, 
BELGIUM_DRIVERS_LICENSE, 
BULGARIA_DRIVERS_LICENSE, 
CANADA_DRIVERS_LICENSE, 
CROATIA_DRIVERS_LICENSE, 
CYPRUS_DRIVERS_LICENSE, 
CZECHIA_DRIVERS_LICENSE, 
DENMARK_DRIVERS_LICENSE, 
DRIVERS_LICENSE 
(for the US), 
ESTONIA_DRIVERS_LICENSE, 
FINLAND_DRIVERS_LICENSE, 
FRANCE_DRIVERS_LICENSE, 
GERMANY_DRIVERS_LICENSE, 
GREECE_DRIVERS_LICENSE, 
HUNGARY_DRIVERS_LICENSE, 
IRELAND_DRIVERS_LICENSE, 
ITALY_DRIVERS_LICENSE, 
LATVIA_DRIVERS_LICENSE, 
LITHUANIA_DRIVERS_LICENSE, 
LUXEMBOURG_DRIVERS_LICENSE, 
MALTA_DRIVERS_LICENSE, 
NETHERLANDS_DRIVERS_LICENSE, 
POLAND_DRIVERS_LICENSE, 
PORTUGAL_DRIVERS_LICENSE, 
ROMANIA_DRIVERS_LICENSE, 
SLOVAKIA_DRIVERS_LICENSE, 
SLOVENIA_DRIVERS_LICENSE, 
SPAIN_DRIVERS_LICENSE, 
SWEDEN_DRIVERS_LICENSE, 
UK_DRIVERS_LICENSE

はい、the section 
called “運転免許
証識別番号のキー
ワード” (p. 63)
を参照

– オーストラリア、
オーストリア、
ベルギー、ブルガ
リア、カナダ、
クロアチア、キ
プロス、チェコ
共和国、デンマー
ク、エストニア、
フィンランド、フ
ランス、ドイツ、
ギリシャ、ハン
ガリー、アイルラ
ンド、イタリア、
ラトビア、リトア
ニア、ルクセンブ
ルク、マルタ、オ
ランダ、ポーラン
ド、ポルトガル、
ルーマニア、スロ
バキア、スロベニ
ア、スペイン、
スウェーデン、英
国、米国

選挙人名簿番号 UK_ELECTORAL_ROLL_NUMBERはい、以下が含ま
れます: electoral #, 
electoral number, 
electoral roll 
#, electoral roll 
no., electoral 
roll number, 
electoralrollno

– 英国
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検出タイプ マネージドデータ
識別子 ID

キーワードが必須 追加情報 国とリージョン

フルネーム NAME いいえ Macie はフルネー
ムのみを検出でき
ます。Support は
ラテン文字セット
に限定されます。

すべて

全地球測位システ
ム (GPS) 座標

LATITUDE_LONGITUDEはい、以下が含ま
れます: coordinate, 
coordinates, lat 
long, latitude 
longitude, position

Macie は、緯度
と経度の座標が
ペアとして保存
され、それらが
10 進度 (DD) 形
式の場合、GPS 
座標を検出で
きます (たとえ
ば、41.948614,-87.655311)。

Support には、
たとえば、度 
10 進分 (DDM) 
形式 (たとえ
ば、41°56.9168'N 
87°39.3187'W)、
または、度、
分、秒 (DMS) 
形式 (たとえ
ば、41°56'55.0104"N 
87°39'19.1196"W) 
の座標は含まれま
せん。

すべて (座標が英
語のキーワードの
近くにある場合)

HTTP クッキー HTTP_COOKIE いいえ CookieSet-
Cookie検出には
コンプリートまた
はヘッダーが必要
です。ヘッダーに
は、名前と値のペ
アを 1 つ以上含め
ることができます 
(例:Set-Cookie: 
id=TWlrZQand)Cookie: 
session=3948; 
lang=en。

すべて

郵送先住所 ADDRESS または 
BRAZIL_CEP_CODE 
(ブラジルの 
Código de 
Endereçamento 
Postal の場合)

いいえ キーワードは必要
ありませんが、検
出では、住所には
都市または場所の
名前および郵便番
号を含める必要が
あります。

オーストラリア、
カナダ、フラン
ス、ドイツ、イタ
リア、スペイン、
英国、米国
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検出タイプ マネージドデータ
識別子 ID

キーワードが必須 追加情報 国とリージョン

国民識別番号 国またはリージョ
ンによって異なり
ます。

BRAZIL_RG_NUMBER, 
FRANCE_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER, 
GERMANY_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER, 
ITALY_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER, 
SPAIN_DNI_NUMBER

はい、the section 
called “国民識別
番号のキーワー
ド” (p. 65) を参
照

これに
は、Documento 
Nacional de 
Identidad (DNI) 
識別子 (スペイ
ン)、フランス国
立統計経済研究
所 (INSEE) コー
ド、ドイツの国
民 ID カード番
号、Registro Geral 
(RG) 番号 (ブラ
ジル) が含まれま
す。

ブラジル、フラン
ス、ドイツ、イタ
リア、スペイン

国民保険番号 
(NINO)

UK_NATIONAL_INSURANCE_NUMBERはい、以下が含ま
れます: insurance 
no.、insurance 
number、insurance#、national 
insurance 
number、nationalinsurance#、nationalinsurancenumber、nin、nino

– 英国

パスポート番号 国またはリージョ
ンによって異なり
ます。

CANADA_PASSPORT_NUMBER, 
FRANCE_PASSPORT_NUMBER, 
GERMANY_PASSPORT_NUMBER, 
ITALY_PASSPORT_NUMBER, 
SPAIN_PASSPORT_NUMBER, 
UK_PASSPORT_NUMBER, 
USA_PASSPORT_NUMBER

はい、the section 
called “パスポー
ト番号のキーワー
ド” (p. 66) を参
照

– カナダ、フラン
ス、ドイツ、イタ
リア、スペイン、
英国、米国
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検出タイプ マネージドデータ
識別子 ID

キーワードが必須 追加情報 国とリージョン

本籍地 CANADA_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBERはい、以下が
含まれます: 
carte résident 
permanent, 
numéro carte 
résident 
permanent, 
numéro résident 
permanent, 
permanent 
resident card, 
permanent 
resident card 
number, 
permanent 
resident no, 
permanent 
resident no., 
permanent 
resident number, 
pr no, pr no., 
pr non, pr 
number, résident 
permanent 
no., résident 
permanent non

– カナダ

電話番号 国またはリージョ
ンによって異なり
ます。

BRAZIL_PHONE_NUMBER, 
FRANCE_PHONE_NUMBER, 
GERMANY_PHONE_NUMBER, 
ITALY_PHONE_NUMBER, 
PHONE_NUMBER 
(for Canada 
and the US), 
SPAIN_PHONE_NUMBER, 
UK_PHONE_NUMBER

はい、以下が
含まれます: 
cell, contact, 
fax, fax number, 
mobile, phone, 
phone number, 
tel, telephone, 
telephone number

ブラジルの場
合、キーワード
には次のものも
含まれます。cel, 
celular, fone, 
móvel, número 
residencial, 
numero 
residencial, 
telefone

これには、米国の
通話料無料の番号
とファックス番号
が含まれます。

キーワードがデー
タの近くにある場
合、番号に国コー
ドを含める必要は
ありません。

キーワードがデー
タの近くにない
場合は、番号に国
コードを含める必
要があります。

ブラジル、カナ
ダ、フランス、ド
イツ、イタリア、
スペイン、英国、
米国
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検出タイプ マネージドデータ
識別子 ID

キーワードが必須 追加情報 国とリージョン

社会保険番号 
(SIN)

CANADA_SOCIAL_INSURANCE_NUMBERはい、以下が含ま
れます: canadian 
id, numéro 
d'assurance 
sociale, sin, social 
insurance number

また、the section 
called “健康保
険と医療識別
番号のキーワー
ド” (p. 56) も参
照

– カナダ

社会保障番号 
(SSN)

国またはリー
ジョンによっ
て異なります: 
SPAIN_SOCIAL_SECURITY_NUMBER 
または 
USA_SOCIAL_SECURITY_NUMBER

はい、以下が含ま
れます:

• スペイン – 
número de la 
seguridad social, 
social security 
no., social 
security number, 
socialsecurityno#, 
ssn, ssn#

• 米国 – social 
security, ss#, 
ssn

– スペイン、米国

納税者識別番号ま
たは参照番号

国またはリージョ
ンによって異なり
ます。

AUSTRALIA_TAX_FILE_NUMBER, 
BRAZIL_CNPJ_NUMBER, 
BRAZIL_CPF_NUMBER, 
FRANCE_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER, 
GERMANY_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER, 
SPAIN_NIE_NUMBER, 
SPAIN_NIF_NUMBER, 
SPAIN_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER, 
UK_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER, 
USA_INDIVIDUAL_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER

はい、the section 
called “納税者識別
と参照番号のキー
ワード” (p. 67)
を参照

これには以下
が含まれます: 
CIF、NIE、お
よび NIF (スペ
イン)、CNPJ お
よび CPF (ブラ
ジル)、Codice 
Fiscale (イタリ
ア)、ITIN (米
国)、Steueridentifikationsnummer 
(ドイツ)、TFN 
(オーストラリ
ア)、TIN (フラ
ンス)、および 
TRN、UTR (英
国)。

オーストラリア、
ブラジル、フラン
ス、ドイツ、イタ
リア、スペイン、
英国、米国
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検出タイプ マネージドデータ
識別子 ID

キーワードが必須 追加情報 国とリージョン

車両識別番号 
(VIN)

VEHICLE_IDENTIFICATION_NUMBERはい、以下が
含まれます: 
Fahrgestellnummer, 
niv, numarul 
de identificare, 
numarul seriei 
de sasiu, numer 
VIN, Número de 
Identificação do 
Veículo, Número 
de Identificación 
de Automóviles, 
numéro 
d'identification du 
véhicule, vehicle 
identification 
number, vin, VIN 
numeris

Macie は、17 文字
のシーケンスで構
成され、ISO 3779 
および 3780 規格
に従った VIN を検
出できます。これ
らの規格は、世界
中で使用するため
に設計されていま
す。

すべて (VIN が英
語、フランス語、
ドイツ語、リト
アニア語、ポーラ
ンド語、ポルトガ
ル語、ルーマニア
語、またはスペイ
ン語のいずれかの
言語でキーワード
の近くにある場合)

運転免許証識別番号のキーワード
さまざまなタイプの運転免許証識別番号を検出するために、Macie では番号の近くにあるキーワードが必
要です。次のテーブルに、Macie が特定の国およびリージョンについて認識するキーワードのリストを示
します。

国またはリージョン キーワード

オーストラリア dl#, dl:, dlno#, driver licence, driver license, driver 
permit, drivers lic., drivers licence, driver's licence, 
drivers license, driver's license, drivers permit, 
driver's permit, drivers permit number, driving 
licence, driving license, driving permit

オーストリア führerschein, fuhrerschein, führerschein republik 
österreich, fuhrerschein republik osterreich

ベルギー fuehrerschein, fuehrerschein- nr, 
fuehrerscheinnummer, fuhrerschein, 
führerschein, fuhrerschein- nr, führerschein- nr, 
fuhrerscheinnummer, führerscheinnummer, numéro 
permis conduire, permis de conduire, rijbewijs, 
rijbewijsnummer

ブルガリア превозно средство, свидетелство за управление 
на моторно, свидетелство за управление на 
мпс, сумпс, шофьорска книжка

カナダ dl#, dl:, dlno#, driver licence, driver licences, driver 
license, driver licenses, driver permit, drivers lic., 
drivers licence, driver's licence, drivers licences, 
driver's licences, drivers license, driver's license, 
drivers licenses, driver's licenses, drivers permit, 
driver's permit, drivers permit number, driving 
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国またはリージョン キーワード
licence, driving license, driving permit, permis de 
conduire

クロアチア vozačka dozvola

キプロス άδεια οδήγησης

チェコ共和国 číslo licence, císlo licence řidiče, číslo řidičského 
průkazu, ovladače lic., povolení k jízdě, povolení 
řidiče, řidiči povolení, řidičský prúkaz, řidičský 
průkaz

デンマーク kørekort, kørekortnummer

エストニア juhi litsentsi number, juhiloa number, juhiluba, 
juhiluba number

フィンランド ajokortin numero, ajokortti, förare lic., körkort, 
körkort nummer, kuljettaja lic., permis de conduire

フランス permis de conduire

ドイツ fuehrerschein, fuehrerschein- nr, 
fuehrerscheinnummer, fuhrerschein, 
führerschein, fuhrerschein- nr, führerschein- nr, 
fuhrerscheinnummer, führerscheinnummer

ギリシャ δεια οδήγησης, adeia odigisis

ハンガリー illesztőprogramok lic, jogosítvány, jogsi, 
licencszám, vezető engedély, vezetői engedély

アイルランド ceadúnas tiomána

イタリア patente di guida, patente di guida numero, patente 
guida, patente guida numero

ラトビア autovadītāja apliecība, licences numurs, vadītāja 
apliecība, vadītāja apliecības numurs, vadītāja 
atļauja, vadītāja licences numurs, vadītāji lic.

リトアニア vairuotojo pažymėjimas

ルクセンブルグ fahrerlaubnis, führerschäin

マルタ liċenzja tas-sewqan

オランダ permis de conduire, rijbewijs, rijbewijsnummer

ポーランド numer licencyjny, prawo jazdy, zezwolenie na 
prowadzenie

ポルトガル carta de condução, carteira de habilitação, carteira 
de motorist, carteira habilitação, carteira motorist, 
licença condução, licença de condução, número 
de licença, número licença, permissão condução, 
permissão de condução
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国またはリージョン キーワード

ルーマニア numărul permisului de conducere, permis de 
conducere

スロバキア číslo licencie, číslo vodičského preukazu, ovládače 
lic., povolenia vodičov, povolenie jazdu, povolenie 
na jazdu, povolenie vodiča, vodičský preukaz

スロベニア vozniško dovoljenje

スペイン carnet conducer, el carnet de conducer, licencia 
conducer, licencia de manejo, número carnet 
conducer, número de carnet de conducer, número 
de permiso conducer, número de permiso de 
conducer, número licencia conducer, número 
permiso conducer, permiso conducción, permiso 
conducer, permiso de conducción

スウェーデン ajokortin numero, dlno# ajokortti, drivere lic., förare 
lic., körkort, körkort nummer, körkortsnummer, 
kuljettajat lic.

英国 dl#, dl:, dlno#, driver licence, driver licences, driver 
license, driver licenses, driver permit, drivers lic., 
drivers licence, driver's licence, drivers licences, 
driver's licences, drivers license, driver's license, 
drivers licenses, driver's licenses, drivers permit, 
driver's permit, drivers permit number, driving 
licence, driving license, driving permit

US dl#, dl:, dlno#, driver licence, driver licences, driver 
license, driver licenses, driver permit, drivers lic., 
drivers licence, driver's licence, drivers licences, 
driver's licences, drivers license, driver's license, 
drivers licenses, driver's licenses, drivers permit, 
driver's permit, drivers permit number, driving 
licence, driving license, driving permit

国民識別番号のキーワード
さまざまなタイプの国民識別番号を検出するために、Macie では番号の近くにあるキーワードが必要で
す。これには、Documento Nacional de Identidad (DNI) 識別子 (スペイン)、フランス国立統計経済研究所 
(INSEE) コード、ドイツの国民 ID カード番号、Registro Geral (RG) 番号 (ブラジル) が含まれます。

次のテーブルに、Macie が特定の国およびリージョンについて認識するキーワードのリストを示します。

国またはリージョン キーワード

ブラジル registro geral, rg

フランス assurance sociale, carte nationale d’identité, 
cni, code sécurité sociale, French social security 
number, fssn#, insee, insurance number, national 
id number, nationalid#, numéro d'assurance, 
sécurité sociale, sécurité sociale non., sécurité 
sociale numéro, social, social security, social 
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国またはリージョン キーワード
security number, socialsecuritynumber, ss#, ssn, 
ssn#

ドイツ ausweisnummer, id number, identification number, 
identity number, insurance number, personal id, 
personalausweis

イタリア codice fiscal, dati anagrafici, ehic, health card, 
health insurance card, p. iva, partita i.v.a., personal 
data, tax code, tessera sanitaria

スペイン dni, dni#, dninúmero#, documento nacional de 
identidad, identidad único, identidadúnico#, 
insurance number, national identification number, 
national identity, nationalid#, nationalidno#, número 
nacional identidad, personal identification number, 
personal identity no, unique identity number, 
uniqueid#

パスポート番号のキーワード
さまざまなタイプのパスポート番号を検出するには、Macie では番号の近くにあるキーワードが必要で
す。次のテーブルに、Macie が特定の国およびリージョンについて認識するキーワードのリストを示しま
す。

国またはリージョン キーワード

カナダ passeport, passeport#, passport, passport#, 
passportno, passportno#

フランス numéro de passeport, passeport, passeport #, 
passeport n °, passeport non

ドイツ ausstellungsdatum, ausstellungsort, geburtsdatum, 
passport, passports, reisepass, reisepass–nr, 
reisepassnummer

イタリア italian passport number, numéro passeport, 
numéro passeport italien, passaporto, passaporto 
italiana, passaporto numero, passport number, 
repubblica italiana passaporto

スペイン españa pasaporte, libreta pasaporte, número 
pasaporte, pasaporte, passport, passport book, 
passport no, passport number, spain passport

英国 passeport #, passeport n °, passeport non, 
passeportn °, passport #, passport no, passport 
number, passport#, passportid

US passport, travel document
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納税者識別と参照番号のキーワード
さまざまなタイプの納税者識別番号と参照番号を検出するために、Macie では番号の近くにあるキーワー
ドが必要です。次のテーブルに、Macie が特定の国およびリージョンについて認識するキーワードのリス
トを示します。

国またはリージョン キーワード

オーストラリア tax file number, tfn

ブラジル cadastro de pessoa física, cadastro de pessoa 
fisica, cadastro de pessoas físicas, cadastro de 
pessoas fisicas, cadastro nacional da pessoa 
jurídica, cadastro nacional da pessoa juridica, cnpj, 
cpf

フランス numéro d'identification fiscal, tax id, tax 
identification number, tax number, tin, tin#

ドイツ identifikationsnummer, steuer id, 
steueridentifikationsnummer, steuernummer, tax id, 
tax identification number, tax number

イタリア codice fiscal, dati anagrafici, ehic, health card, 
health insurance card, p. iva, partita i.v.a., personal 
data, tax code, tessera sanitaria

スペイン cif, cif número, cifnúmero#, nie, nif, número de 
contribuyente, número de identidad de extranjero, 
número de identificación fiscal, número de 
impuesto corporativo, personal tax number, tax id, 
tax identification number, tax number, tin, tin#

英国 paye, tax id, tax id no., tax id number, tax 
identification, tax identification#, tax no., tax 
number, tax reference, tax#, taxid#, temporary 
reference number, tin, trn, unique tax reference, 
unique taxpayer reference, utr

US i.t.i.n.、個別の納税者識別番号、itin

Amazon Macie でのカスタムデータ識別子の構築
カスタムデータ識別子は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) オブジェクト内の機密データを
検出するために定義する一連の基準です。基準は、一致するテキストパターン、オプションで文字シーケ
ンス、結果を絞り込む近接ルールを定義する正規表現 (regex) から構成されています。

カスタムデータ識別子を使用すると、従業員 ID、顧客アカウント番号、内部データの分類など、
組織の特定のシナリオ、知的財産、または独自のデータを反映する検出基準を定義できます。機
密データ検出ジョブまたは機密データの自動検出をこれらの識別子を使用するように設定する
と (p. 92) (p. 127)、Amazon Macie が提供するマネージドデータ識別子を補完する方法で (p. 49)
S3 オブジェクトを分析できます。

検出基準に加えて、カスタムデータ識別子が生成する機密データ結果のカスタム重要度設定を定義できま
す。デフォルトでは、Macie はカスタムデータ識別子の検出基準に一致するテキストの出現の数によって
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変化しません。重要度は、カスタムデータ識別子の検出基準に一致するテキストの出現の数によって変化
しません。カスタム重要度設定を定義することにより、基準に一致するテキストの出現回数に基づいて、
割り当てる重要度を指定できます。

トピック
• カスタムデータ識別子の検出基準の定義 (p. 68)
• カスタムデータ識別子の結果の重要度設定の定義 (p. 70)
• カスタムデータ識別子の作成 (p. 71)
• カスタムデータ識別子での正規表現のサポート (p. 72)

カスタムデータ識別子の検出基準の定義
各カスタムデータ識別子を作成するときに、S3 オブジェクト内で一致するテキストパターンを定義する正
規表現 (regex) を指定します。Macie は、Perl 互換正規表現 (PCRE) ライブラリによって提供される正規
表現パターン構文のサブセットをサポートしています。詳細については、正規表現のサポート (p. 72)こ
のセクションの後半を参照してください。

また、単語やフレーズなどの文字シーケンス、および結果を絞り込む近接ルールを指定することもできま
す。

[Keywords] (キーワード)

これらは、正規表現パターンに一致するテキストの近接内にある必要がある文字シーケンスです。近
接要件は、S3 オブジェクトのストレージ形式またはファイルタイプによって異なります。
• 構造化列データでは、テキストが正規表現パターンと一致し、キーワードがテキストを保存す

るフィールドまたは列の名前に含まれている場合、またはテキストの前にテキストがあり、同じ
フィールドまたはセル値内のキーワードの最大一致距離内にある場合、Macie は結果を含めます。
これは、Microsoft Excel ワークブック、CSV ファイル、および TSV ファイルに当てはまります。

• 構造化レコードベースデータでは、テキストが正規表現パターンと一致し、テキストがキーワー
ドの最大一致距離内にある場合、Macie は結果を含めます。キーワードは、テキストを保存する
フィールドまたは配列へのパス内の要素の名前に含めることも、テキストを保存するフィールド
または配列内のフィールドまたは配列内で先行して同じ値の一部にすることもできます。これは 
Apache Avro オブジェクトコンテナ、Apache Parquet ファイル、JSON ファイル、および JSON 
Lines ファイルに当てはまります。

• 非構造化データでは、テキストが正規表現パターンと一致し、テキストの前にあり、キーワードの
最大一致距離内にある場合、Macie は結果を含めます。これは、Adobe Portable Document Format 
ファイル、Microsoft Word ドキュメント、および CSV、JSON、JSON Lines、および TSV ファイ
ル以外の非バイナリテキストファイルに当てはまります。これには、これらのタイプのファイルに
含まれるテーブルなどの構造化データが含まれます。

最大 50 個のキーワードを指定できます。各キーワードには、3～90 の UTF-8 文字を含めることがで
きます。キーワードでは、大文字と小文字が区別されません。

[Maximum match distance] (最大一致距離)

これは文字ベースのキーワードの近接ルールです。Macie はこの設定を使用して、キーワードが正規
表現パターンに一致するテキストの前に存在するかどうかを判断します。この設定では、キーワー
ド全体の終わりと、正規表現パターンに一致するテキストの終わりの間に存在できる最大文字数を定
義します。テキストが正規表現パターンと一致し、1 つ以上の完全なキーワードの後に出現し、キー
ワードから指定された距離内にある場合、Macie はそのテキストを結果に含めます。それ以外の場合
は、Macie はそれを結果から除外します。

1～300 文字の距離を指定できます。デフォルトの距離は 50 文字です。最良の結果を得るには、この
距離を正規表現が検出するように設計されているテキストの最小文字数よりも大きくする必要があり
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ます。テキストの一部のみがキーワードの最大一致距離内にある場合、Macie はその結果を結果に含
めないようにします。

[Ignore words] (無視する単語)

これらは、結果から除外する文字シーケンスです。テキストが正規表現パターンと一致しても、無視
する単語が含まれている場合、Macie はその結果を結果に含めないようにします。

無視する単語を 10 個まで指定できます。無視する単語には、4～90 の UTF-8 文字を含めることがで
きます。無視する単語では、大文字と小文字が区別されます。

たとえば、多くの企業は、従業員 ID の特定の構文を持っています。そのような構文の 1 つは、従業員が
フルタイム (F) またはパートタイム (P) の従業員であるかを示す大文字で、その後にハイフン (-)、その後
に従業員を識別する 8 桁のシーケンスが続きます。例としては、正社員の場合は F-12345678、パートタ
イムの従業員の場合は P-87654321 です。

この構文を使用する従業員 ID を検出するためのカスタムデータ識別子を作成する場合は、次の正規表現
を使用できます: [A-Z]-\d{8}。分析を絞り込み、誤検出を回避するために、カスタムデータ識別子を設
定して employee および employee ID というキーワードを使用し、最大 20 文字の一致距離を設定するこ
ともできます。これらの条件では、正規表現に一致するテキストが結果に含まれるのは、テキストがキー
ワード「従業員 ID」または「従業員 ID」の後にあり、すべてのテキストがそれらのキーワードのいずれか
の 20 文字以内にある場合のみです。

キーワードが機密データを見つけて誤検出を回避するのにどのように役立つかを示すデモについては、次
の動画をご覧ください。Amazon Macie がキーワードを使用して機密データを検出する方法。
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カスタムデータ識別子の結果の重要度設定の定義
カスタムデータ識別子を作成するときに、識別子が生成する機密データの結果のカスタム重要度設定を
定義することもできます。デフォルトでは、Macie はカスタムデータ識別子が生成するすべての結果に
「中」の重要度を割り当てます。S3 オブジェクトにカスタムデータ識別子の検出条件と一致するテキスト
が 1 つ以上含まれている場合、Macie は結果の結果に自動的に「中」を割り当てます。

カスタム重要度設定を使用すると、カスタムデータ識別子の検出基準に一致するテキストの出現回数
に基づいて、割り当てる重要度を指定できます。これを行うには、以下の最大 3 つの重要度レベルで
[occurrences thresholds] (出現しきい値) を定義します: [Low] (低) (最小重要度)、[Medium] (ミディアム)、
および [High] (高) (最大重要度)。出現回数のしきい値は、指定された重要度で結果を得るために S3 オブ
ジェクトに存在する必要がある一致の最小数です。複数のしきい値を指定する場合は、しきい値を重要度
の昇順に、「低」から「高」に移動する必要があります。

たとえば、次の図は 3 つの出現しきい値を指定するカスタムデータ識別子の重要度設定 (Macie がサポー
トする重要度レベルごとに 1 つ) を示しています。

次のテーブルに、カスタムデータ識別子が生成する結果の重要度を示します。

出現しきい値 重要度レベル 結果

1 低 S3 オブジェクトに、検出基準に
一致するテキストが 1 ～ 49 件含
まれている場合、結果の重要度
は「低」になります。

50 中 S3 オブジェクトに、検出条件に
一致するテキストが 50 ～ 99 回
含まれている場合、結果の重大
度は「中」になります。

100 高 S3 オブジェクトに検出条件に一
致するテキストが 100 回以上含
まれている場合、結果の重要度
は「高」になります。

重要度設定を使用して、結果を作成するかどうかを指定することもできます。S3 オブジェクトに含まれる
出現の回数が最小出現しきい値よりも少ない場合、Macie は結果を作成しません。
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カスタムデータ識別子の作成
Amazon Macie コンソールを使用してカスタムデータ識別子を作成するには、次のステップに従います。
カスタムデータ識別子をプログラムで作成するには、Amazon Macie CreateCustomDataIdentifierAPIのオ
ペレーションを使用します。

カスタムデータ識別子を作成するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Settings] (設定) の下で、[Custom Data Identifier] (カスタムデータ識別子) を

選択します。
3. [Create] (作成) を選択します。
4. [Name] (名前) では、カスタムデータ識別子の名前を入力します。名前には最大 128 文字を含めるこ

とができます。

名前に機密データを含めないようにしてください。Macie で実行できるアクションによっては、アカ
ウントの他のユーザーがこの名前を確認できる場合があります。

5. (オプション) [説明] に、カスタムデータ識別子の簡単な説明を入力します。説明には最大 512 文字を
含めることができます。

説明に機密データを含めないようにしてください。Macie で実行できるアクションによっては、アカ
ウントの他のユーザーがこの説明を確認できる場合があります。

6. [Regular expression] (正規表現) では、一致するテキストパターンを定義する正規表現 (regex) を入力
します。正規表現には最大 512 文字を含めることができます。サポートされている構文と制約の詳細
については、このセクションで後ほど説明される「正規表現のサポート (p. 72)」を参照してくださ
い。

7. (オプション) [Keywords] (キーワード) では、最大 50 文字のシーケンス (カンマ区切り) を入力して、
正規表現パターンに一致するテキストの近接内にある必要があるテキストを定義します。各キーワー
ドには、3～90 の UTF-8 文字を含めることができます。キーワードでは、大文字と小文字が区別され
ません。

前のトピックで説明したように (p. 68)、テキストが正規表現パターンと一致し、テキストがこれら
のキーワードのいずれかの最大一致距離内にある場合にのみ、Macie が結果に出現を含めます。

8. (オプション) [Ignore words] (無視する単語) では、結果から除外する特定のテキストを定義する 10 文
字のシーケンス (カンマ区切り) を入力します。無視する単語には、4～90 の UTF-8 文字を含めること
ができます。無視する単語では、大文字と小文字が区別されます。

Macie は、テキストが正規表現パターンと一致しても、これらの無視する単語のいずれかが含まれて
いる場合、結果から出現を除外します。

9. (オプション) [最大一致距離] に、キーワードの終わりと、正規表現パターンに一致するテキストの終
わりの間に存在できる最大文字数を入力します。距離は 1〜300 文字です。デフォルトの距離は 50 文
字です。

前のトピックで説明したように (p. 68)、テキストが正規表現パターンと一致し、テキストが完全な
キーワードからこの距離内にある場合にのみ、Macie は結果に出現箇所を含めます。

10. 「重要度」では、カスタムデータ識別子が生成する機密データ結果に Macie がどのように重要度を割
り当てるかを選択します。

• [Medium] (ミディアム) 重要度をすべての結果に自動的に割り当てるには、[任意の数の一致に対して
ミディアム重要度を使用する (デフォルト)] を選択します。このオプションでは、該当する S3 オブ
ジェクトに検出条件に一致するテキストが 1 つ以上含まれている場合、Macie は結果の重要度を自
動的に「中」に設定します。

• 指定した発生回数しきい値に基づいて重要度を割り当てるには、[カスタム設定を使用して重要度を
決定する] を選択します。次に、[occurrences threshold] (出現しきい値) および [Severity level] (重要
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度レベル) オプションを使用して、選択した重要度で結果を生成するために S3 オブジェクトに存在
する必要がある一致の最小数を指定します。

たとえば、検出条件に一致するテキストが 100 回以上出現する結果に「高」を割り当てるには、
「出現回数のしきい値」100 ボックスに入力し、「重要度」リストから「高」を選択します。

Macie がサポートする重大度レベルごとに 1 つずつ、最大 3 つの出現しきい値を指定できます:
[Low] (低) (最小の重要度の場合)、[Medium] (ミディアム)、または [High] (高) (最大の重要度の場
合)。1 を超える値を指定する場合、しきい値は重要度で昇順 ([Low] (低) から [High] (高) に移動) で
ある必要があります。S3 オブジェクトに含まれる出現の回数が最小指定しきい値よりも少ない場
合、Macie は結果を作成しません。

11. (オプション) [タグ] で [タグを追加] を選択し、カスタムデータ識別子に割り当てるタグを 50 個まで入
力します。

タグは、AWS定義して特定の種類のリソースに割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキー
とオプションのタグ値で構成されています。タグを使用すると、目的、所有者、環境、その他の
条件などさまざまな方法で、リソースを識別、分類し、管理することができます。詳細について
は、Amazon Macie リソースのタグ付け (p. 373) を参照してください。

12. （オプション）「評価」では、「サンプルデータ」ボックスに最大1,000文字を入力してから、「テス
ト」を選択して検出基準をテストします。Macie はサンプルデータを評価し、基準に一致するテキス
トの出現回数をレポートします。基準を調整して最適化するために、このステップを何回でも繰り返
すことができます。

Note

カスタムデータ識別子を保存する前に、検出基準をテストして調整することを強くお勧めし
ます。カスタムデータ識別子は、機密データ検出ジョブで使用されるため、カスタムデータ
識別子は保存後に編集することはできません。これにより、実施するデータプライバシーと
保護の監査または調査に関する機密データの調査結果と検出結果のイミュータブルな履歴を
確実に保持できます。

13. 完了したら、[Submit] (送信) を選択します。

Macie は設定をテストし、正規表現をコンパイルできることを確認します。いずれかの設定に問題がある
と、エラーが発生します。エラーを解決したら、カスタムデータ識別子を保存できます。その後、その識
別子を使用するように機密データ検出ジョブを作成して設定できます (p. 136)。

カスタムデータ識別子での正規表現のサポート
Macie は、Perl 互換正規表現 (PCRE) ライブラリによって提供される正規表現パターン構文のサブセット
をサポートしています。PCRE ライブラリによって提供される構成のうち、Macie は次のパターン要素を
サポートしていません。

• バックリファレンス
• キャプチャグループ
• 条件付きパターン
• 埋め込みコード
• グローバルパターンフラグ (/i、/m、および /x など)
• 再帰的なパターン
• 正と負のルックビハインドおよびルックアヘッドのゼロ幅アサーション (?=、?!、?<=、および ?<! な

ど)。

カスタムデータ識別子の効果的な正規表現パターンを作成するには、次のヒントとレコメンデーションに
も注意してください。
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• [Anchors] (アンカー$) —^ 行の先頭または末尾ではなく、ファイルの先頭または末尾にパターンが表示
されることを想定している場合にのみ、アンカー (または) を使用します。

• [Bounded repeats] (有界リピート) — パフォーマンス上の理由から、Macie は有界リピートグループのサ
イズを制限します。たとえば、\d{100,1000} は Macie ではコンパイルしません。この機能に近づく
には、\d{100,} のようなオープンエンドリピートを使用できます。

• [Case insensitivity] (大文字と小文字を区別しない) — パターンの一部で大文字と小文字を区別しないよ
うにするには、/i フラグの代わりに (?i) 構成を使用します。

• [Performance] (パフォーマンス) — プレフィックスや交代を手動で最適化する必要はありません。たと
えば、/hello|hi|hey/ から /h(?:ello|i|ey)/ に変更してもパフォーマンスは向上しません。

• [Wildcards] (ワイルドカード) — パフォーマンス上の理由から、Macie はワイルドカードの繰り返し数を
制限します。たとえば、a*b*a* は Macie ではコンパイルしません。

不正な形式または長時間実行される式から保護するために、Macie はサンプルテキストのコレクションに
対して正規表現パターンを自動的にテストします。

Amazon Macie 許可リストによる機密データの例外
の定義

Amazon Macie の許可リストを使用すると、Macie が Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) オブ
ジェクトの機密データを検査するときに無視したい場合に役立ちます。これらは通常、特定のシナリオ
や環境における機密データの例外です。データが許可リストのテキストまたはテキストパターンと一致
する場合、データが管理データ識別子の基準に一致していても (p. 49)、Macie はデータを報告しませ
ん (p. 67)。許可リストを使用することで、Amazon S3 データの分析を絞り込み、ノイズを減らすこと
ができます。

Macie では、次の 2 種類の許可リストを作成して使用できます。

• 定義済みのテキスト — このタイプのリストでは、無視する特定の文字列を指定します。たとえば、組織
の代表者の名前、特定の電話番号、または組織がテストに使用する特定のサンプルデータなどです。こ
のタイプのリストを使用する場合、Macie はリスト内のエントリ全体と完全に一致するテキストを無視
します。

このタイプの「許可リスト」は、通常、機密性が低く、変更される可能性が低く、必ずしも共通のパ
ターンに従っているとは限らない特定の単語、フレーズ、その他の種類の文字列を指定したい場合に役
立ちます。

• 正規表現 — このタイプのリストでは、無視するテキストパターンを定義する正規表現 (regex) を指定し
ます。たとえば、組織の公衆電話番号、組織のドメインのメールアドレス、または組織がテストに使用
するパターン化されたサンプルデータなどです。このタイプのリストを使用する場合、Macie はリスト
で定義されたパターンに完全に一致するテキストは無視されます。

このタイプの許可リストは、共通のパターンに準拠させつつ、機密性はないが変更する、または変更さ
れる可能性が高いテキストを指定したい場合に役立ちます。

許可リストを作成したら、機密データ検出ジョブを作成してそのジョブを使用するように構成した
り (p. 136)、機密データの自動検出設定に追加したりできます (p. 98)。その後、Macie はリストを使
用してデータを分析します。Macie が許可リスト内のエントリまたはパターンに一致するテキストを見つ
けた場合、Macie は機密データの結果、統計情報、およびその他の種類の結果でそのテキストの出現を報
告しません。

アジアパシフィック (大阪) リージョンを除く、Macie が現在利用可能なすべての AWS リージョン で許可
リストを作成して使用できます。

トピック
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• Amazon Macie のリストオプションと要件を許可する (p. 74)
• Amazon Macie での許可リストの作成と管理 (p. 81)

Amazon Macie のリストオプションと要件を許可する
Amazon Macie では、許可リストを使用して、機密データの Amazon SSimple Storage Service (Amazon 
S3) オブジェクトを検査する際に、Macie が無視するテキストまたはテキストパターンを指定できま
す。Macie には、定義済みのテキストと正規表現の 2 種類の許可リストが用意されています。

機密性が低いと思われる特定の単語、フレーズ、その他の種類の文字列を Macie に無視させたい場合に役
立ちます。例としては、組織の公的代表者の名前、特定の電話番号、組織がテストに使用する特定のサン
プルデータなどがあります。Macie が管理データ識別子の基準またはカスタムデータ識別子の基準に一致
するテキストを見つけて、そのテキストが許可リストのエントリにも一致する場合、Macie は機密データ
の調査結果、統計、その他の種類の結果にテキストの出現を報告しません。

共通のパターンに従いながら、Macie に変化する、または変更される可能性が高いテキストを無視させた
い場合に役立ちます。正規表現は、無視するテキストパターンを指定します。例としては、組織の公衆電
話番号、組織のドメインのメールアドレス、組織がテストに使用するパターン化されたサンプルデータな
どがあります。Macie が管理データ識別子の基準またはカスタムデータ識別子の基準に一致するテキスト
を検出し、そのテキストが許可リストの正規表現パターンにも一致する場合、Macie は機密データの調査
結果、統計、その他の種類の結果にそのテキストの出現を報告しません。

アジアパシフィック (大阪) リージョンを除く、Macie が現在利用可能なすべてので許可リストを作成して
使用できます。AWS リージョン許可リストを作成および管理する際には、次のオプションと要件を念頭に
置いてください。また、郵送先住所の許可リストエントリと正規表現パターンはサポートされていないこ
とにも注意してください。

トピック
• 定義済みテキストリストのオプションと要件 (p. 74)

• 構文:要件 (p. 75)
• ストレージの要件 (p. 75)
• 暗号化/復号化の要件 (p. 76)
• 設計の考慮事項とレコメンデーション (p. 77)

• 許可リスト内の正規表現のオプションと要件 (p. 78)
• シンタックスサポートと推奨事項 (p. 79)
• 例 (p. 80)

定義済みテキストリストのオプションと要件
このタイプの許可リストでは、無視する特定の文字シーケンスをリストした行区切りのプレーンテキスト
ファイルを指定します。リストのエントリは通常、機密性が低く、変更される可能性が低く、必ずしも特
定のパターンに従っているとは限らない単語、フレーズ、その他の種類の文字列です。このタイプのリス
トを使用する場合、Amazon Macie はリスト内のエントリと完全に一致するテキストの出現を報告しませ
ん。Macie は、各リストエントリを文字列リテラル値として扱います。

このタイプの許可リストを使用するには、まずテキストエディターでリストを作成し、それをプレーン
テキストファイルとして保存します。次に、リストを S3 バケットにアップロードし、バケットとオブ
ジェクトのストレージと暗号化の設定で、Macie がリストを取得して復号化できることを確認します。次
に、Macie でリストの設定を作成して設定します (p. 82)。

Macie で設定を構成したら、アカウントまたは組織の代表的な少数のデータセットを使用して許可リスト
をテストすることをお勧めします。リストをテストするには、1 回限りのジョブを作成し (p. 136)、デー
タ分析に通常使用する管理データ識別子やカスタムデータ識別子に加えて、そのリストを使用するように
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ジョブを構成できます。その後、ジョブの結果（機密データ結果、機密データ検出結果、またはその両
方）を確認できます。ジョブの結果が予想と異なる場合は、期待どおりの結果が得られるまでリストを変
更してテストできます。

許可リストの設定とテストが完了したら、その許可リストを使用する追加のジョブを作成して構成した
り、アカウントの自動機密データ検出設定に追加したりできます。これらのジョブの実行が開始される
か、次の自動検出分析サイクルが開始されると、Macie は Amazon S3 からリストの最新バージョンを取
得し、一時メモリに保存します。その後、Macie はリストの一時的なコピーを使用して S3 オブジェクト
に機密データがないかを検査します。ジョブの実行が終了するか、分析サイクルが完了すると、Macie は
リストのコピーをメモリから完全に削除します。そのリストは Macie には残っていません。リストの設定
のみが Macie に残ります。

Important

定義済みのテキストのリストは Macie には保存されないため、許可リストのステータスを定期的
に確認することが重要です (p. 86)。ジョブまたは自動検出を使用するように設定したリスト
を Macie が取得または解析できない場合、Macie はそのリストを使用しません。これにより、リ
ストに指定したテキストで機密データが見つかるなど、予期しない結果が生じる可能性がありま
す。

トピック
• 構文:要件 (p. 75)
• ストレージの要件 (p. 75)
• 暗号化/復号化の要件 (p. 76)
• 設計の考慮事項とレコメンデーション (p. 77)

構文:要件

このタイプの許可リストを作成するときは、リストのファイルに関する次の要件に注意してください。

• リストは、.txt、.text、.plain ファイルなどのプレーンテキスト (text/plain) ファイルとして保存する
必要があります。

• リストでは、個々のエントリを区切るには改行を使用する必要があります。例:

Akua Mansa
John Doe
Martha Rivera
425-555-0100
425-555-0101
425-555-0102

Macie は、各行をリスト内の 1 つの個別のエントリとして扱います。読みやすくするために、ファイル
には空白行を含めることもできます。Macie はファイルの解析時に空白行をスキップします。

• 各エントリには、1 ～ 90 文字の UTF ～ 8 文字を使用できます。
• 無視するには、各エントリがテキストと完全に一致している必要があります。Macie は、エントリにワ

イルドカード文字または部分的な値の使用をサポートしていません。Macie は、各エントリを文字列リ
テラル値として扱います。一致では大文字と小文字は区別されません。

• このファイルには、1 ～ 100,000 個のエントリを含めることができます。
• ファイルの合計ストレージサイズは 35 MB を超えることはできません。

ストレージの要件

Amazon S3 で許可リストを追加して管理する際には、以下のストレージ要件と推奨事項に注意してくださ
い。
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• 地域サポート — 許可リストは MacieAWS リージョン アカウントと同じ S3 バケットに保存する必要が
あります。許可リストが別の地域に保存されている場合、Macie はアクセスできません。

• バケットの所有権 — 許可リストは、自分が所有する S3 バケットに保存する必要がありますAWS アカ
ウント。他のアカウントにも同じ許可リストを使用させたい場合は、Amazon S3 レプリケーションルー
ルを作成して、そのアカウントが所有するバケットにリストを複製することを検討してください。S3 オ
ブジェクトの複製については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「オブジェクトの複
製」を参照してください。

さらに、AWS Identity and Access Management (IAM) ID には、リストを保存する S3 バケットとオブ
ジェクトへの読み取りアクセス権が必要です。そうしないと、Macie を使用してリストの設定を作成ま
たは更新したり、リストのステータスを確認したりできなくなります。

• バケットポリシー — 制限があるバケットポリシーを持つS3 バケットに許可リストを保存する場合、
ポリシーが Macie がリストを取得することを許可していることを確認してください。これを行うに
は、Macie のサービスにリンクされたロールの条件をバケットポリシーに追加できます。詳細について
は、「Macie が S3 バケットおよびオブジェクトにアクセスすることを許可する (p. 44)」を参照してく
ださい。

また、ポリシーが IAM ID にバケットへの読み取りアクセス権を持つことを許可していることを確認して
ください。そうしないと、Macie を使用してリストの設定を作成または更新したり、リストのステータ
スを確認したりできなくなります。

• オブジェクトパス — Amazon S3 に複数の許可リストを保存する場合、各リストのオブジェクトパスは
一意でなければなりません。つまり、各許可リストはそれぞれ独自の S3 オブジェクトとして個別に保
存する必要があります。

• ストレージクラス — 許可リストは、低冗長化ストレージ (RR)、S3 Instant Tiering、S3 Standard、また
は S3 標準 — IA) を使用して直接 Amazon S3 に保存する必要があります。

• バージョニング — S3 バケットに許可リストを追加するときは、バケットのバージョニングも有効にす
ることをお勧めします。次に、日付と時刻の値を使用して、リストのバージョンと、そのリストを使用
する機密データ検出ジョブおよび自動機密データ検出サイクルの結果を関連付けることができます。こ
れは、実施するデータプライバシーと保護の監査または調査に役立ちます。

• オブジェクトロック — 許可リストが一定期間または無期限に削除または上書きされないようにする
には、リストを保存する S3 バケットのオブジェクトロックを有効にします。この設定を有効にして
も、Macie がリストにアクセスできなくなることはありません。詳細については、Amazon Simple 
Storage Service ユーザーガイドの「S3 オブジェクトロックの使用」を参照してください。

暗号化/復号化の要件

Amazon S3 で許可リストを暗号化する場合、通常、Macie (p. 359) のアクセス許可ポリシーは、リスト
を復号化するために必要なアクセス許可を Macie に付与します。ただし、これは使用されている暗号化の
タイプによって異なります。

• Amazon S3 マネージドキー (SSE-S3) またはマネージド (AWSAWS KMS keyマネージド SSE-KMS) を
使用してリストが暗号化されている場合、Macie はリストを復号化できます。AWSMacie アカウントの
サービスにリンクされたロールは、Macie に必要な権限を付与します。

• カスタマーマネージドAWS KMS key (カスタマーマネージド SSE-KMS) でサーバー側の暗号化を使用し
て暗号化されている場合、Macie がキーを使用することを許可している場合のみ、Macie はリストを復
号化できます。これを行う方法については、「Macie のカスタマーマネージド KMS キーの使用を許可
する (p. 167)」を参照してください。

Note

AWS KMS key外部のキーストアで管理されている顧客のリストを暗号化できます。ただし、そ
の場合、キーは完全に内部で管理されているキーよりも遅く、信頼性が低下する可能性があり
ますAWS KMS。レイテンシーまたは可用性の問題により Macie がリストを復号化できない場
合、Macie は S3 オブジェクトの分析時にリストを使用しません。これにより、リストに指定
したテキストで機密データが見つかるなど、予期しない結果が生じる可能性があります。この
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リスクを軽減するには、キーを S3 バケットキーとして使用するように設定された S3 バケット
にリストを保存することを検討してください。
外部キーストアでの KMS キーの使用については、『AWS Key Management Service開発者
ガイド』の「外部キーストア」を参照してください。S3 バケットキー使用の詳細について
は、Amazon Storage Service ユーザーガイドの「Amazon S3 imple Storage Service ユーザー
ガイド」を参照してください。

• 顧客提供のキーを使用したサーバー側の暗号化 (SSE-C) またはクライアント側の暗号化を使用して暗号
化されている場合、Macie はリストを復号化できません。代わりに SSE-S3 または SSE-KMS 暗号化を
使用することを検討してください。

AWSリストがマネージド KMS キーまたはカスタマーマネージド KMS キーで暗号化されている場合、あ
なたのAWS Identity and Access Management (IAM) ID にもキーの使用を許可する必要があります。そうし
ないと、Macie を使用してリストの設定を作成または更新したり、リストのステータスを確認したりでき
なくなります。KMS キーの権限を確認または変更する方法については、AWS Key Management Service開
発者ガイドの「キーポリシー」を参照してください。AWS KMS

Amazon S3 データの暗号化オプションの詳細については、Amazon Storage Service ユーザーガイド
の「暗号化を使用したデータの保護」を参照してください。

設計の考慮事項とレコメンデーション

通常、Macie は許可リストの各エントリを文字列リテラル値として扱います。つまり、Macie は許可リス
ト内のエントリと完全に一致するテキストが出現するたびに無視します。一致では大文字と小文字は区別
されません。

ただし、Macie はエントリをより大規模なデータ抽出および分析フレームワークの一部として使用してい
ます。このフレームワークには、文法や構文のバリエーションや、多くの場合、キーワードの近接性など
を考慮した機械学習とパターンマッチング機能が含まれています。フレームワークは、S3 オブジェクトの
ファイルタイプまたはストレージ形式も考慮します。そのため、許可リストにエントリを追加して管理す
る際には、次の考慮事項と推奨事項を念頭に置いてください。

さまざまなファイルタイプとストレージ形式に対応

Adobe Portable Document Format（.pdf）ファイル内のテキストなどの非構造化データの場合、Macie 
は、複数行または複数ページにまたがるテキストを含め、許可リストのエントリと完全に一致するテ
キストを無視します。

CSV ファイルの列データや JSON ファイル内のレコードベースのデータなどの構造化データの場合、
すべてのテキストが 1 つのフィールド、セル、または配列に格納されている場合、Macie は許可リ
ストのエントリと完全に一致するテキストを無視します。この要件は、.pdf ファイル内のテーブルな
ど、他の方法では構造化されていないファイルに保存されている構造化データには適用されません。

たとえば、CSV ファイル内の次のコンテンツについて考えます。

Name,Account ID
Akua Mansa,111111111111
John Doe,222222222222

が許可リスト内のエントリである場合Akua Mansa、MacieJohn Doe は CSV ファイル内のそれらの
名前を無視します。各リストエントリの全文は 1Name つのフィールドに保存されます。

逆に、次の列とフィールドを含む CSV ファイルを考えてみましょう。

First Name,Last Name,Account ID
Akua,Mansa,111111111111
John,Doe,222222222222
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が許可リスト内のエントリである場合Akua Mansa、MacieJohn Doe は CSV ファイル内のそれらの
名前を無視しません。CSV ファイルのどのフィールドにも、許可リスト内のエントリの完全なテキス
トが含まれていません。

一般的なバリエーションを含める

数値データ、固有名詞、用語、英数字の文字列の一般的なバリエーションのエントリを追加します。
たとえば、単語間にスペースが 1 つしかない名前やフレーズを追加する場合は、単語間にスペースが 
2 つ入ったバリエーションも追加します。同様に、特殊文字を含む単語と含まない単語やフレーズを
追加し、一般的な構文や意味のバリエーションを含めることを検討してください。

たとえば、米国の電話番号が 425-555-0100 の場合、次のエントリを許可リストに追加できます。

425-555-0100
425.555.0100
(425) 555-0100
+1-425-555-0100

多国籍な状況では、2022年2月1日の日付に、英語とフランス語の一般的な構文上のバリエーションを
含むエントリを追加できます。これには、特殊文字を含むバリエーションと含まないバリエーション
も含まれます。

February 1, 2022
1 février 2022
1 fevrier 2022
Feb 01, 2022
1 fév 2022
1 fev 2022
02/01/2022
01/02/2022

人の名前には、機密ではないと思われるさまざまな形式の名前のエントリを含めてください。たとえ
ば、苗字と苗字、苗字の後に苗字、スペースで区切った苗字、2 つのスペースで区切った名前、ニッ
クネームなどがあります。

たとえば、Martha Rivera という名前には、次のように追加できます。

Martha Rivera
Martha  Rivera
Rivera, Martha
Rivera,  Martha
Rivera Martha
Rivera  Martha

多くの部分を含む特定の名前のバリエーションを無視したい場合は、代わりに正規表現を使用する許
可リストを作成してください。たとえば、Dr. Martha Lyda Rivera, PhD という名前には、次の正規表
現を使用できます^(Dr. )?Martha\s(Lyda|L\.)?\s?Rivera,?( PhD)?$。

許可リスト内の正規表現のオプションと要件
このタイプの許可リストでは、無視するテキストパターンを定義する正規表現 (regex) を指定します。た
とえば、組織の公衆電話番号、組織のドメインのメールアドレス、または組織がテストに使用するパター
ン化されたサンプルデータなどです。正規表現は、機密と見なさない特定の種類のデータに共通するパ
ターンを定義します。このタイプの許可リストを使用する場合、Amazon Macie は指定されたパターンに
完全に一致するテキストの出現を報告しません。無視する定義済みのテキストが指定されている許可リス
トとは異なり、正規表現と他のすべてのリスト設定を Macie で作成して保存します。

このタイプの許可リストを作成または更新すると、リストを保存する前にリストの正規表現をサンプル
データでテストできます。これは複数のサンプルデータセットで行うことをお勧めします。あまりにも一
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般的な正規表現を作成すると、Macie は機密と見なされるテキストの出現箇所を無視する可能性がありま
す。正規表現が具体的すぎる場合、Macie は機密と見なさないと思われるテキストの出現を無視しないこ
とがあります。不正な形式または長時間実行される式から保護するために、Macie はサンプルテキストの
コレクションに対して正規表現を自動的にコンパイルしてテストし、対処すべき問題点を通知します。

追加のテストとして、アカウントや組織の代表的な少数のデータセットでリストの正規表現をテストする
こともお勧めします。そのためには、1 回限りのジョブを作成し (p. 136)、データ分析に通常使用する
管理データ識別子やカスタムデータ識別子に加えてリストを使用するようにジョブを構成できます。その
後、ジョブの結果（機密データ結果、機密データ検出結果、またはその両方）を確認できます。ジョブの
結果が予想と異なる場合は、結果が期待どおりになるまで正規表現を変更してテストできます。

許可リストを設定してテストしたら、それを使用する追加のジョブを作成して構成したり、アカウントの
自動機密データ検出設定に追加したりできます。これらのジョブを実行するか、Macie がアカウントの自
動検出を実行すると、Macie はリストの最新バージョンの正規表現を使用してデータを分析します。

トピック
• シンタックスサポートと推奨事項 (p. 79)
• 例 (p. 80)

シンタックスサポートと推奨事項

許可リストには、512 文字までの正規表現 (regex) を指定できます。Macie は、Perl 互換正規表現 (PCRE) 
ライブラリによって提供される正規表現パターン構文のサブセットをサポートしています。PCRE ライブ
ラリによって提供される構成のうち、Macie は次のパターン要素をサポートしていません。

• バックリファレンス
• キャプチャグループ
• 条件付きパターン
• 埋め込みコード
• グローバルパターンフラグ (/i、/m、および /x など)
• 再帰的なパターン
• 正と負のルックビハインドおよびルックアヘッドのゼロ幅アサーション (?=、?!、?<=、および ?<! な

ど)。

許可リストの効果的な正規表現パターンを作成するには、次のヒントとレコメンデーションにも注意して
ください。

• アンカー —^ 行の先頭または末尾ではなく、ファイルの先頭または末尾にパターンが表示されることを
想定している場合にのみ、アンカー (または$) を使用します。

• [Bounded repeats] (有界リピート) — パフォーマンス上の理由から、Macie は有界リピートグループのサ
イズを制限します。たとえば、\d{100,1000} は Macie ではコンパイルしません。この機能に近づく
には、\d{100,} のようなオープンエンドリピートを使用できます。

• [Case insensitivity] (大文字と小文字を区別しない) — パターンの一部で大文字と小文字を区別しないよ
うにするには、/i フラグの代わりに (?i) 構成を使用します。

• [Performance] (パフォーマンス) — プレフィックスや交代を手動で最適化する必要はありません。たと
えば、/hello|hi|hey/ から /h(?:ello|i|ey)/ に変更してもパフォーマンスは向上しません。

• [Wildcards] (ワイルドカード) — パフォーマンス上の理由から、Macie はワイルドカードの繰り返し数を
制限します。たとえば、a*b*a* は Macie ではコンパイルしません。

• 代替 — 1つの許可リストに複数のパターンを指定するには、代替演算子 (|) を使用してパターンを連結
できます。これを行うと、Macie は OR ロジックを使用してパターンを結合し、新しいパターンを形成
します。たとえば、指定した場合(apple|orange)、Macie は apple と orange の両方が一致するもの
として認識し、両方の単語が出現しても無視します。パターンを連結する場合は、連結式全体の長さを
必ず 512 文字以下に制限してください。
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最後に、正規表現を作成するときは、さまざまなファイルタイプと格納形式に対応するように設計しま
す。Macie は、大規模なデータ抽出および分析フレームワークの一部として正規表現を使用しています。
フレームワークは S3 オブジェクトのファイルタイプまたはストレージ形式を考慮します。CSV ファイル
の列データや JSON ファイル内のレコードベースのデータなどの構造化データでは、すべてのテキスト
が 1 つのフィールド、セル、または配列に格納されている場合にのみ、Macie はパターンに完全に一致す
るテキストを無視します。この要件は、Adobe Portable Document Format（.pdf）ファイルの表など、他
の方法では構造化されていないファイルに保存されている構造化データには適用されません。.pdf ファイ
ル内のテキストなどの非構造化データの場合、Macie は複数行または複数ページにまたがるテキストを含
め、パターンに完全に一致するテキストを無視します。

例
以下の例は、いくつかの一般的なシナリオで有効な正規表現パターンを示しています。

E メールアドレス

カスタムデータ識別子を使用してメールアドレスを検出する場合、組織のメールアドレスなど、機密
ではないと思われるメールアドレスは無視できます。

特定のセカンドレベルドメインとトップレベルドメインのメールアドレスを無視するには、次のパ
ターンを使用できます。

[a-zA-Z0-9_.+\\-]+@example\.com

ここで、example はセカンドレベルドメインの名前で、com はトップレベルドメインです。この場
合、Macie は johndoe@example.com や john.doe@example.com などのアドレスを照合して無視しま
す。

.com や.gov などの汎用トップレベルドメイン (gTLD) の特定のドメインのメールアドレスを無視する
には、次のパターンを使用できます。

[a-zA-Z0-9_.+\\-]+@example\.[a-zA-Z]{2,}

ここで、###########。この場合、Macie は
johndoe@example.com、john.doe@example.gov、johndoe@example.edu などのアドレスを照合して
無視します。

カナダの場合は.ca、オーストラリアの場合は.au など、いずれかの国別コードトップレベルドメイン 
(ccTLD) 内の特定のドメインのメールアドレスを無視するには、次のパターンを使用できます。

[a-zA-Z0-9_.+\\-]+@example\.(ca|au)

ここで、##########、ca と au は無視すべき特定の ccTLDs です。この場合、Macie は
johndoe@example.ca や john.doe@example.au などのアドレスを照合して無視します。

特定のドメインとgTLD メールアドレスで、第3レベルと第4レベルのドメインを含むメールアドレス
を無視するには、次のパターンを使用できます。

[a-zA-Z0-9_.+\\-]+@([a-zA-Z0-9-]+\.)?[a-zA-Z0-9-]+\.example\.com

ここで、example はドメインの名前で、com は gTLD です。この場合、Macie は
johndoe@www.example.com や john.doe@www.team.example.com などのアドレスを照合して無視し
ます。

[電話番号]

Macie は、複数の国や地域の電話番号を検出できるマネージドデータ識別子を提供しています。組織
のフリーダイヤル番号や公衆電話番号など、特定の電話番号を無視するには、次のようなパターンを
使用できます。

800 の市外局番を使用し、(800) ###-#### 形式になっている米国のフリーダイヤルの電話番号を無視
するには:
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^\(?800\)?[ -]?\d{3}[ -]?\d{4}$

888の市外局番を使用し、(888) ###-##### という形式の米国のフリーダイヤルの電話番号を無視する
には:

^\(?888\)?[ -]?\d{3}[ -]?\d{4}$

33の国コードを含む+33 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## 
## ## ## ##

^\+33 \d( \d\d){4}$

特定の市外局番と交換コードを使用する米国およびカナダの電話番号を無視するには、国コードを含
めず、(###) ##-###### 形式にしてください。

^\(?123\)?[ -]?555[ -]?\d{4}$

123#######、555########。

特定の市外局番と交換コードを使用する米国およびカナダの電話番号を無視するには、国番号を含め
て +1 (###) ##-##### の形式で入力してください。

^\+1\(?123\)?[ -]?555[ -]?\d{4}$

123#######、555########。

Amazon Macie での許可リストの作成と管理
Amazon Macie では、許可リストによって、Macie が Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) オブ
ジェクトの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) オブジェクトを検査する際に無視する特定のテ
キストまたはテキストパターンを定義します。テキストが管理データ識別子またはカスタムデータデータ
識別子に一致していても、Macie は機密データデータ識別子またはカスタムデータデータ識別子にテキス
トをレポートしません (p. 67) (p. 49)。

Macie では、次の種類の許可リストを作成および管理できます。

定義済みテキスト

このタイプのリストを使用して、機密性が低く、変更される可能性が低く、変更される可能性が低
く、変更される可能性が低く、変更される可能性が低く、変更される可能性が低く、変更される可
能性が低く、変更される可能性が低く、例としては、組織の公的代表者の名前、特定の電話番号、
組織がテストに使用する特定のサンプルデータなどがあります。このタイプのリストを使用する場
合、Macie はリスト内のエントリと完全に一致するテキストを無視します。

このタイプのリストでは、無視する特定のテキストをリストした行区切りのプレーンテキストファイ
ルを作成します。次に、ファイルを S3 バケットに保存し、Macie がバケット内のリストにアクセス
するための設定を構成します。その後、そのリストを使用するように機密データ検出ジョブを作成し
て構成したり、アカウントの自動機密データ検出設定にリストを追加したりできます。各ジョブの実
行が開始されるか、次の自動検出分析サイクルが開始されると、Macie は Amazon S3 からリストの
最新バージョンを取得します。その後、Macie はそのバージョンのリストを使用して S3 オブジェク
トに機密データがないかを検査します。Macie はリスト内のエントリと完全に一致するテキストを見
つけても、そのテキストの出現を機密データとして報告しません。

正規表現

このタイプのリストを使用して、無視するテキストパターンを定義する正規表現 (regex) を指定しま
す。例としては、組織の公衆電話番号、組織のドメインのメールアドレス、組織がテストに使用する
パターン化されたサンプルデータなどがあります。このタイプのリストを使用する場合、Macie はリ
ストで定義された正規表現パターンに完全に一致するテキストを無視します。
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このタイプのリストでは、機密性はないが変更する、または変更される可能性が高いテキストの一般
的なパターンを定義する正規表現を作成します。定義済みのテキストのリストとは異なり、正規表現
とその他のすべてのリスト設定を Macie で作成して保存します。その後、そのリストを使用するよう
に機密データ検出ジョブを作成して構成したり、アカウントの自動機密データ検出設定にリストを追
加したりできます。これらのジョブが実行されたり、Macie がアカウントの自動検出を実行したりす
ると、Macie はリストの最新バージョンの正規表現を使用してデータを分析します。Macie がリスト
で定義されたパターンに完全に一致するテキストを見つけても、Macie はテキストの出現を機密デー
タとして報告しません。

詳細な要件、推奨事項、および各タイプのリストの例については、を参照してください許可リストのオプ
ションと要件 (p. 74)。AWS リージョンサポート対象のアカウントごとに最大 10 件の許可リストを作
成できます。定義済みのテキストを指定する許可リストは 5 つまで、正規表現を指定する許可リストは 5 
つまで作成できます。アジアパシフィック (大阪) リージョンを除く、Macie が現在利用可能なすべての 
AWS リージョン で許可リストを作成して使用できます。

許可リストを作成および管理するには、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API API を使
用できます。次のトピックでは、その方法を説明します。API のトピックには、AWS Command Line 
Interface(AWS CLI) を使用してこれらのタスクを実行する方法の例が含まれています。これらのタスク
は、現在のバージョンの別のAWSコマンドラインツールまたはAWS SDKを使用して実行するか、HTTPS 
リクエストを直接送信することもできます。AWS のツールと SDK に関する詳細については、「AWS で
の構築ツール」を参照してください。

トピック
• 許可リストの作成 (p. 82)
• 許可リストのステータスをチェックする (p. 86)
• 許可リストの変更 (p. 89)
• 許可リストの削除 (p. 91)

許可リストの作成
Amazon Macie で許可リストを作成する方法は、作成するリストの種類によって異なります。許可リスト
は、無視する定義済みのテキストをリストしたファイルでも、無視するテキストパターンを定義する正規
表現 (regex) でもかまいません。作成するリストのタイプに対応するセクションを選択します。

事前定義されたテキスト

Macie でこのタイプの許可リストを作成する前に、次の手順を実行します。

1. テキストエディタを使用して、無視する特定のテキスト (.txt、.text、.plain ファイルなど) をリストした
行区切りのプレーンテキストファイルを作成します。詳細については、「定義済みテキストのリストの
構文要件 (p. 75)」を参照してください。

2. ファイルを S3 バケットにアップロードし、バケットとオブジェクトの名前を書き留めます。Macie で
設定を構成するときに、これらの名前を入力する必要があります。

3. S3 バケットとオブジェクトの設定で、自分と Macie がバケットからリストを取得できることを確認し
てください。詳細については、「定義済みテキストのリストの保存要件 (p. 75)」を参照してくださ
い。

4. S3 オブジェクトを暗号化した場合、自分と Macie が使用を許可されているキーを用いて暗号化されて
いるキーを用いて暗号化されているキーを用いて暗号化されているキーを用いて暗号化されているキー
を用いて暗号化されているキーを用いてくだい。詳細については、「定義済みテキストのリストの暗号
化/復号化要件 (p. 76)」を参照してください。

これらの手順を実行すると、Macie でリストの設定を行う準備が整います。Amazon Macie API を使用し
て、設定を構成できます。
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Console

Amazon Macie コンソールを使用して許可リストの設定を構成するには、次のステップに従います。

Macie で許可リスト設定を構成するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [設定] で、[許可リスト] を選択します。
3. 「許可リスト」ページで、「作成」を選択します。
4. [リストタイプを選択] で、[定義済みテキスト] を選択します。
5. [リスト設定] で、次のオプションを使用して許可リストに追加の設定を入力します。

• [名前] にリストの名前を入力します。名前には最大 128 文字を含めることができます。
• [説明] にオプションでリストの簡単な説明を入力します。説明には最大 512 文字を含めること

ができます。
• S3 バケット名には、リストを保存するバケットのフルネームを入力します。

Amazon S3 では、この値はバケットのプロパティの名前フィールドにあります。この値は大文
字と小文字が区別されます。また、ワイルドカード文字を使用したり、値の一部を使用したり
しないでください。

• S3 オブジェクト名には、リストを保存する S3 オブジェクトのフルネームを入力します。

Amazon S3 では、この値はオブジェクトのプロパティの Key フィールドにあります。名前に
パスが含まれる場合、たとえば、名前を入力するときに完全なパスを含めますallowlists/
macie/mylist.txt。この値は大文字と小文字が区別されます。また、ワイルドカード文字を
使用したり、値の一部を使用したりしないでください。

6. (オプション) [タグ] で [タグを追加] を選択し、許可リストに割り当てるタグを最大 50 個入力しま
す。

タグは、AWS定義して特定の種類のリソースに割り当てるラベルです。各タグは、必要なタ
グキーとオプションのタグ値で構成されています。タグを使用すると、目的、所有者、環境、
その他の条件などさまざまな方法で、リソースを特定、分類、管理できます。詳細について
は、Amazon Macie リソースのタグ付け (p. 373) を参照してください。

7. 完了したら、[Create] を選択します。

Macie はリストの設定をテストします。Macie は、Amazon S3 からリストを取得してリストの内容を
解析できることも確認します。エラーが発生すると、Macie はエラーを説明するメッセージを表示し
ます。エラーのトラブルシューティングに役立つ場合があります定義済みテキストリストのオプショ
ンと要件 (p. 74)。エラーを修正したら、リストの設定を保存できます。

API

許可リストの設定をプログラムで設定するには、Amazon Macie API CreateAllowListのオペレーショ
ンを使用して、必要なパラメータに適切な値を指定します。

criteriaパラメータには、s3WordsListオブジェクトを使用して S3 バケットの名前 
(bucketName) とリストを保存する S3 オブジェクトの名前 (objectKey) を指定します。バケット名
を確認するには、Amazon S3Name のフィールドを参照してください。オブジェクト名を確認するに
は、Amazon S3Key のフィールドを参照してください。これらの値は大文字が区別されることに注意
してください。また、これらの名前を指定するときは、ワイルドカード文字や部分的な値を使用しな
いでください。

を使用して設定を行うにはAWS CLI、create-allow-listコマンドを実行し、必要なパラメータに適切
な値を指定します。次の例は、DOC-EXAMPLE-BUCKET という名前の S3 バケットに保存されてい
る許可リストの設定を構成する方法を示しています。リストを保存する S3 オブジェクトの名前は
allowlists/macie/mylist.txt です。
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この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるために
バックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

$ aws macie2 create-allow-list \
--criteria '{"s3WordsList":{"bucketName":"DOC-EXAMPLE-BUCKET","objectKey":"allowlists/
macie/mylist.txt"}}' \
--name my_allow_list \
--description "Lists public phone numbers and names for Example Corp."

この例は Microsoft Windows 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにキャレッ
ト (^) の行継続文字を使用しています。

C:\> aws macie2 create-allow-list ^
--criteria={\"s3WordsList\":{\"bucketName\":\"DOC-EXAMPLE-BUCKET\",\"objectKey\":
\"allowlists/macie/mylist.txt\"}} ^
--name my_allow_list ^
--description "Lists public phone numbers and names for Example Corp."

リクエストを送信すると、Macie はリストの設定をテストします。Macie は、Amazon S3 からリス
トを取得してリストの内容を解析できることも確認します。エラーが発生すると、リクエストは失敗
し、Macie はエラーを説明するメッセージを返します。エラーのトラブルシューティングに役立つ場
合があります定義済みテキストリストのオプションと要件 (p. 74)。

Macie がリストを取得して解析できれば、リクエストは成功し、次のような出力が表示されます。

{ 
    "arn": "arn:aws:macie2:us-west-2:123456789012:allow-list/nkr81bmtu2542yyexample", 
    "id": "nkr81bmtu2542yyexample"
}

ここで、arnは、作成された許可リストの Amazon リソースネーム (ARN) で、idは、リストの一意の
識別子です。

リストの設定を保存したら、そのリストを使用する機密データ検出ジョブを作成して構成した
り (p. 136)、自動機密データ検出設定にリストを追加したりできます (p. 98)。これらのジョブの実行
が開始されるたびに、または自動検出分析サイクルが開始されるたびに、Macie は Amazon S3 からリス
トの最新バージョンを取得します。その後、Macie はそのバージョンのリストを使用してデータを分析し
ます。

正規表現

正規表現 (regex) を指定する許可リストを作成する場合、正規表現と他のすべてのリスト設定を Macie 
で直接定義します。Macie は、Perl 互換正規表現 (PCRE) ライブラリによって提供される正規表現パ
ターン構文のサブセットをサポートしています。詳細については、「シンタックスサポートと推奨事
項 (p. 79)」を参照してください。

このタイプのリストは、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API API を使用して作成できま
す。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して許可リストを作成するには、次のステップに従います。

許可リストを作成するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [設定] で、[許可リスト] を選択します。
3. 「許可リスト」ページで、「作成」を選択します。
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4. [リストタイプを選択] で [正規表現] を選択します。
5. [リスト設定] で、次のオプションを使用して許可リストに追加の設定を入力します。

• [名前] にリストの名前を入力します。名前には最大 128 文字を含めることができます。
• [説明] にオプションでリストの簡単な説明を入力します。説明には最大 512 文字を含めること

ができます。
• [正規表現] では、無視するテキストパターンを定義する正規表現を入力します。正規表現には

最大 512 文字を含めることができます。
6. (オプション)「評価」では、「サンプルデータ」ボックスに最大1,000文字を入力してから、「テ

スト」を選択して正規表現をテストします。Macie はサンプルデータを評価し、正規表現に一致
するテキストの出現回数をレポートします。正規表現を調整して最適化するために、このステッ
プを何回でも繰り返すことができます。

Note

正規表現を複数のサンプルデータセットでテストして調整することをお勧めします。あ
まりにも一般的な正規表現を作成すると、Macie は機密と見なされるテキストの出現箇
所を無視する可能性があります。正規表現が具体的すぎる場合、Macie は機密と見なさ
ないと思われるテキストの出現を無視しないことがあります。

7. (オプション) [タグ] で [タグを追加] を選択し、許可リストに割り当てるタグを最大 50 個入力しま
す。

タグは、AWS定義して特定の種類のリソースに割り当てるラベルです。各タグは、必要なタ
グキーとオプションのタグ値で構成されています。タグを使用すると、目的、所有者、環境、
その他の条件などさまざまな方法で、リソースを特定、分類、管理できます。詳細について
は、Amazon Macie リソースのタグ付け (p. 373) を参照してください。

8. 完了したら、[Create] を選択します。

Macie はリストの設定をテストします。また、Macie は正規表現をテストして式をコンパイルできる
ことを確認します。エラーが発生すると、Macie はエラーを説明するメッセージを表示します。エ
ラーのトラブルシューティングに役立つ場合があります許可リスト内の正規表現のオプションと要
件 (p. 78)。エラーを解決したら、許可リストを保存できます。

API

Macie でこのタイプの許可リストを作成する前に、複数のサンプルデータセットを使用して正規表
現をテストし、改良することをお勧めします。あまりにも一般的な正規表現を作成すると、Macie 
は機密と見なされるテキストの出現箇所を無視する可能性があります。正規表現が具体的すぎる場
合、Macie は機密と見なさないと思われるテキストの出現を無視しないことがあります。

Macie で式をテストするには、Amazon Macie API TestCustomDataIdentifierのオペレーションを使用
するかAWS CLI、test-custom-data-identifierコマンドを実行します。Macie は同じ基本コードを使用
して、許可リストとカスタムデータ識別子の式をコンパイルします。この方法で式をテストする場合
は、regexsampleText必ずおよびパラメータの値のみを指定してください。これを実行しない場合
は、不正確な結果が表示されます。

このタイプの許可リストを作成する準備ができたら、Amazon Macie API CreateAllowListのオペ
レーションを使用して、必要なパラメータに適切な値を指定します。criteriaパラメータで
は、regexフィールドを使用して、無視するテキストパターンを定義する正規表現を指定します。式
には最大 512 文字を含めることができます。

を使用してこのタイプのリストを作成するにはAWS CLI、create-allow-listコマンドを実行し、必要な
パラメータに適切な値を指定します。次の例では、my_allow_list #################。この正
規表現は、example.comカスタムデータ識別子でカスタムデータ識別子で検出される可能性のあるす
べてのメールアドレスを無視するように設計されています。

この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるために
バックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。
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$ aws macie2 create-allow-list \
--criteria '{"regex":"[a-z]@example.com"}' \
--name my_allow_list \
--description "Ignores all email addresses for Example Corp."

この例は Microsoft Windows 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにキャレッ
ト (^) の行継続文字を使用しています。

C:\> aws macie2 create-allow-list ^
--criteria={\"regex\":\"[a-z]@example.com\"} ^
--name my_allow_list ^
--description "Ignores all email addresses for Example Corp."

リクエストを送信すると、Macie はリストの設定をテストします。また、Macie は正規表現をテスト
して式をコンパイルできることを確認します。エラーが発生した場合、リクエストは失敗し、Macie 
はエラーを説明するメッセージを返信します。エラーのトラブルシューティングに役立つ場合があり
ます許可リスト内の正規表現のオプションと要件 (p. 78)。

Macie がエクスプレッションをコンパイルできれば、リクエストは成功し、次のような出力が表示さ
れます。

{ 
    "arn": "arn:aws:macie2:us-west-2:123456789012:allow-list/km2d4y22hp6rv05example", 
    "id": "km2d4y22hp6rv05example"
}

ここで、arnは、作成された許可リストの Amazon リソースネーム (ARN) で、idは、リストの一意の
識別子です。

リストを保存したら、機密データ検出ジョブを作成してそのジョブを使用するように構成した
り (p. 136)、機密データの自動検出設定に追加したりできます (p. 98)。これらのジョブが実行された
り、Macie がアカウントの自動検出を実行したりすると、Macie はリストの最新バージョンの正規表現を
使用してデータを分析します。

許可リストのステータスをチェックする
許可リストのステータスを定期的に確認することが重要です。そうしないと、エラーが原因で Amazon 
Macie が予期しない分析結果（許可リストで指定したテキストの機密データ結果など）を生成する可能性
があります。

機密データ検出ジョブを許可リストを使用するように設定していて、ジョブの実行開始時に Macie が
リストにアクセスできない、またはリストを使用できない場合、ジョブは引き続き実行されます。ただ
し、Macie は S3 オブジェクトを分析するときにリストを使用しません。同様に、機密データの自動検出
の分析サイクルが開始され、Macie が特定の許可リストにアクセスできない、または使用できない場合、
分析は続行されますが、Macie はそのリストを使用しません。

正規表現 (regex) を指定する許可リストでは、エラーが発生する可能性はほとんどありません。これは、
リストの設定を作成または更新すると、Macie が自動的に正規表現をテストすることが一因です。また、
正規表現と他のすべてのリスト設定を Macie に保存します。

ただし、事前定義されたテキストを指定する許可リストではエラーが発生する可能性があります。これ
は、リストを Macie ではなく Amazon S3 に保存していることも一因です。一般的なエラーの原因は次の
とおりです。

• S3 バケットまたはオブジェクトは削除されます。
• S3 バケットまたはオブジェクトの名前が変更され、Macie のリストの設定で新しい名前が指定されてい

ません。
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• S3 バケットの権限設定が変更され、Macie はバケットとオブジェクトにアクセスできなくなります。
• S3 バケットの暗号化設定が変更され、Macie はリストを保存するオブジェクトを復号化できません。
• 暗号化キーのポリシーが変更され、Macie はキーにアクセスできなくなります。Macie はリストを保存

する S3 オブジェクトを復号化できません。

Important

これらのエラーは分析結果に影響するため、許可リストのステータスを定期的に確認することを
お勧めします。許可リストを保存する S3 バケットの権限や暗号化設定を変更する場合や、リス
トの暗号化に使用されるAWS Key Management Service (AWS KMS) キーのポリシーを変更する
場合にもこれを行うことをお勧めします。

Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API API を使用して、許可リストのステータスを確認で
きます。発生したエラーのトラブルシューティングに役立つ詳細情報については、を参照してください定
義済みテキストリストのオプションと要件 (p. 74)。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して許可リストのステータスを確認するには、次のステップに従い
ます。

許可リストのステータスを確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [設定] で、[許可リスト] を選択します。
3.

「許可リスト」ページで、「refresh ( )」を選択します。Macie はすべての許可リストの設定
をテストし、Status フィールドを更新して各リストの現在のステータスを示します。

リストに正規表現が指定されている場合、そのステータスは通常 OK です。つまり、Macie は式
をコンパイルできます。リストに事前定義されたテキストが指定されている場合、そのステータ
スは次のいずれかの値になります。

OK

Macie はリストのコンテンツを取得して解析できます。
アクセス拒否

Macie はリストを保存する S3 オブジェクトにアクセスできません。Amazon S3 はオブジェ
クトを取得するリクエストを拒否しました。リストが Macie が使用を許可されていないカス
タマーマネージドで暗号化されているカスタマーマネージドAWS KMS keyで暗号化されてい
る場合も、このステータスになる可能性があります。

このエラーに対処するには、バケットとオブジェクトのバケットポリシーとその他のアクセ
ス許可設定を確認します。Macie がオブジェクトにアクセスして取得できることを確認しま
す。オブジェクトが暗号化されているカスタマーマネージドAWS KMSキーで暗号化されて
いる場合、キーポリシーも確認してくだい。

エラー

Macie がリストの内容を取得または解析しようとしたときに、一時的なエラーまたは内部エ
ラーが発生しました。許可リストが Amazon S3 と Macie がアクセスまたは使用できない暗
号化キーで暗号化されている暗号化キーで暗号化されている場合も、このステータスになる
可能性があります。

このエラーを解決するには、数分間待ってから refresh ( ) を再度選択します。ステータ
スが Error のままの場合は、S3 オブジェクトの暗号化設定を確認してください。オブジェク
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トが Amazon S3 と Macie がアクセスして使用できるキーを用いて暗号化されているキーを
用いて暗号化されていることを確認します。

オブジェクトは空です

Macie は Amazon S3 から取得できますが、リストにはコンテンツが含まれていません。

このエラーに対処するには、Amazon S3 からオブジェクトをダウンロードし、正しいエント
リが含まれていることを確認します。入力内容が正しければ、Macie でリストの設定を確認
してください。指定したバケット名とオブジェクト名が正しいことを確認してください。

オブジェクトが見つかりません

このリストは Amazon S3 には存在しない。

このエラーに対処するには、Macie でリストの設定を確認してください。指定したバケット
名とオブジェクト名が正しいことを確認してください。

クォータ超過

Macie は Amazon S3 内のリストにアクセスできます。ただし、リスト内のエントリ数または
リストのストレージサイズが、許可リストのクォータを超えています。

このエラーに対処するには、リストを複数のファイルに分割します。各ファイルに含まれる
エントリが 100,000 未満であることを確認します。また、各ファイルのサイズが 35 MB 未満
であることを確認してください。次に、各ファイルを Amazon S3 にアップロードします。
終了したら、Macie でファイルごとに許可リスト設定を構成します。サポートされているそ
れぞれに最大 5 つの事前定義されたテキストリストを含めることができますAWS リージョ
ン。

スロットル

Amazon S3 はリストを取得するリクエストを抑制しました。

このエラーを解決するには、数分間待ってから refresh ( ) を再度選択します。
ユーザーアクセスが拒否されました

Amazon S3 はオブジェクトを取得するリクエストを拒否しました。指定されたオブジェクト
が存在する場合、そのオブジェクトへのアクセスは許可されないか、使用が許可されていな
い AWS KMS キーで暗号化されています。

このエラーに対処するには、AWS管理者と協力して、リストの設定で正しいバケット名とオ
ブジェクト名が指定されているバケットとオブジェクトへの読み取りアクセス権があること
を確認します。オブジェクトが暗号化されている場合、使用を許可されているキーを用いて
暗号化されていることも確認してください。

4. 特定のリストの設定とステータスを確認するには、リストの名前を選択します。

API

許可リストのステータスをプログラムで確認するには、Amazon Macie API GetAllowListのオペレー
ションを使用するかAWS CLI、get-allow-listコマンドを実行します。

idパラメータでは、ステータスを確認する許可リストの固有の ID を指定します。この識別子を取得
するには、ListAllowListsオペレーションを使用できます。ListAllowListsこのオペレーションは、アカ
ウントのすべての許可リストに関する情報を取得します。を使用している場合はAWS CLI、list-allow-
listsコマンドを実行してこの情報を取得できます。

GetAllowListリクエストを送信すると、Macie は許可リストのすべての設定をテストします。設定で正
規表現 (regex) が指定されている場合、Macie はその表現をコンパイルできることを確認します。設
定で定義済みのテキストのリストが指定されている場合、Macie はリストを取得して解析できること
を確認します。
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その後、MacieGetAllowListResponse は許可リストの詳細を提供するオブジェクトを返しま
す。GetAllowListResponseオブジェクトでは、statusオブジェクトはリストの現在のステータ
ス、つまりステータスコード (code) と、ステータスコードによってはリストのステータスの簡単な説
明 (description) を示します。

許可リストで正規表現が指定されている場合、OKステータスコードは通常で、関連する説明はありま
せん。これは、Macie が式を正常にコンパイルしたことを意味します。

許可リストに定義済みのテキストが指定されている場合、ステータスコードはテスト結果によって異
なります。

• Macie がリストの取得と解析に成功した場合、OKステータスコードはで、関連する説明はありませ
ん。

• エラーが原因で Macie がリストを取得または解析できなかった場合、ステータスコードと説明に発
生したエラーの内容が示されます。

考えられるステータスコードのリストとそれぞれの説明については、Amazon Macie API
AllowListStatusリファレンスのを参照してください。

許可リストの変更
許可リストを作成したら、Amazon Macie でリストの設定のほとんどを変更できます。たとえば、リスト
の名前と説明を変更したり、リストのタグを追加および編集したりできます。変更できない唯一の設定
は、リストのタイプです。たとえば、既存の許可リストで正規表現が指定されている場合、そのタイプを
事前定義済みのテキストに変更することはできません。

許可リストに定義済みのテキストが指定されている場合は、リスト内のエントリを変更することもできま
す。これを行うには、エントリを含むファイルを更新し、ファイルの新しいバージョンを Amazon S3 に
アップロードします。次回 Macie がリストを使用する準備をするときに、Macie は Amazon S3 からファ
イルの最新バージョンを取得します。新しいファイルをアップロードするときは、必ず同じ S3 バケット
とオブジェクトに保存してください。または、バケットまたはオブジェクトの名前を変更した場合は、必
ず Macie でリストの設定を更新してください。

Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API API を使用して、許可リストの設定を変更できま
す。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して許可リストの設定を変更するには、次のステップに従います。

許可リストを変更するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [設定] で、[許可リスト] を選択します。
3. [許可リスト] ページで、変更する許可リストの名前を選択します。許可リストページが開き、リ

ストの現在の設定が表示されます。
4. 許可リストにタグを割り当てたり編集したりするには、「タグ」セクションの「タグを管理」を

選択します。次に、必要に応じてタグを変更します。完了したら、[保存] を選択します。
5. 許可リストの他の設定を変更するには、リスト設定セクションで [編集] を選択します。次に、必

要に応じて次の設定を変更します。

• [名前]-リストの新しい名前を入力します。名前には最大 128 文字を含めることができます。
• 説明 — リストの新しい説明を入力します。説明には最大 512 文字を含めることができます。
• 許可リストに定義済みのテキストが指定されている場合:
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• S3 バケット名 — 現在リストを保存しているバケットのフルネームを入力します。

Amazon S3 では、この値はバケットのプロパティの名前フィールドにあります。この値は大
文字と小文字が区別されます。また、ワイルドカード文字を使用したり、値の一部を使用し
たりしないでください。

• S3 オブジェクト名 — 現在リストを保存している S3 オブジェクトのフルネームを入力しま
す。

Amazon S3 では、この値はオブジェクトのプロパティの Key フィールドにあります。
名前にパスが含まれる場合、たとえば、名前を入力するときに完全なパスを含めま
すallowlists/macie/mylist.txt。この値は大文字と小文字が区別されます。また、ワ
イルドカード文字を使用したり、値の一部を使用したりしないでください。

• 許可リストで正規表現 (regex) が指定されている場合は、「正規表現」ボックスに新しい正規
表現を入力します。正規表現には最大 512 文字を含めることができます。

新しい正規表現を入力したら、オプションでテストします。これを行うには、[サンプルデータ] 
ボックスに最大 1,000 文字を入力して、[テスト] を選択します。Macie はサンプルデータを評
価し、正規表現に一致するテキストの出現回数をレポートします。変更を保存する前に、この
ステップを何回でも繰り返して正規表現を調整してくだい。

設定の変更が完了したら、[保存] を選択します。

Macie はリストの設定をテストします。定義済みのテキストのリストについては、Macie は Amazon 
S3 からリストを取得してリストの内容を解析できることも確認します。正規表現の場合、Macie は
式をコンパイルできるかどうかも確認します。エラーが発生すると、Macie はエラーを説明するメッ
セージを表示します。エラーのトラブルシューティングに役立つ場合があります許可リストのオプ
ションと要件 (p. 74)。エラーを修正したら、変更を保存できます。

API

許可リストをプログラムで変更するには、Amazon Macie API UpdateAllowListのオペレーションを使
用するかAWS CLI、update-allow-listコマンドを実行します。リクエストでは、サポートされているパ
ラメータを使用して、変更する設定ごとに新しい値を指定します。criteria、id、nameおよびパラ
メータは必須であることに注意してください。必須パラメータ値を変更したくない場合は、パラメー
タの現在の値を指定します。

たとえば、次のコマンドは、既存の許可リストの名前と説明を変更します。この例は Microsoft 
Windows 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにキャレット (^) の行連結文字
を使用します。

C:\> aws macie2 update-allow-list ^
--id km2d4y22hp6rv05example ^
--name my_allow_list-email ^
--criteria={\"regex\":\"[a-z]@example.com\"} ^
--description "Ignores all email addresses for the example.com domain"

実行する条件は以下のとおりです。

• km2d4y22hp6rv05example はリストの一意の識別子です。
• my_allow_list-email はリストの新しい名前です。
• [a-z] @example .com はリストの条件、正規表現です。
• example.com ##### E ################ (リストの新しい説明です)。

リクエストを送信すると、Macie はリストの設定をテストします。リストに定義済みのテキストが指
定されている場合、これには Macie が Amazon S3 からリストを取得してリストの内容を解析できる
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かどうかの検証も含まれます。リストに正規表現が指定されている場合、これには Macie が式をコン
パイルできるかどうかの検証も含まれます。

Macie が設定をテストするときにエラーが発生した場合、リクエストは失敗し、Macie はエラーを説
明するメッセージを返します。エラーのトラブルシューティングに役立つ場合があります許可リスト
のオプションと要件 (p. 74)。別の理由でリクエストが失敗した場合、Macie はオペレーションが失
敗した理由を示す HTTP 4 xx または 500 レスポンスを返します。

リクエストが成功すると、Macie はリストの設定を更新し、お客様は次のような出力を受け取りま
す。

{ 
    "arn": "arn:aws:macie2:us-west-2:123456789012:allow-list/km2d4y22hp6rv05example", 
    "id": "km2d4y22hp6rv05example"
}

arnは、更新された許可リストの Amazon リソースネーム (ARN) で、idは、リストの一意の識別子で
す。

許可リストの削除
Amazon Macie で許可リストを削除すると、リストのすべての設定が完全に削除されます。これらの設定
は、削除後は復元できません。Amazon S3 に保存する定義済みテキストのリストが設定で指定されている
場合、Macie はそのリストを保存する S3 オブジェクトを削除しません。Macie の設定のみが削除されま
す。

機密データ検出ジョブを許可リストを使用するように設定し、その後リストを削除すると、ジョブはスケ
ジュールどおりに実行されます。ただし、ジョブの結果（機密データの結果と機密データの検出結果の両
方）には、以前に許可リストで指定したテキストが報告される場合があります。同様に、機密データの自
動検出をリストを使用するように設定し、その後リストを削除すると、毎日の分析サイクルが続行されま
す。ただし、機密データの結果、統計、またはその他の種類の結果から、許可リストで以前に指定したテ
キストが報告される場合があります。

許可リストを削除する前に、ジョブインベントリを確認して (p. 157)、そのリストを使用してfuture 実行
される予定のジョブを特定することをお勧めします。インベントリの詳細パネルには、ジョブが許可リス
トを使用するように設定されているかどうか、設定されている場合はどの許可リストを使用するかが表示
されます。さらに、機密データの自動検出設定を確認してください (p. 98)。リストを削除するよりも変
更した方が良いと判断するかもしれません。

追加の安全対策として、許可リストを削除しようとすると、Macie はすべてのジョブの設定を確認しま
す。リストを使用するようにジョブを設定していて、それらのジョブのステータスが [完了] または [キャ
ンセル済み] 以外の場合、追加確認を行わない限り、Macie はリストを削除しません。

Amazon Macie API を使用して、許可リストを削除できます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して許可リストを削除するには、次のステップに従います。

許可リストを削除するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [設定] で、[許可リスト] を選択します。
3. [許可リスト] ページで、削除する許可リストのチェックボックスをオンにします。
4. [Actions] メニューで、[Delete] を選択します。
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5. 確認を求められたら、「delete」と入力してから、[Delete] (削除) を選択します。

API

プログラムで許可リストを削除するには、Amazon Macie API DeleteAllowListのオペレーション
を使用します。idパラメータでは、削除する許可リストの固有の ID を指定します。この識別子
は、ListAllowListsオペレーションを使用して取得できます。ListAllowListsこのオペレーションは、
アカウントのすべての許可リストに関する情報を取得します。を使用している場合はAWS CLI、list-
allow-listsコマンドを実行してこの情報を取得できます。

ignoreJobChecksパラメータには、機密データ検出ジョブがリストを使用するように構成されてい
る場合でも、リストを強制的に削除するかどうかを指定します。

• 指定するとfalse、MacieCOMPLETE はステータスがまたは以外のすべてのジョブの設定を確
認しますCANCELLED。これらのジョブがいずれもリストを使用するように設定されていない場
合、Macie はリストを完全に削除します。これらのジョブのいずれかがリストを使用するように設
定されている場合、Macie はリクエストを拒否し、HTTP 400 (ValidationException) エラーを
返します。エラーメッセージには、最大 200 件のジョブに適用可能なジョブの数が表示されます。

• 指定した場合true、Macie はジョブの設定を確認せずにリストを完全に削除します。

を使用して許可リストを削除するにはAWS CLI、delete-allow-listコマンドを実行します。例:

C:\> aws macie2 delete-allow-list --id nkr81bmtu2542yyexample --ignore-job-checks false

ここで、nkr81bmtu2542yyexample は、削除する許可リストの一意の識別子です。

リクエストが成功すると、Macie は空の HTTP 200 レスポンスを返します。それ以外の場合、Macie 
は HTTP 4xx またはオペレーションが失敗した理由を示す 500 レスポンスを返します。

許可リストに定義済みのテキストが指定されている場合は、オプションでリストを保存している S3 オブ
ジェクトを削除できます。ただし、このオブジェクトを保持することで、データプライバシーと保護の
監査または調査に関する機密データの調査結果とデータプライバシーと保護の監査または調査結果のイ
ミュータブルな履歴を確実に保持できます。

Amazon Macie による機密データの自動検出の実行
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のデータ資産内のどこに機密データがあるかを幅広く把握
するには、アカウントまたは組織の機密データ検出を自動的に実行するように Amazon Macie を設定しま
す。機密データの自動検出により、Macie は S3 バケットインベントリを継続的に評価し、サンプリング
技術を使用してバケット内の代表的な S3 オブジェクトを特定して選択します。次に、Macie は選択した
オブジェクトを取得して分析し、機密データがないか検査します。

デフォルトでは、Macie は機密データの自動検出に推奨される管理データ識別子のセットを使用してオブ
ジェクトを分析します。アカウントや組織の機密データの自動検出を実行するときに、特定の管理データ
識別子 (p. 49)、カスタムデータ識別子 (p. 67)、許可リストを使用するように (p. 73) Macie を設
定することで、分析をカスタマイズできます。さらに、Macie はすべての S3 バケットからオブジェクト
を自動的に選択して分析します。お客様が組織の Macie 管理者である場合、これには、メンバーアカウン
トによって所有されている S3 バケット内のオブジェクトを格納します。特定のバケット (AWS通常はロ
グデータを保存する S3 バケットなど) を除外することで、分析の範囲を調整できます。

分析が毎日進むにつれて、Macie は検出した機密データの記録と実行した分析の記録を作成します。機密
データ検出結果は、個々の S3 オブジェクトで見つかった機密データを報告する機密データ検出結果と、
個々の S3 オブジェクトの分析に関する詳細を記録する機密データ検出結果です。Macie は、Amazon S3 
データに関する統計情報、インベントリデータ、およびその他の情報も更新します。

92

https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/APIReference/allow-lists-id.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/APIReference/allow-lists.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/macie2/list-allow-lists.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/macie2/list-allow-lists.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/macie2/delete-allow-list.html


Amazon Macie ユーザーガイド
自動化:検出が機能する仕組み

たとえば、コンソールのインタラクティブなヒートマップでは、データ資産全体のデータ機密性が視覚的
に表示されます。

これらの機能は、データ資産全体のデータ機密性を評価し、個々のアカウント、バケット、オブジェクト
を掘り下げて調査および評価するのに役立つように設計されています。また、機密データ検出ジョブを実
行することで (p. 127)、より詳細で即時の分析をどこで行うべきかを判断するのにも役立ちます。Macie 
が提供する Amazon S3 データのセキュリティとプライバシーに関する情報と組み合わせると、これらの
機能を使用して、即時の修正が必要なケース (Macie が機密データを見つけた一般にアクセス可能なバケッ
トなど) を特定することもできます。

機密データの自動検出を設定して使用するには、アカウントがスタンドアロンの Macie アカウントまたは
組織の Macie 管理者アカウントである必要があります。

トピック
• 自動化、機密データ検出が機能する仕組み (p. 93)
• アカウントの自動機密データ検出の設定 (p. 98)
• 個々の S3 バケットの自動機密データ検出の管理 (p. 104)
• 自動化された機密データ検出の統計と結果のレビュー (p. 105)
• S3 バケットの感度スコア (p. 120)
• 機密データの自動検出のデフォルト設定 (p. 123)

自動化、機密データ検出が機能する仕組み
AWS アカウント で Amazon Macie を有効化するときに、Macieは、現在のAWS Identity and Access 
Management内のアカウントで AWS リージョン (IAM) の [service-linked role] (p. 359) (サービスにリン
クされたロール) を作成します。このロールのアクセス許可ポリシーにより、Macie がユーザーに代わって
他のリソースを呼び出したりAWS のサービス、AWSリソースをモニタリングしたりすることを許可しま
す。このロールを使用して、Macie はリージョン内の Amazon S3 Simple Storage Service (Amazon S3) バ
ケットの完全なインベントリを生成および維持します。インベントリには、各 S3 バケットとバケット内
のオブジェクトに関する情報が含まれます。ユーザーが組織の Macie 管理者である場合、インベントリに
は、メンバーアカウントによって所有されている S3 バケットに関する情報が含まれます。詳細について
は、「複数のアカウントの管理 (p. 291)」を参照してください。

Macie アカウントで機密データの自動検出が有効になっている場合、Macie はインベントリデータを毎日
評価して、自動検出の対象となる S3 オブジェクトを特定します。評価の一環として、Macie は分析する
代表的なオブジェクトのサンプルも選択します。次に Macie は、選択した各オブジェクトの最新バージョ
ンを Amazon S3 から取得して分析し、各オブジェクトに機密データがないか検査します。

分析が進むにつれて、Macie は Amazon S3 データに関する統計、インベントリデータ、およびその他の
情報を更新します。Macie は、検出された機密データと実行された分析の記録も提供します。得られた
データから、Macie がお客様のアカウントで監視および分析しているすべての S3 バケットにわたって、
お客様の Amazon S3 データ資産のどこで機密データを見つけたかについての洞察が得られます。この
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データは、機密データのセキュリティとプライバシーを評価し、詳細な調査を行う場所を決定し、修復が
必要なケースの特定に役立ちます。

機密データの自動検出の仕組みの簡単なデモンストレーションについては、次の動画をご覧くださ
い。Amazon Macie 自動データ検出の概要

機密データの自動検出を設定して使用するには、アカウントがスタンドアロンの Macie アカウントまたは
組織の Macie 管理者アカウントである必要があります。

トピック
• 主要コンポーネント (p. 94)
• 考慮事項 (p. 97)

主要コンポーネント
Amazon Macie は、さまざまな機能とテクニックを組み合わせて、Amazon S3 データの機密データ検出を
自動的に実行します。これらは、Macie が使用している機能やテクニックと連携して Amazon S3 データ
のセキュリティとアクセス制御を監視するのに役立ちます (p. 18)。

分析する S3 オブジェクトの選択

Macie は毎日 Amazon S3 インベントリデータを評価して、機密データの自動検出による分析の対象
となる S3 オブジェクトを特定します。ユーザーが組織の Macie 管理者である場合、これには、メン
バーアカウントによって所有されている S3 バケットのインベントリデータが含まれます。
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評価の一環として、Macieはサンプリング技術を使用して分析する代表的なオブジェクトを選択しま
す。これらの手法では、メタデータが似ていて、コンテンツも似ている可能性が高いオブジェクトの
グループを定義します。グループは、バケット名、プレフィックス、ストレージクラス、ファイル名
拡張子、最終更新日などのディメンションに基づいています。次に、Macie は各グループから代表的
なサンプルセットを選択し、選択した各オブジェクトの最新バージョンを Amazon S3 から取得し、
選択した各オブジェクトを分析して、そのオブジェクトに機密データが含まれているかどうかを判断
します。解析が完了すると、Macie はオブジェクトのコピーを破棄します。

サンプリング戦略では、分散分析が優先されます。一般的に、Amazon S3 のデータ資産には幅優先
のアプローチを採用しています。毎日、Amazon S3 データエステート内の分類可能なすべてのオブ
ジェクトの合計ストレージサイズに基づいて、できるだけ多くのバケットから代表的な S3 オブジェ
クトのセットが選択されます。たとえば、Macie が 1 つの S3 バケット内のオブジェクトの機密デー
タをすでに分析して検出していて、別のバケットのオブジェクトをまだ分析していない場合、後者の
バケットが分析の優先度が高くなります。このアプローチにより、Amazon S3 3 データの機密性をよ
り迅速に把握できます。データ資産の規模によっては、アカウントの機密データの自動検出を有効に
してから 48 時間以内に分析結果が表示されるようになります。

サンプリング戦略では、さまざまな種類の S3 オブジェクトや最近作成または変更されたオブジェク
トの分析も優先されます。単一のオブジェクトサンプルが決定的であるとは限りません。したがっ
て、さまざまなオブジェクトのセットを分析することで、S3 バケットに含まれる可能性がある機密
データの種類と量をより正確に把握できます。さらに、新しいオブジェクトまたは最近変更されたオ
ブジェクトに優先順位を付けると、バケットインベントリへの変更に分析が適応しやすくなります。
たとえば、前回の解析後にオブジェクトを作成または変更した場合、そのオブジェクトはその後の解
析で優先度が高くなります。逆に、オブジェクトが以前に分析され、その分析以降に変更されていな
い場合、Macie はそのオブジェクトを再度解析しません。このアプローチは、個々の S3 バケットの
感度ベースラインを確立するのに役立ちます。そして、アカウントの継続的な段階的な分析が進むに
つれて、個々のバケットの感度評価が予測可能な速度でますます深く、詳細になります。

分析範囲の定義

デフォルトでは、Macie はインベントリデータを評価し、分析する S3 オブジェクトを選択するとき
に、アカウント用に監視および分析するすべての S3 バケットを含みます。ユーザーが組織の Macie 
管理者である場合、これには、メンバーアカウントによって所有されている S3 バケットが含まれま
す。

特定の S3 バケットを分析から除外できます。たとえば、AWSAWS CloudTrailイベントログなどのロ
ギングデータを通常保存するバケットを除外したい場合があります。バケットを除外するには、アカ
ウントまたはバケットの自動機密データ検出設定を変更できます。これを行うと、Macie は次の毎日
の評価および分析サイクルが開始されたときにバケットの除外を開始します。分析から最大 1,000 個
のバケットを除外できます。

バケットを除外すると、後でそのバケットを再度含めることができます。そのためには、アカウント
またはバケットの自動機密データ検出設定をもう一度変更します。Macie は、次の毎日の評価と分析
のサイクルが始まると、バケットを含め始めます。

検出して報告する機密データの種類の決定

デフォルトでは、Macie は機密データの自動検出に推奨される管理データ識別子のセットを使用して 
S3 オブジェクトを検査します。これらの管理データ識別子のリストについては、を参照してくださ
い機密データの自動検出のデフォルト設定 (p. 123)。

特定の種類の機密データに焦点を当てて分析を調整できます。そのためには、以下のいずれかの方法
でアカウントの自動機密データ検出設定を変更します。
• 特定のマネージドデータ識別子の追加または削除 — [managed data identifier] (マネージドデー

タ識別子) は、特定の種類の機密データ (たとえば、銀行口座番号、AWSシークレットアクセス
キー、、、、、、、、特定の国または地域のパスポート番号) を検出するように設計された組み込み
型の基準と手法のセットです。詳細については、「マネージドデータ識別子の使用 (p. 49)」を参
照してください。

• [custom data identifier を追加または後で削除する — [custom data identifier] (カスタムデータ識別
子) は、機密データを検出するために定義する基準のセットです。カスタムデータ識別子を使用する
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と、従業員 ID、顧客アカウント番号、内部データの分類など、組織の特定のシナリオ、知的財産、
または専有データを反映する機密データを反映する機密データを検出できます。詳細については、
「カスタムデータ識別子の構築 (p. 67)」を参照してください。

• 許可リストを追加または後で削除する — Macie では、許可リストに Macie に S3 オブジェクトで無
視させたいテキストまたはテキストパターンを指定します。一般的には、特定のシナリオや環境で
の機密データの例外 (組織の公開名や電話番号など)、または組織がテストに使用するサンプルデー
タなどです。詳細については、「許可リストによる機密データ例外の定義 (p. 73)」を参照してく
ださい。

設定を変更すると、Macie は次の毎日の分析サイクルの開始時にその変更を適用します。

また、バケットレベルの設定を調整して、特定の種類の機密データをバケットの感度の評価に含める
かどうかを決定することもできます。この方法の詳細は、「個々の S3 バケットの自動機密データ検
出の管理 (p. 104)」を参照してください。

感度スコアの計算

デフォルトでは、Macie はアカウントを監視および分析する S3 バケットごとに感度スコアを自動的
に計算します。ユーザーが組織の Macie 管理者である場合、これには、メンバーアカウントによって
所有されている S3 バケットが含まれます。

Macie では、感度スコアは、Macie がバケツで見つけた機密データの量と、Macie がバケット内で分
析したデータ量という 2 つの主要な次元の交差点を定量的に測定したものです。バケットの感度ス
コアによって、Macie がバケットに割り当てる感度ラベルが決まります。感度ラベルは、バケットの
感度スコアを定性的に表したものです。たとえば、「感度」、「感度なし」、「まだ分析されてい
ない」などです。Macie が定義する感度スコアとラベルの範囲の詳細については、を参照してくださ
いS3 バケットの感度スコア (p. 120)。

Important

S3 バケットの感度スコアとラベルは、バケットのオブジェクトが組織に対して緊急性または
重要性を意味する、または示すものではありません。代わりに、潜在的なセキュリティリス
クの特定とモニタリングに役立つ参照ポイントを提供することを目的としています。

アカウントで機密データの自動検出を最初に有効にすると、Macie は各 S3 バケットに自動的に 50 の
感度スコアを割り当て、各バケットに「未分析」ラベルを適用します。例外は空のバケットです。空
のバケットにはオブジェクトが含まれていないか、バケットのすべてのオブジェクトにゼロ (0) バイ
トのデータが含まれています。このようなバケットの場合、Macie はバケットに 1 のスコアを割り当
て、バケットに「Not Sensitive」ラベルを付けます。

アカウントの自動検出が進むにつれて、Macie は分析結果を反映するようにスコアと対応するラベル
を更新します。例:
• Macie がバケットのオブジェクトから機密データを見つけた場合、Macie はバケットの感度スコア

を上げ、必要に応じてバケットの機密ラベルを更新します。
• Macie がバケットのオブジェクトから機密データを見つけられない場合、Macie はバケットの感度

スコアを下げ、必要に応じてバケットの感度ラベルを更新します。
• Macie がオブジェクトに機密データを見つけて、その後削除された場合、Macie はそのオブジェク

トに関する機密データ検出をバケットの感度スコアから削除し、必要に応じてバケットの機密ラベ
ルを更新します。

特定の種類の機密データをバケットのスコアに含めたり除外したりすることで、個々の S3 バケット
の感度スコアリング設定を調整できます。最大スコア (100) をバケットに手動で割り当てることに
よって、バケットの計算されたスコアを上書きすることもできます。最大スコアを割り当てると、バ
ケットには Sensitive というラベルが付きます。詳細については、「個々の S3 バケットの自動検出の
管理 (p. 104)」を参照してください。

メタデータ、統計、結果の生成

アカウントで機密データの自動検出が有効になっている場合、Macie は S3 バケットに関する追加の
インベントリデータ、統計、およびその他の情報を自動的に生成して管理し、アカウントで監視およ
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び分析します。ユーザーが組織の Macie 管理者である場合、これには、メンバーアカウントによって
所有されているバケットが含まれます。

追加情報には、Macie がお客様のアカウントに対してこれまでに実行した自動化された機密データ検
出アクティビティの結果が記録されています。また、個々のバケットのパブリックアクセスや共有ア
クセス設定など、Amazon S3 データについて Macie が提供するその他の情報を補足します。追加情
報には以下が含まれます。
• Macie が機密データを見つけたバケットの総数や、それらのバケットのうちパブリックにアクセス

可能なバケットの数など、集計されたデータ機密性統計。
• Amazon S3 データ資産全体のデータ機密性をインタラクティブで視覚的に表現します。
• Macie がバケット内で分析したオブジェクトのリスト、Macie がバケット内で検出した機密データ

の種類、Macie が見つけた各タイプの機密データの出現回数など、分析の現在のステータスを示す
バケットレベルの詳細。

詳細については、「自動化された機密データ検出の統計と結果のレビュー (p. 105)」を参照してくだ
さい。

Macie は、アカウントの機密データの自動検出を実行しながら、この情報を自動的に再計算して更新
します。たとえば、Macie がオブジェクトに機密データを見つけて、その後削除された場合、Macie 
は該当するバケットのメタデータを更新します。つまり、分析対象オブジェクトのリストからオブ
ジェクトを削除し、Macie がオブジェクト内で検出した機密データを削除し、スコアが自動的に計算
された場合は感度スコアを再計算し、必要に応じて新しいスコアを反映するように機密ラベルを更新
します。

メタデータと統計情報に加えて、Macie は検出した機密データや実行した分析の記録を作成します。
機密データ検出結果は、個々の S3 オブジェクトで見つかった機密データを報告する機密データ検出
結果と、個々の S3 オブジェクトの分析に関する詳細を記録する機密データ検出結果です。

考慮事項
Amazon Macie を使用して Amazon S3 3 データの機密データ検出を行うようにしている場合、次の点に注
意してください。

• 自動検出設定は現在の設定にのみ適用されますAWS リージョン。さらに、結果の分析とデータは、現在
のリージョンの S3 バケットとオブジェクトにのみ適用されます。自動化、リージョンのデータにアク
セスするには、追加の各リージョンで自動化、設定を有効化して設定します。

• ユーザーが組織の Macie 管理者である場合:
• 現在のリージョン内のアカウントで Macie が有効になっている場合にのみ、メンバーアカウントの自

動化 (自動化) を実行できます。メンバーアカウントは、自分のアカウントの自動検出を実行できませ
ん。

• メンバーアカウントは、自分の S3 バケットに適用される自動検出設定にアクセスできません。Macie 
管理者だけがこれらの設定にアクセスできます。

• メンバーアカウントは、Macie が S3 バケットに直接提供する機密データ検出統計やその他の結果に
アクセスすることはできません。たとえば、メンバーアカウントは Amazon Macie コンソールを使用
して S3 バケットの感度スコアを確認することはできません。Macie 管理者だけがこのデータにアク
セスできます。

• S3 バケットのアクセス許可設定により、Macie がバケットのオブジェクトに関する情報の取得やアクセ
スするのを妨げるようにしている場合、Macie はバケットの自動検出を実行できません。

このような場合、Macie はバケットに関する情報のサブセットのみを提供できます:バケットを所有する
のアカウント ID、バケットの名前とリージョン、および毎日の更新サイクルの一部として (p. 20) Macie 
がバケットとオブジェクトメタデータの両方を最後に取得した日時。AWS アカウントバケットインベ
ントリでは、これらのバケットの感度スコアは 50 で、感度ラベルはまだ分析されていません。問題を
調査するには、Amazon S3 内のバケットのポリシーとアクセス許可の設定を確認します。たとえば、バ

97



Amazon Macie ユーザーガイド
アカウントの自動検出の設定

ケットには制限があるバケットポリシーが設定されている場合があります。詳細については、「Macie 
が S3 バケットおよびオブジェクトにアクセスすることを許可する (p. 44)」を参照してください。

• 選択と分析の対象となるには、S3 オブジェクトが分類可能である必要があります。分類可能なオブジェ
クトは、サポートされている Amazon S3 3 ストレージクラスを使用し、サポートされているファイルま
たはストレージ形式のファイル名拡張子を持ちます。詳細については、「サポートされるストレージク
ラスと形式 (p. 181)」を参照してください。

• Macie は、Macie が使用を許可されているキーを用いてオブジェクトが暗号化されている場合にの
み、Macie が暗号化された S3 オブジェクトを分析できます。詳細については、「暗号化された S3 オブ
ジェクトの分析 (p. 165)」を参照してください。

アカウントの自動機密データ検出の設定
機密データの自動検出により、Amazon Macie は Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) バケッ
トからサンプルオブジェクトを継続的に選択し、オブジェクトを分析して、機密データが含まれているか
どうかを判断します。お客様が組織の Macie 管理者である場合、これには、メンバーアカウントによって
所有されている S3 バケット内のオブジェクトが含まれます。分析が進むにつれて、Macie は Amazon S3 
データについて提供する統計、インベントリデータ、およびその他の情報を更新します。Macie は、検出
した機密データや実行した分析の記録も作成します。

機密データの自動検出を設定して使用するには、アカウントがスタンドアロンの Macie アカウントまたは
組織の Macie 管理者アカウントである必要があります。メンバーアカウントを持っていて、S3 バケット
の自動検出を実行したい場合は、組織の Macie 管理者に問い合わせてください。詳細については、「複数
のアカウントの管理 (p. 291)」を参照してください。

トピック
• 開始する前に (p. 98)
• アカウントの機密データの自動検出を有効にする (p. 99)
• アカウントの自動機密データ検出設定の設定 (p. 99)
• アカウントの機密データの自動検出を無効にする (p. 103)

アカウントの機密データの自動検出を有効化、設定、または無効化すると、変更は現在のアカウントにの
み適用されますAWS リージョン。追加のリージョンで同じ変更を行うには、追加のリージョンごとに該当
するステップを繰り返します。

開始する前に
アカウントの機密データの自動検出を設定する前に、必要なアクセス許可があることを確認します。ま
た、機密データの検出結果のリポジトリを設定していることを確認します。

権限を確認するには、AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して IAM ID に添付されている 
IAM ポリシーを確認してください。次に、それらのポリシー内の情報を、実行が許可される必要がある次
のアクションのリストと比較します。

• macie2:GetMacieSession
• macie2:UpdateAutomatedDiscoveryConfiguration

最初のアクションでは、Amazon Macie アカウントにアクセスできます。2 つ目の操作では、アカウント
の自動機密データ検出設定を変更できます。これには、構成の有効化と無効化が含まれます。オプション
で、macie2:GetAutomatedDiscoveryConfigurationアクションの実行も許可されていることを確認
します。このアクションにより、現在の構成設定と構成の現在のステータスを取得できます。

アクセス許可を確認することに加えて、機密データの検出結果のリポジトリを設定していることを確認し
ます。機密データの検出結果は、Macie が S3 オブジェクトで実行した詳細のログを記録するレコードで
す。Macie は、機密データの検出結果を S3 オブジェクトごとに機密データ検出結果を作成します。この
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レコードには、Macie が機密データ検出子が含まれていないために機密データの調査結果を生成しないオ
ブジェクト、およびアクセス許可設定などのエラーや問題のために Macie が分析できないオブジェクト
が含まれます。Macie が機密データを検出した場合、機密データの検出結果のデータ検出結果のデータに
は、対応する調査結果のデータが含まれます。追加情報も含まれています。これらの結果は、データのプ
ライバシーと保護の監査や調査に役立つ分析記録を提供します。

Macie は機密データの検出結果を 90 日間だけ保存します。結果にアクセスし、それらの長期保存と保持
を有効化するには、結果を S3 バケットに保存するように Macie を設定します。バケットは、機密データ
の検出結果のすべての最終的で長期的なリポジトリとして機能します。

アカウントにこのリポジトリを設定したことを確認するには、Amazon Macie コンソールのナビゲー
ションペインで [検出結果] を選択します。プログラムでこの操作を行う場合は、Amazon Macie API
GetClassificationExportConfigurationのオペレーションを使用できます。このリポジトリの設定方法につい
ては、「」を参照してください機密データ検出結果の保存と保持 (p. 171)。

リポジトリを設定した場合、automated-sensitive-data-discoveryアカウントで機密データの自動検出が最
初に有効になったときに、Macie はリポジトリにという名前のフォルダを作成します。このフォルダーに
は、アカウントの自動検出を実行する際に Macie が作成した機密データ検出結果が格納されます。

アカウントの機密データの自動検出を有効にする
アカウントで機密データの自動検出を有効にすると、Amazon Macie は Amazon S3 インベントリデータ
の評価を開始し、その時点でアカウントに対して他の自動検出アクティビティを実行しますAWS リージョ
ン。Amazon S3 のデータ資産のサイズによっては、アカウントの自動検出を有効にしてから 48 時間以内
に機密データ検出統計やその他の結果が表示されるようになります。

Amazon Macie コンソールを使用してアカウントの機密データの検出を自動的に検出するに
は、次のステップに従います。プログラムで自動検出を有効にするには、Amazon Macie API
UpdateAutomatedDiscoveryConfigurationのオペレーションを使用します。

アカウントの機密データの検出を自動的に検出するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にあるAWS リージョンセレクターを使用して、機密データの自動検出を有効化する

リージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインの [設定] で、[自動検出] を選択します。
4. 「ステータス」セクションで、「有効化」を選択します。
5. 確認を求めるメッセージが表示されたら、[ の有効化] を選択します。

機密データの自動検出を有効にしたら、設定を確認して構成し、Macie がその後実行する分析を微調整し
ます。

アカウントの自動機密データ検出設定の設定
アカウントで機密データの自動検出が有効になっている場合は、アカウントの自動検出設定を調整して 
Amazon Macie が実行する分析を絞り込むことができます。これらの設定では、分析に含める S3 バケッ
トを指定します。また、Macie に検出して報告させたい機密データの種類と出現回数 (管理データ識別子、
カスタムデータ識別子、S3 オブジェクトの分析時に使用する許可リスト) も指定します。

デフォルトでは、Macie はお客様のアカウントで監視および分析するすべての S3 バケットの自動検出
を行います。お客様が組織の Macie 管理者である場合、これには、メンバーアカウントによって所有さ
れている S3 バケットが含まれます。分析から特定のバケットを除外できます。たとえば、AWSAWS 
CloudTrailイベントログなどのロギングデータを通常保存するバケットを除外できます。バケットを除外す
ると、後でそのバケットを再度含めることができます。

さらに、Macie は、機密データの自動検出に推奨される管理データ識別子のセットのみを使用して S3 オ
ブジェクトを分析します。Macie はカスタムデータ識別子を使用せず、ユーザーが定義したリストを許可
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しません。分析をカスタマイズするには、特定の許可リスト、カスタムデータ識別子、管理データ識別子
を使用するように Macie を設定できます。

以下のセクションでは、各タイプの設定に関する追加情報と、Amazon Macie コンソールを使用して設定
を変更する方法について説明します。詳細については、セクションを選択してください。設定をプログラ
ムで確認または変更するには、Amazon Macie API の次の操作を使用できます。分析に含める S3 バケット
を指定しUpdateSensitivityInspectionTemplate、使用する許可リスト、カスタムデータ識別子、管理データ
識別子を指定します。UpdateClassificationScope

設定を変更すると、Macie は、機密データの自動検出のための次の評価および分析サイクルが開始された
ときに、通常は 24 時間以内に変更を適用します。

分析で S3 バケットを除外または含める

デフォルトでは、Macie はお客様のアカウントで監視および分析するすべての S3 バケットの自動検出を
行います。お客様が組織の Macie 管理者である場合、これには、メンバーアカウントによって所有されて
いる S3 バケットが含まれます。範囲を絞り込むには、分析から最大1,000個のバケットを除外できます。

S3 バケットを除外すると、Macie はアカウントの機密データの自動検出を実行するときに、バケット内の
オブジェクトの分析を停止します。既存の機密データ検出統計とバケットの詳細は保持されます。たとえ
ば、バケットの現在の感度スコアは変わりません。バケットを除外した後は、そのバケットを再度含める
ことができます。

特定の S3 バケットを除外または含めるには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にあるAWS リージョンセレクターを使用して、自動検出するリージョンを選択しま

す。
3. ナビゲーションペインの [設定] で、[自動検出] を選択します。

機密データの自動検出ページが表示され、現在の設定が表示されます。そのページの S3 バケットセ
クションには、現在除外されている S3 バケットが一覧表示されているか、すべてのバケットが現在
含まれていることが示されます。

4. S3 バケットセクションで、[編集] を選択します。
5. 以下のいずれかを実行します。

• 1 つ以上の S3 バケットを除外するには、除外リストにバケットを追加を選択します。次に、S3 バ
ケットテーブルで、除外する各バケットのチェックボックスをオンにします。テーブルには、現在
のリージョン内のアカウントの S3 バケットがすべて表示されます。

• 以前に除外した 1 つ以上の S3 バケットを含めるには、除外リストから [バケットを削除] を選択し
ます。次に、S3 バケットテーブルで、追加する各バケットのチェックボックスをオンにします。こ
の表には、機密データの自動検出から現在除外されているすべてのバケットが一覧表示されていま
す。

特定のバケットをより簡単に検索するには、テーブルの上にあるフィルターバーにフィルター基準を
入力します。テーブルをバケット名で並べ替えることもできます。

6. バケットの選択が終了したら、前のステップで選択したオプションに応じて、[追加] または [削除] を
選択します。

分析から管理データ識別子を追加または削除する

マネージドデータ識別子は、特定の国や地域の銀行口座番号、AWSシークレットアクセスキー、パスポー
ト番号など、特定の種類の機密データを検出するために設計された一連の基準と手法です。デフォルトで
は、Macie は機密データの自動検出に推奨される管理データ識別子のセットを使用して S3 オブジェクト
を分析します。このセットに含まれる識別子のリストを確認するには、を参照してください機密データの
自動検出のデフォルト設定 (p. 123)。
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特定の種類の機密データに焦点を当てて分析を調整できます。Macie に検出して報告させたい機密デー
タの種類には管理データ識別子を追加し、Macie に検出して報告させたくない機密データの種類には管
理データ識別子を削除できます。管理対象データ識別子を削除しても、変更は S3 バケットの既存の機密
データ検出統計や詳細には影響しません。たとえば、AWSシークレットアクセスキーを検出する管理対象
データ識別子を削除し、Macie が以前にバケット内でその種類の機密データを検出した場合、Macie は引
き続きそのバケットの検出を報告します。

Tip

今後すべての S3 バケットの分析から管理データ識別子を削除する代わりに、特定のバケットの
感度スコアからそのタイプの検出を除外できます。詳細については、「個々の S3 バケットの自
動機密データ検出の管理 (p. 104)」を参照してください。

マネージドデータ識別子を追加または削除するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にあるAWS リージョンセレクターを使用して、マネージドデータ識別子を自動検出す

るリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインの [設定] で、[自動検出] を選択します。

機密データの自動検出ページの「管理対象データ識別子」セクションには、現在の設定が 2 つのタブ
にまとめられて表示されます。

• デフォルトに追加 — このタブには、明示的に追加した管理データ識別子が表示されます。Macie 
は、デフォルトセットに含まれていて、ユーザーが明示的に削除していない管理データ識別子に加
えて、これらの管理データ識別子を使用します。

• デフォルトから削除 — このタブには、明示的に削除した管理データ識別子が表示されます。Macie 
は、これらのマネージドデータ識別子を使用しません。

4. 「管理データ識別子」セクションで、「編集」を選択します。
5. 次のいずれかを実行します。

• 1 つ以上の管理データ識別子を追加するには、「デフォルトに追加」タブを選択します。次に、
テーブルで、追加するマネージドデータ識別子のチェックボックスをオンにします。チェックボッ
クスが既に選択されている場合、その識別子は既に追加されています。

• 1 つ以上の管理データ識別子を削除するには、「デフォルトから削除」タブを選択します。次に、
テーブルで、削除するマネージドデータ識別子のチェックボックスをオンにします。チェックボッ
クスが既に選択されている場合、その識別子は既に削除されています。

各タブのテーブルには、Macie が現在提供しているすべての管理データ識別子のリストが
表示されます。テーブルの各マネージドデータ識別子の ID は、識別子によって検出される
機密データのタイプを示します。次に例を示します:クレジットカード認証コードの場合、
[CREDIT_CARD_SECURITY_CODE]。特定のマネージドデータ識別子をより簡単に検索するには、
テーブルの上にあるフィルターバーにフィルター基準を入力します。列見出しを選択して、テーブル
を並べ替えることもできます。各 ID の詳細については、を参照してくださいマネージドデータ識別子
の使用 (p. 49)。

6. 完了したら、[保存] を選択します。

分析にカスタムデータ識別子を追加または削除する

[custom data identifier] (カスタムデータ識別子) は、機密データを検出するために定義する基準のセットで
す。基準は、一致するテキストパターン、オプションで文字シーケンス、結果を絞り込む近接ルールを定
義する正規表現 (regex) から構成されています。詳細については、カスタムデータ識別子の構築 (p. 67)
を参照してください。

デフォルトでは、Amazon Macie は機密データの自動検出を実行する際にカスタムデータ識別子を使
用しません。Macie に特定のカスタムデータ識別子を使用させたい場合は、分析に追加できます。次

101

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


Amazon Macie ユーザーガイド
アカウントの自動検出の設定

に、Macie は、Macie が使用するために設定したマネージドデータ識別子に加えて、カスタムデータ識別
子を使用します。

分析にカスタムデータ識別子を追加した場合、後でそれを削除できます。変更しても、S3 バケットの既
存の機密データ検出統計や詳細には影響しません。たとえば、以前にバケットの検出を生成したカスタ
ムデータ識別子を削除しても、Macie は引き続きバケットの検出を報告します。ただし、その後のすべて
のバケットの分析から識別子を削除するのではなく、特定のバケットの感度スコアからそのタイプの検出
を除外することを検討してください。詳細については、「個々の S3 バケットの自動機密データ検出の管
理 (p. 104)」を参照してください。

カスタムデータ識別子を追加または削除するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にあるAWS リージョンセレクターを使用して、自動検出するリージョンを選択しま

す。
3. ナビゲーションペインの [設定] で、[自動検出] を選択します。

機密データの自動検出ページには、現在の設定が表示されます。そのページの [カスタムデータ識別
子] セクションには、追加したカスタムデータ識別子が表示されているか、自動検出用のカスタムデー
タ識別子を選択していないことが示されます。

4. 「カスタムデータ識別子」セクションで、「編集」を選択します。
5. 次のいずれかを実行します。

• 1 つまたは複数のカスタムデータ識別子を追加するには、追加する各カスタムデータ識別子の
チェックボックスをオンにします。チェックボックスが既に選択されている場合、その識別子は既
に追加されています。

• 1 つまたは複数のカスタムデータ識別子を削除するには、削除する各カスタムデータ識別子の
チェックボックスをオフにします。チェックボックスがすでにオフになっている場合、現在 Macie 
は自動検出を実行する際にその ID を使用しません。

Tip

カスタムデータ識別子を追加または削除する前にその設定を確認または削除するには、その
識別子の名前の横にあるリンクアイコン ( ) を選択します。Macie は、識別子の設定を表示
するページを開きます。
このページを使用して、サンプルデータを用いて識別子をテストすることもできます。これ
を行うには、[Sample data] (サンプルデータ) ボックスに最大 1,000 文字のテキストを入力し
て、次に [テスト] を選択します。Macie は識別子を使用してサンプルデータを評価し、一致
の数をレポートします。

6. 完了したら、[保存] を選択します。

分析の許可リストを追加または削除する

Amazon Macie では、許可リストによって、Macie が S3 オブジェクトで機密データを S3 オブジェクトで
検査する際に無視してほしい特定のテキストまたはテキストテキストテキストテキストテキストテキスト
テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキス
トテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキ
ストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト テキストがテキストが入力またはテキストテキ
ストが一致する場合、そのテキストがマネージドデータ識別子またはカスタムデータ報告されません。詳
細については、許可リストによる機密データ例外の定義 (p. 73) を参照してください。

デフォルトでは、Macie は機密データの自動検出を実行するときに許可リストを使用しません。Macie に
特定の許可リストを使用させたい場合は、その許可リストを分析に追加できます。許可リストを分析に追
加すると、後でそれを削除できます。
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許可リストを追加または削除するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にあるAWS リージョンセレクターを使用して、自動検出リストの追加または削除する

リージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインの [設定] で、[自動検出] を選択します。

機密データの自動検出ページには、現在の設定が表示されます。そのページの [許可リスト] セクショ
ンには、追加した許可リストが表示されるか、自動検出の対象となる許可リストが何も選択されてい
ないことが示されます。

4. 「許可リスト」セクションで、「編集」 を選択します。
5. 次のいずれかを実行します。

• 1 つまたは複数の許可リストを追加するには、追加する各許可リストのチェックボックスをオンに
します。チェックボックスが既に選択されている場合、そのリストはすでに追加されています。

• 1 つ以上の許可リストを削除するには、削除する許可リストごとにチェックボックスをオフにしま
す。チェックボックスがすでにオフになっている場合、現在 Macie は自動検出を実行するときにそ
のリストを使用しません。

Tip

許可リストを追加または削除する前に設定を確認するには、リスト名の横にあるリンクアイ
コン ( ) を選択します。Macie は、リストの設定を表示するページを開きます。

6. 完了したら、[保存] を選択します。

アカウントの機密データの自動検出を無効にする
アカウントの機密データの検出は、いつでも無効にすることができます。機密データの自動検出を無効に
すると、Macie は次の評価および分析サイクルが始まる前 (通常は 24 時間以内) に、アカウントに対する
すべての自動検出アクティビティの実行を停止します。さらに、Macie がこれらのアクティビティの実行
中に作成して直接提供したすべての統計データ、インベントリデータ、およびその他の情報にアクセスで
きなくなります。たとえば、S3 バケットインベントリには、感度スコアや視覚化が含まれなくなったり、
個々の S3 バケットの統計や詳細が分析されなくなったりします。

アカウントの自動検出を実行している間も、Macie が作成した機密データに引き続きアクセスできま
す。Macie は、90 日間調査結果を保存します。さらに、Amazon S3AWS のサービス での機密データの検
出結果のデータはそのまま残り、影響を受けません EventBridge。

アカウントの機密データの自動検出を無効にした場合、再度有効にすることができます。その後、Macie 
はお客様のアカウントですべての自動検出アクティビティを再開します。無効にしてから 30 日以内に再
度有効にすると、Macie が以前に作成し、それらの操作を実行中に直接提供したすべての統計データ、イ
ンベントリデータ、およびその他の情報に再びアクセスできるようになります。30 日以内に再度有効にし
ないと、Macie は以前に作成および提供した統計データやその他の情報を完全に削除します。

Amazon Macie コンソールを使用してアカウントの機密データの検出を自動的に検出するに
は、次のステップに従います。自動検出をプログラムで無効化するには、Amazon Macie API
UpdateAutomatedDiscoveryConfigurationのオペレーションを使用します。

アカウントの機密データの検出を無効化するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にあるAWS リージョンセレクターを使用して、機密データの自動検出を無効化する

リージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインの [設定] で、[自動検出] を選択します。
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4. 「ステータス」セクションで、「無効」を選択します。
5. 確認を求められたら、[ の無効化] を選択します。

個々の S3 バケットの自動機密データ検出の管理
機密データの検出と結果の表で、自動化された機密データ検出の確認と評価で、個々の Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) バケットの感度スコアとその他の設定を調整できます。これらの設定を調整
することで、Amazon S3 データ資産全体とその中の特定のバケットの感度評価を微調整できます。特定の
バケットに対して行った調査の結果をキャプチャすることもできます。

S3 バケットの自動機密データ検出設定は、次の方法で調整できます。

感度スコアを割り当てる

デフォルトでは、Amazon Macie はバケットの感度スコアを自動的に計算します。スコアは主
に、Macie がバケットで見つけた機密データの量と、Macie がバケット内で分析したデータの量に基
づいています。詳細については、「S3 バケットの感度スコア (p. 120)」を参照してください。

バケットの計算されたスコアを上書きして、最大スコア (100) を手動で割り当てることができます。
これにより、Sensitive ラベルもバケットに適用されます。これを行うと、Macie はバケットに対して
引き続き自動検出を実行します。ただし、その後の分析はバケットのスコアには影響しません。スコ
アを再度自動的に計算するには、設定をもう一度変更します。

特定の機密データタイプを感度スコアから除外または含める

自動的に計算される場合、バケットの感度スコアは、Macie がバケット内で検出した機密データの量
に一部基づいています。これは主に、Macie がバケット内で検出した機密データタイプの性質と数、
および各タイプの出現回数に由来します。デフォルトでは、Macie はバケットの感度スコアを計算す
る際に、あらゆる種類の機密データを含めます。

特定の種類の機密データをバケットのスコアから除外または含めることで、計算を調整できます。た
とえば、Macie がバケット内の郵送先住所を検出し、これが許容できると判断した場合、出現する郵
送先住所をすべてバケットのスコアから除外できます。機密データタイプを除外した場合、Macie は
引き続きバケットでそのタイプのデータを検査し、見つかったデータを報告します。ただし、これ
らの出現はバケットの計算スコアには影響しません。機密データタイプを計算ストアに再度含めるに
は、設定をもう一度変更します。

後続の分析でバケットを除外または含める

デフォルトでは、Macie は、お客様のアカウントで監視および分析するすべての S3 バケットに対
して自動検出を実行します。お客様が組織の Macie 管理者である場合、これには、メンバーアカ
ウントが所有する S3 バケットが含まれます。分析から特定のバケットを除外できます。たとえ
ば、AWSAWS CloudTrailイベントログなどのロギングデータを通常保存するバケットを除外できま
す。

バケットを除外しても、そのバケットに関する既存の機密データ検出統計と詳細はそのまま残りま
す。たとえば、バケットの現在の感度スコアは変わりません。ただし、Macie はアカウントの自動検
出を実行すると、バケット内のオブジェクトの分析を停止します。バケットを除外した後は、そのバ
ケットを再度含めることができます。

S3 バケットの感度スコアに影響する設定を変更すると、Macie は直ちに、関連する機密データ検出統計
や、Amazon S3 データについて提供するその他の情報の再計算と更新を開始します。たとえば、バケット
に最大スコアを割り当てると、Macie はアカウントの集計統計に含まれるセンシティブバケットの数を増
やします。

Amazon Macie コンソールを使用して設定を変更するには、次のステップに従いま
す。設定をプログラムで変更するには、Amazon Macie API の次の操作を使用できま
す。UpdateResourceProfileDetectionsたとえば、バケットに感度スコアを割り当てる、機密データタイ
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プをバケットのスコアから除外または後で含める、後続の分析でバケットを除外または含める、などで
す。UpdateResourceProfileUpdateClassificationScope

S3 バケットの自動機密データ検出設定を変更するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[S3 buckets] (S3 バケット) を選択します。
3. S3 バケットページで、設定を変更したい S3 バケットを選択します。バケットは、テーブルビュー 

( ) またはインタラクティブマップ ( ) のいずれかを使用して選択できます。
4. 詳細パネルで、次のいずれかの操作を実行します。

• 計算されたスコアを上書きして感度スコアをバケットに手動で割り当てるには、最大スコアを割り
当て ( ) をオンにします。これにより、バケットのスコアが 100 に変更され、Sensitive ラベルが
バケットに適用されます。

Macie が自動的に計算するスコアを割り当てるには、[最大スコアを割り当て] ( ) をオフにしま
す。

• バケットを以降の分析から除外するには、「自動検出から除外」( ) をオンにします。

以前にバケットを分析から除外していた場合は、自動検出から除外 ( ) をオフにして再度含めま
す。

• 特定の種類の機密データの出現をバケットの感度スコアから除外または含めるには、「感度」タ
ブを選択します。検出表で、検出表で、[Detections] (検出表で、[SE]。次に、アクションメニュー
で、「スコアから除外」を選択してタイプを除外するか、「スコアに含める」を選択してタイプを
含めます。

テーブルの「機密データタイプ」フィールドには、データを検出した管理データ識別子の固有識別
子 (ID)、またはデータを検出したカスタムデータ識別子の名前を指定します。マネージドデータ識
別子の ID は、識別子によって検出するように設計されている機密データのタイプを示します。次に
例を示します:クレジットカード認証コードの場合、[CREDIT_CARD_SECURITY_CODE]。各管理
データ識別子の詳細については、を参照してくださいマネージドデータ識別子の使用 (p. 49)。

S3 バケットの感度スコアに影響する設定を変更した場合、Macie は直ちに、関連する機密データ検出
統計と S3 バケットに関するその他の情報の再計算と更新を開始します。

自動化された機密データ検出の統計と結果のレビュー
アカウントで機密データの自動検出が有効になっている場合、Amazon Macie は Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットに関する追加のインベントリデータ、統計、およびその他の情報を自動的
に生成して管理し、アカウント用に監視および分析します。お客様が組織の Macie 管理者である場合、こ
れには、メンバーアカウントが所有する S3 バケットが含まれます。

追加情報には、Macie がお客様のアカウントに対してこれまでに実行した自動化された機密データ検出ア
クティビティの結果が記録されています。また、個々の S3 バケットのパブリックアクセスや暗号化設定
など、お客様の Amazon S3 データについて Macie が提供するその他の情報を補足します。メタデータと
統計情報に加えて、Macie は検出した機密データと、実行した分析（機密データの検出結果と機密データ
検出結果）の記録を作成します。

機密データの自動検出によりアカウントの進行状況が分析されるため、次の機能とデータが結果の確認と
評価に役立ちます。

• 概要ダッシュボード — Amazon S3 データ資産の集約された統計を提供します。統計には、Macie が機
密データを検出したバケットの数、それらのバケットの数など、主要なメトリクスのデータが含まれま
す。
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• S3 バケットヒートマップ — データ資産全体のデータ機密性を、AWS アカウントグループごとにインタ
ラクティブに視覚的に表現します。マップにはアカウントごとに集計された感度統計が含まれ、アカウ
ントが所有する各バケットの現在の感度スコアを色分けして示します。また、一般にアクセス可能なバ
ケット、Macie が分析できないバケットなどを示すために記号も使われています。

• S3 バケットテーブル — インベントリ内の各 S3 バケットの概要を表示します。各バケットについて、
テーブルには、バケットの名前と現在の感度スコア、Macie がバケット内で分析できるオブジェクトの
数、バケット内のオブジェクトを定期的に分析するように機密データ検出ジョブを設定したかどうかな
どのデータが含まれます。オプションで、テーブルからカンマ区切り値 (CSV) ファイルにデータをエク
スポートできます。

• 詳細パネル — ヒートマップまたはテーブルで選択した S3 バケットの詳細と統計が表示されます。詳
細には、Macie がバケット内で分析したオブジェクトのリストや、Macie がバケット内で検出した機密
データの種類と出現回数の内訳が含まれます。パネルを使用して、個々のバケットの自動検出設定を管
理することもできます。

• 機密データの検出結果 — Macie が個々の S3 オブジェクトで見つけた機密データの詳細なレポートを
提供します。詳細には、Macie が機密データを検出した機密データのタイプと出現の数と出現の数と出
現の数と出現の数と出現の数と出現の数が含まれます。詳細には、バケットのパブリックアクセスの設
定、バケットのパブリックアクセス設定、オブジェクトの最後に変更されたタイミングなど、影響を受
けた S3 バケットとオブジェクトに関する情報 (S3) に関する情報も提供します。

• 機密データ検出結果 — Macie が個々の S3 オブジェクトに対して行った分析の記録を提供します。こ
のレコードには、Macie が機密データを検出しないため機密データの調査結果を生成しないオブジェク
ト、および問題やエラーのために Macie を分析できないオブジェクトが含まれます。

このデータを使用して、Amazon S3 データ資産全体のデータ機密性を評価し、ドリルダウンして個々の 
S3 バケットとオブジェクトを評価および調査できます。Macie が提供する Amazon S3 データのセキュリ
ティとプライバシーに関する情報と組み合わせることで、即時の修正が必要なケース (Macie が機密データ
を見つけた一般にアクセス可能なバケットなど) を特定することもできます。

トピック
• 概要ダッシュボードでの集約データ機密統計を確認する (p. 106)
• S3 バケットマップによるデータ機密性の視覚化 (p. 109)
• S3 バケットテーブルによるデータ機密性の評価 (p. 112)
• 個々の S3 バケットのデータ機密情報の確認 (p. 114)
• 自動検出によって生成された機密データ結果の分析 (p. 117)
• 自動検出によって生成された機密データ検出結果へのアクセス (p. 119)

概要ダッシュボードでの集約データ機密統計を確認する
Amazon Macie コンソールの [Summary] (概要) ダッシュボードでは、現在の Amazon SSimple Storage 
Service (Amazon S3) データの集約された統計のスナップショットを提供しますAWS リージョン。統計に
は、パブリックアクセス可能である S3 バケットの数など、主要なセキュリティメトリクスのデータが含
まれますAWS アカウント。ダッシュボードには、過去 7 日間に最も多くの調査結果を生成した S3 バケッ
トなど、アカウントの集約された調査結果データのグループも表示します。これは、Amazon S3 データの
全体的なセキュリティ体制を評価するのに役立つように設計されています (p. 22)。

アカウントで機密データの自動検出が有効になっている場合、概要ダッシュボードにはデータ機密性統計
が表示されます。例:
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グラフと統計には、Macie がこれまでにお客様のアカウントに対して実行した自動化された機密データ検
出アクティビティの結果が示されています。お客様が組織の Macie 管理者である場合、これには、自分の
アカウントと組織内のメンバーアカウントの結果が含まれます。オプションで、アカウント別にデータを
フィルタリングできます。

ダッシュボードを表示するには、Amazon Macie コンソールのナビゲーションペインで [概要] を選択しま
す。統計をプログラムで取得する場合は、Amazon Macie API GetBucketStatisticsのオペレーションを使用
できます。

ダッシュボードのデータ機密セクションでは、統計は次のように整理されています。統計の裏データをド
リルダウンして確認するには、統計を選択します。

ストレージと機密データの発見

セクションの上部の [Last update] (最終更新日) フィールドは、Macie がアカウントまたは組織の 
Amazon S3 からバケットまたはオブジェクトメタデータを最後に取得したタイミングを示します。
詳細については、「データの更新 (p. 20)」を参照してください。Amazon S3 に保存するデータの量
と、Macie が機密データを検出するために分析できるデータの量と、Macie が機密データを検出する
ために分析できるデータを検出するために分析できるデータを検出するために分析できるデータを検
出するために分析できるデータを検出するために分析できるデータを検出するために分析できるデー
タを検出するために分析できる
• アカウント総数AWS アカウント — バケットインベントリにある自分のバケットの総数。お客様が

組織の Macie 管理者である場合、これは組織で管理する Macie アカウントの合計。スタンドアロン
の Macie アカウントをお持ちの場合、この値は 1 です。

• [Storage] (ストレージ)
• [Classifiable] (分類可能) – バケット内で Macie が分析できるすべてのオブジェクトの合計スト

レージサイズ。
• [Total] (合計) — Macie が分析できないオブジェクトを含む、バケット内のすべてのオブジェクト

の合計ストレージサイズ。

いずれかのオブジェクトが圧縮ファイルである場合、これらの値は解凍後のファイルの実際のサ
イズを反映しません。いずれかのバケットでバージョニングが有効化されている場合、これらの値
は、それらのバケット内の各オブジェクトの最新バージョンのストレージサイズに基づきます。

• [オブジェクト]
• Classifiable (分類可能) - バケット内で Macie が分析できるオブジェクトの合計数。
• [Total] (合計) — Macie が分析できないオブジェクトを含む、バケット内のオブジェクトの総数。

前の統計では、データとオブジェクトは、サポートされている Amazon S3 ストレージクラスを使用
し、サポートされているファイルまたはストレージ形式のファイル名拡張子を持っている場合、[分類] 
(分類可能) です。詳細については、「サポートされるストレージクラスと形式 (p. 181)」を参照して
ください。

ストレージとオブジェクトの統計には、Macie がアクセスを許可されていないバケット内のオブジェ
クトに関するデータは含まれていないことに注意してください。このような状況にあるバケットを特
定するには、ダッシュボードでアクセス拒否統計を選択してください。
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合計バケット数

ドーナツチャートは、バケットインベントリ内の S3 バケットの総数を示します。グラフは、各バ
ケットの現在の感度スコアに基づいてバケットをカテゴリに分類しています。
• センシティブ — 感度スコアが 51 ～ 100 のバケットの総数。
• 非感度 — 感度スコアが 1 ～ 49 のバケットの総数。
• まだ分析されていません — 感度スコアが 50 のバケットの総数。
• 分類エラー — 感度スコアが -1 のバケットの総数。

Macie が定義する感度スコアとラベルの範囲の詳細については、を参照してくださいS3 バケットの感
度スコア (p. 120)。

グループのその他の統計を確認するには、そのグループにカーソルを合わせます。
• バケット — バケットの合計数
• パブリックアクセス可能 — 一般ユーザーがバケットへの読み取りまたは書き込みアクセス権を持つ

ことを許可するバケットの合計。
• 分類可能なバイト数 — Macie がバケット内で分析できるすべてのオブジェクトの合計ストレージサ

イズ。これらのオブジェクトは、サポートされている Amazon S3 ストレージクラスを使用し、サ
ポートされているファイルまたはストレージ形式のファイル名拡張子を持っています。

• 合計バイト数 — すべてのバケットの合計ストレージサイズ。

前の統計では、ストレージサイズの値は、バケット内の各オブジェクトの最新バージョンのストレー
ジサイズに基づきます。いずれかのオブジェクトが圧縮ファイルである場合、これらの値は解凍後の
ファイルの実際のサイズを反映しません。

ダッシュボードのこのセクションやその他のセクションで公開されている統計の値を決定および計算
するために、Macie は各バケットのアカウントとバケットのバケットポリシー、バケットのバケット
ポリシー、バケットのバケットポリシー、バケットのバケットポリシーなど、バケットのアカウント
とバケットのバケットポリシーの組み合わせを分析します。詳細については、「Macie が Amazon S3 
データセキュリティをモニタリングする方法 (p. 18)」を参照してください。

センシティブ

このセクションには、現在感度スコアが 51 ～ 100 の範囲の S3 バケットの総数が表示されます。こ
のグループ内の「Public accessible」は、一般ユーザーがバケットへの読み取りまたは書き込みアク
セス権を持つことができるバケットの総数を示します。

敏感ではない

このセクションには、現在感度スコアが 1 ～ 49 の範囲の S3 バケットの総数が表示されます。このグ
ループ内の「Public accessible」は、一般ユーザーがバケットへの読み取りまたは書き込みアクセス
権を持つことができるバケットの総数を示します。

データを検査できません

このセクションの統計から、エラー、問題、またはその他の考慮事項がバケットの感度の評価に影響
する可能性のある S3 バケットに関する洞察が得られます。
• ゼロバイト — オブジェクトを含まないバケットの総数、またはバケット内のすべてのオブジェクト

にゼロ (0) バイトのデータが含まれています。
• 分類不能 — 分類可能なオブジェクトが含まれていないバケットの総数。これらのバケット内のすべ

てのオブジェクトは、サポートされていない Amazon S3 ストレージクラスを使用しているか、サ
ポートされている Amazon S3 ストレージクラスを使用しているか、サポートされているファイル
またはストレージ形式のファイル名拡張子を持っていない場合、

• アクセス拒否 — Macie がアクセスを許可されていないバケットの総数。
• 分類エラー — 現在の感度スコアが -1 のバケットの総数。Macie がこれらのバケット内の 1 つ以上

のオブジェクトを分析しようとしたときにエラーが発生しました。

データ機密性統計には、実行した機密データ検出ジョブの結果は含まれないことに注意してください。
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サマリーダッシュボードの他のセクションとデータについては、を参照してくださいダッシュボードのコ
ンポーネントを理解する (p. 23)。

S3 バケットマップによるデータ機密性の視覚化
Amazon Macie コンソールでは、S3 バケットのヒートマップは、現在の Amazon SSimple Storage 
Service (Amazon S3)AWS リージョン データセキュリティ全体のデータ機密データをインタラクティブで
視覚的に表現します。Macie がこれまでにお客様のアカウントに対して実行した自動化された機密データ
検出アクティビティの結果をキャプチャします。

お客様が組織の Macie 管理者である場合、マップには、メンバーアカウントによって所有されている S3 
バケットの結果がアカウント ID 別にグループ化され、アカウント ID 別にグループ化され、アカウント ID 
別にグループ化され、アカウント ID 別にグループ化され、アカウント ID 別にグループ化され、アカウン
ト IDAWS アカウント 別にグループ化され、アカウント ID 別にグループ化され 例:

マップの各ページには、組織の規模または Amazon S3 データ資産に応じて、最大 99 のアカウントまたは 
1,000 バケットのデータが表示されます。

マップを表示するには、コンソールのナビゲーションペインで S3 buckets を選択します。次に、ページ

の上部にある map ( ) を選択します。このマップは、アカウントで機密データの自動検出が現在有効
になっている場合にのみ利用できます。作成して実行した機密データ検出ジョブのデータは提供されませ
ん。

トピック
• S3 バケットマップ内のデータの解釈 (p. 109)
• S3 バケットマップの操作 (p. 111)

S3 バケットマップ内のデータの解釈

S3 バケットマップでは、各四角はバケットインベントリ内の S3 バケットを表しています。正方形の色は
バケットの現在の感度スコアを表し、Macie がバケット内で検出した機密データの量と、Macie がバケッ
ト内で分析したデータ量という 2 つの主要な次元の交点を測定します。色相の強さは、次の画像に示すよ
うに、データ感度値の範囲内でバケットのスコアがどの程度当てはまるかを表しています。
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一般的に、色と色相の強さは次のように解釈できます。

• 青 — バケットの現在の感度スコアの範囲が 1 ～ 49 の場合、バケットの四角形は青で、バケットの感度
ラベルは「感度なし」になります。青色の濃さは、Macie がバケット内で分析したユニークオブジェク
トの数と、バケット内のユニークオブジェクトの総数を比較したものです。暗い色相は感度スコアが低
いことを示します。

• 色なし — バケットの現在の感度スコアが 50 の場合、バケツの四角形には色が付いておらず、バケット
の感度ラベルはまだ分析されていません。さらに、正方形には破線の境界線があります。

• 赤 — バケットの現在の感度スコアが 51 ～ 100 の場合、バケットの四角形は赤で、バケットの感度ラベ
ルは Sensitive になります。赤色の濃さは、Macie がバケツの中で見つけた機密データの量を反映してい
ます。色相が暗いほど、感度スコアが高いことを示します。

• グレー — バケットの現在の感度スコアが -1 の場合、バケットの四角形は濃い灰色で、バケットの感度
ラベルは分類エラーです。色相の強度は変化しません。

Macie が定義する感度スコアとラベルの範囲の詳細については、を参照してくださいS3 バケットの感度ス
コア (p. 120)。

マップでは、S3 バケットの四角形にシンボルが含まれている場合もあります。この記号は、バケットの感
度の評価に影響する可能性のあるエラー、問題、またはその他の考慮事項を示しています。シンボルは、
バケットが一般にアクセス可能であるなど、バケットのセキュリティに関する潜在的な問題を示すことも
できます。次の表は、Macie がこれらのケースを通知するために使用する記号の一覧です。

記号 定義 説明

アクセス拒否 Macie はバケット内のどのオ
ブジェクトも分析できませ
ん。Macie がバケットまたはバ
ケットのオブジェクトに関する
情報を取得しようとしたとき、
またはバケットのオブジェクト
にアクセスしようとしたときに
エラーが発生しました。

多くの場合、これはバケットに
制限バケットポリシーを持って
いることが原因です。この問題
の対処方法については、「Macie 
が S3 バケットおよびオブジェ
クトにアクセスすることを許可
する (p. 44)」を参照してくださ
い。

パブリックアクセス可能 バケットに適用されるアクセス
許可設定の組み合わせにより、
一般ユーザーがバケットへの読
み取りと書き込みアクセス権を
持つため、バケットへの読み取
りと書き込みアクセス権を持っ
ています。

この判断を行うために、Macie 
は各バケットのアカウントと
バケットのバケットポリシー、
バケットのバケットポリシーな
ど、アカウントとバケットのバ
ケットポリシーの組み合わせを
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記号 定義 説明
分析します。詳細については、
「Macie が Amazon S3 データセ
キュリティをモニタリングする
方法 (p. 18)」を参照してくださ
い。

分類不能 Macie はバケット内のどのオブ
ジェクトも分析できません。バ
ケット内のすべてのオブジェク
トは、Macie がサポートしていな
い Amazon S3 ストレージクラス
を使用するか、Macie がサポート
していないファイルタイプまた
はストレージ形式のファイル名
拡張子が付いています。

Macie がオブジェクトを分析す
るには、オブジェクトがサポー
トされているストレージクラ
スを使用し、サポートされてい
るファイルまたはストレージ形
式のファイル名拡張子を持って
いる必要があります。詳細につ
いては、「サポートされるスト
レージクラスと形式 (p. 181)」
を参照してください。

0 バイト バケットには、Macie が分析する
オブジェクトは含まれていませ
ん。バケットが空であるか、バ
ケット内のすべてのオブジェク
トにゼロ (0) バイトのデータが含
まれています。

S3 バケットマップの操作

S3 バケットマップを確認すると、さまざまな方法で操作して、個々のアカウントやバケットの追加データ
や詳細を確認したり評価したりできます。以下の手順に従って Amazon Macie コンソールにマップを表示
し、マップが提供するさまざまな機能を操作します。

S3 バケットマップを操作するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[S3 buckets] (S3 バケット) を選択します。S3 バケットページには、S3 バ

ケットインベントリのマップが表示されます。ページにインベントリが代わりにテーブル形式で表示

される場合は、ページの上部にある map ( ) を選択します。
3.

ページの上部で、必要に応じて、[refresh] (更新) ( ) を選択して、Amazon S3 から最新のバケッ
トメタデータを取得します。

4. S3 バケットマップで、次のいずれかを実行します。

• 特定の機密ラベルが貼られているバケットの数を確認するには、AWS アカウント IDのすぐ下にあ
る色付きのバッジを参照してください。バッジには、集計されたバケット数が機密ラベルごとに分
類されて表示されます。
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たとえば、赤いバッジは、アカウントが所有していて、センシティブラベルが付いたバケットの総
数を示します。これらのバケットの感度スコアの範囲は 51 ～ 100 です。青いバッジには、アカウ
ントが所有していて、「Not Sensitive」ラベルが付いているバケットの総数が表示されます。これ
らのバケットの感度スコアの範囲は 1 ～ 49 です。

• バケットに関する情報のサブセットを確認するには、バケットの四角にカーソルを合わせます。
ポップオーバーには、バケットの名前と現在の感度スコアが表示されます。

ポップオーバーには、Macie がバケット内で分析できるオブジェクトの合計数と、それらのオブ
ジェクトの最新バージョンのストレージサイズの合計。これらのオブジェクトは分類可能です。サ
ポートされている Amazon S3 ストレージクラスを使用し、サポートされているファイルまたはス
トレージ形式のファイル名を持っています。詳細については、「サポートされるストレージクラス
と形式 (p. 181)」を参照してください。

• マップをフィルタリングし、フィールドに対して特定の値を持つバケットのみを表示するには、
フィルターバーにカーソルを置き、フィールドでフィルター条件を追加します。Macie は条件の基
準を適用し、フィルターバーの下のフィルターバーのフィルターバーの下のフィルターボックスに
条件を追加します。

結果をさらに絞り込むには、追加のフィールドでフィルター条件を追加します。詳細については、
「S3 バケットインベントリをフィルタリングする (p. 36)」を参照してください。

• 特定のアカウントが所有するバケットのみをドリルダウンして表示するには、そのアカウントのア
カウント ID を選択します。Macie は新しいタブを開き、そのアカウントのみのデータをフィルター
して表示します。

5. 特定のバケットについて、Macie が提供する機密データの検出結果やその他の情報を確認するには、
バケットの四角形を選択し、詳細パネルを参照します。詳細については、「個々の S3 バケットの
データ機密情報の確認 (p. 114)」を参照してください。

Tip

パネルの [バケットの詳細] タブでは、多くのフィールドをピボットしてドリルダウンできま
す。フィールドに対して同じ値を持つバケットを表示するには、フィールドで  を選択し
ます。フィールドに対して他の値を持つバケットを表示するには、フィールドで  を選択
します。

S3 バケットテーブルによるデータ機密性の評価
Amazon Macie コンソールの [S3 バケット] (S3 バケット) テーブルには、現在の Amazon SSimple 
Storage Service (Amazon S3) バケットの概要情報が表示されますAWS リージョン。お客様が組織の 
Macie 管理者である場合、これには、メンバーアカウントによって所有されている S3 バケットに関する
情報が含まれます。プログラムでデータにアクセスする場合は、Amazon Macie API DescribeBucketsのオ
ペレーションを使用できます。

コンソールでは、テーブルを並べ替えてフィルタリングし、ビューをカスタマイズできます。テーブルか
らカンマ区切り値 (CSV) ファイルにデータをエクスポートすることもできます。テーブルで S3 バケット
を選択すると、詳細パネルにバケットに関する追加情報が表示されます。これには、Macie がこれまでに
バケットに対して実行した自動化された機密データ検出アクティビティの結果をキャプチャする詳細と統
計が含まれます。また、バケットのデータのセキュリティとプライバシーに関する洞察を提供する設定と
メトリクスのセキュリティとプライバシーに関する洞察を提供する設定とメトリクスのセキュリティとプ
ライバシーに関する洞察を提供する設定とメトリクスのセキュリティとプライバシーに関する洞察を提供
する設定とメトリクスの バケットの詳細を確認するだけでなく、詳細パネルを使用してバケットの感度ス
コアやその他の設定を調整できます。この方法の詳細は、「個々の S3 バケットの自動機密データ検出の
管理 (p. 104)」を参照してください。

S3 バケットテーブルを使用してデータの機密性を評価するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで、[S3 buckets] (S3 バケット) を選択します。
3.

S3 バケットページで、ページの上部にある table ( ) を選択します。Macie は、インベントリ内の
バケット数とバケットのテーブルを表示します。

4.
ページの上部で、必要に応じて、[refresh] (更新) ( ) を選択して、Amazon S3 から最新のバケッ
トメタデータを取得します。

情報アイコン ( ) がバケット名の横に表示された場合、これを行うことをお勧めします。このアイ
コンは、Macie が [daily refresh cycle] (p. 20) (毎日の更新サイクル) の一部として Amazon S3 からバ
ケットとオブジェクトメタデータをおそらく最後に取得した後の過去 24 時間にバケットが作成され
たことを示します。

5. S3 バケットテーブルで、インベントリ内の各バケットに関する概要情報を確認します。

• 感度 — バケットの現在の感度スコア。Macie が定義する感度スコアの範囲については、を参照して
くださいS3 バケットの感度スコア (p. 120)。

• [Bucket] (バケット) — バケットの名前。
• [Account] (アカウント) — バケットを所有している AWS アカウント のアカウント ID。
• [Classifiable objects] (分類可能なオブジェクト) – バケット内の機密データを検出するために Macie 

が分析できるオブジェクトの総数。
• [Classifiable size] (分類可能なサイズ) – バケット内の機密データを検出するために Macie が分析で

きるすべてのオブジェクトの合計ストレージサイズ。

この値は、圧縮解除後の圧縮オブジェクトの実際のサイズを反映していません。また、バケットで
バージョニングが有効化されている場合、この値は、バケット内の各オブジェクトの最新バージョ
ンのストレージサイズに基づきます。

• Monitor by job — バケット内の機密データ検出ジョブを、毎日、毎週、毎月ベースでバケット内の
オブジェクトを定期的に分析するように設定するように設定するかどうかを指定します。

このフィールドの値が [Yes] (はい) の場合、バケットが定期的なジョブに明示的に含まれるか、バ
ケットが過去 24 時間以内の定期的なジョブの基準に一致したことになります。さらに、それらの
ジョブの少なくとも 1 つのステータスは [Cancelled] (キャンセル) されません。Macie は毎日ベース
でこのデータを更新します。

• 最新のジョブ実行 — バケット内のオブジェクトを分析するように 1 回限りまたは定期的に機密
データ検出ジョブが設定されている場合、このフィールドの値は、それらのジョブの 1 つが実行を
開始した最新の日付と時刻を示します。それ以外の場合、このフィールドは空です。

前のデータでは、オブジェクトがサポートされている Amazon S3 ストレージクラスを使用し、サ
ポートされているファイルまたはストレージ形式のファイル名拡張子を持っている場合、オブジェク
トは [classifiable] (分類可能) です。Macie を使用すると、オブジェクト内の機密データを検出できま
す。詳細については、「サポートされるストレージクラスと形式 (p. 181)」を参照してください。

6. テーブルを使用してインベントリを分析するには、次のいずれかの操作を行います。

• 特定のフィールドでテーブルを並べ替えるには、フィールドの列見出しをクリックします。並べ替
え順序を変更するには、列見出しをもう一度クリックします。

• テーブルをフィルタリングし、フィールドに対して特定の値を持つバケットのみを表示するには、
フィルターバーにカーソルを置き、フィールドでフィルター条件を追加します。結果をさらに絞り
込むには、追加のフィールドでフィルター条件を追加します。詳細については、「S3 バケットイン
ベントリをフィルタリングする (p. 36)」を参照してください。

• 特定のバケットの詳細と統計を確認するには、テーブルでバケットの名前を選択し、詳細パネルを
参照します。詳細については、「S3 バケットの詳細を確認する (p. 114)」を参照してください。
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Tip

パネルの [バケットの詳細] タブでは、多くのフィールドをピボットしてドリルダウンでき
ます。フィールドに対して同じ値を持つバケットを表示するには、フィールドで  を選
択します。フィールドに対して他の値を持つバケットを表示するには、フィールドで 
を選択します。

7. (オプション) テーブルから CSV ファイルにデータをエクスポートするには、エクスポートする各行
のチェックボックスを選択するか、選択列の見出しにあるチェックボックスを選択してすべての行
を選択します。次に、ページの上部にある [CSV にエクスポート] を選択します。テーブルから最大 
50,000 行をエクスポートできます。

8. (オプション) 1 つ以上のバケット内のオブジェクトをより詳細に、より迅速に分析するには、各バ
ケットのチェックボックスを選択してから、[Create job] を選択します。詳細については、「機密デー
タ検出ジョブの作成 (p. 136)」を参照してください。

個々の S3 バケットのデータ機密情報の確認
Amazon Macie コンソールでは、S3 バケットページの詳細パネルを使用して、バケットインベントリ内の
各 Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) バケットに関する統計およびその他の情報を確認でき
ます。お客様が組織の Macie 管理者である場合、これには、メンバーアカウントが所有する S3 バケット
が含まれます。

統計と情報には、S3 バケットのデータのセキュリティとプライバシーに関する洞察を提供する詳細な洞
察を提供する詳細とプライバシーに関する洞察を提供する詳細とプライバシーに関する洞察を提供する
詳細とプライバシーに関する洞察を提供する詳細とプライバシーに関する洞察を提供する アカウントで
機密データの自動検出が有効になっている場合は、Macie がこれまでにバケットに対して実行した自動機
密データ検出アクティビティの結果もキャプチャされます。たとえば、Macie がバケット内で分析したオ
ブジェクトのリストや、Macie がバケット内で検出した機密データの種類と出現回数の内訳を検索できま
す。データには、実行した機密データ検出ジョブの結果は含まれていないことに注意してください。

Macie は、アカウントの機密データの自動検出を実行しながら、これらの統計と詳細を自動的に再計算し
て更新します。例:

• Macie が S3 オブジェクトで機密データを見つけられない場合、Macie はバケットの感度スコアを下
げ、必要に応じてバケットの感度ラベルを更新します。また、Macie はバケットで分析されるオブジェ
クトのリストにオブジェクトを追加します。

• Macie が S3 オブジェクトで機密データを見つけた場合、Macie はそれらの出現箇所を Macie がバケッ
ト内で検出した機密データタイプの分類に追加します。また、Macie はバケットの感度スコアを上げ、
必要に応じてバケットの感度ラベルを更新します。さらに、Macie はバケットで分析されるオブジェク
トのリストにオブジェクトを追加します。これらのタスクは、オブジェクトの機密データの結果の作成
に加えて行われます。

• Macie が S3 オブジェクトに機密データを見つけて、その後削除された場合、Macie はそのオブジェク
トに出現する機密データを、バケットの機密データタイプの分類から削除します。また、Macie はバ
ケットの感度スコアを下げ、必要に応じてバケットの感度ラベルを更新します。さらに、Macie はバ
ケットで分析されるオブジェクトのリストからオブジェクトを削除します。

• Macie が S3 オブジェクトを分析しようとしても、問題またはエラーにより Macie が分析できない場
合、Macie はバケットで分析されるオブジェクトのリストにオブジェクトを追加し、そのオブジェクト
を解析できなかった (スキップした) ことを示します。

統計や詳細を確認できるだけでなく、パネルを使用して個々の S3 バケットの自動検出設定を調整できま
す。たとえば、特定の種類の機密データをバケットのスコアに含めたり除外したりできます。詳細につい
ては、「個々の S3 バケットの自動検出の管理 (p. 104)」を参照してください。
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S3 バケットのデータ機密の詳細を確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで、[S3 buckets] (S3 バケット) を選択します。S3 バケットページには、バ

ケットインベントリ内の S3 バケットのインタラクティブマップが表示されます。必要に応じて、

ページ上部のテーブル ( ) を選択すると、代わりに在庫の概要情報が表形式で表示されます。
3. S3 バケットマップまたはテーブルで、詳細を確認したい S3 バケットの名前を選択します。詳細パネ

ルには、バケットに関する統計およびその他の情報が表示されます。

パネルの上部には、バケットの名前とバケットを所有するのアカウント ID など、バケットに関する一
般的な情報と、バケットを所有するのアカウント ID など、バケットに関する一般的な情報が表示されま
す。AWS アカウントまた、バケットの特定の自動機密データ検出設定を変更するオプションも用意されて
います。これらの設定の調整の詳細については、「」を参照してください個々の S3 バケットの自動検出
の管理 (p. 104)。

S3 バケットに関するその他の設定と情報は、次のタブにまとめられています。

感度

このタブには、バケットの現在の感度スコアが -1 から 100 の範囲で表示されます。Macie が定義する
感度スコアの範囲については、を参照してくださいS3 バケットの感度スコア (p. 120)。

このタブには、Macie がバケットのオブジェクトで見つけた機密データの種類と、各タイプの出現回
数も表示されます。
• 検出されたマネージドデータ識別子の一意の識別子 (ID) の一意の識別子 (ID)。

マネージドデータ識別子の ID は、識別子によって検出される機密データのタイプを示します。次に
例を示します。各管理データ識別子の詳細については、を参照してくださいマネージドデータ識別
子の使用 (p. 49)。

• 検出されたデータの出現の数。
• スコアリングステータス — データの出現をバケットの感度スコアに含めるか除外するかを指定しま

す。

バケットのスコアを自動的に計算するように Macie を設定した場合は、特定の種類の機密データを
バケットのスコアに含めるか除外することで計算を調整できます。含めるまたは除外するデータ識
別子のチェックボックスを選択し、アクションメニューで必要なオプションを選択します。詳細に
ついては、「個々の S3 バケットの自動検出の管理 (p. 104)」を参照してください。

Macie がバケットに現在保存されているオブジェクトに機密データを見つけていない場合、このセク
ションには「No detections found」メッセージが表示されます。

Sensitivity タブには、Macie が分析し、その後バケットから削除されたオブジェクトのデータは含ま
れていないことに注意してください。Macie は、バケットからオブジェクトが削除された場合、適切
な統計とデータを自動的に再計算して更新します。

バケット詳細

このタブには、データセキュリティやプライバシーの設定、メトリックなど、バケットの設定に関す
る詳細が表示されます。たとえば、バケットのパブリックアクセス設定の内訳を確認し、バケットが
オブジェクトをレプリケートするか、他のと共有するかを判断できますAWS アカウント。

特筆すべきは、最終更新日フィールドには、Macie がバケットまたはバケットのオブジェクトについ
て Amazon S3 からメタデータを最後に取得した日時が表示されます。最新の自動検出実行フィール
ドには、自動検出の実行中に Macie がバケット内のオブジェクトを最後に分析した日時が表示されま
す。

このタブでは、Macie がバケット内で分析できるデータの量を評価するのに役立つオブジェクトベー
スの統計も提供され、Macie がバケット内で分析できるデータの量を評価するのに役立ちます。ま
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た、機密データ検出ジョブがバケット内のオブジェクトを分析するように設定されているかどう
かも示します。その場合、最後に実行されたジョブに関する詳細にアクセスし、必要に応じてジョ
ブが生成した結果を表示できます。このタブの情報の詳細については、「S3 バケットの詳細の確
認 (p. 31)」を参照してください。

オブジェクトサンプル

このタブには、自動検出の実行中に Macie がバケット内で分析した S3 オブジェクトが表示されま
す。オプションで、オブジェクトの名前を選択して Amazon S3 コンソールを開き、オブジェクトの
プロパティを表示します。

リストには、最大 100 個の S3 オブジェクトのデータが含まれます。このリストは、オブジェクトセ
ンシティビティフィールドの値に基づいて表示されます。センシティブで、その後に非センシティブ
が、Macie が分析できなかった (スキップした) オブジェクトが続きます。

リストの Object Sensitive フィールドには、Macie がオブジェクトから機密データを見つけたかどう
かが示されます。
• 機密 — Macie はオブジェクト内に機密データを 1 つ以上検出しました。
• 機密ではない — Macie はオブジェクトに機密データを見つけられませんでした。
• — (ダッシュ) — 問題またはエラーのため、Macie はオブジェクトを分析 (スキップ) できませんで

した。

分類結果フィールドには、Macie がオブジェクトを解析できたかどうかが示されます。
• COMPLETE — Macie はオブジェクトの分析を正常に完了しました。
• 一部 — Macie はオブジェクト内のデータのサブセットのみを分析しました。たとえば、オブジェク

トがサポートされていない形式のファイルを含むアーカイブファイルや、オブジェクトのストレー
ジサイズの合計。

• SKIPPED — 問題またはエラーにより、Macie はオブジェクトを分析できませんでした。たとえ
ば、Macie が使用を許可されていないキーを用いて暗号化されているとします。

このリストには、Macie が分析または分析を試みた後にバケットから削除されたオブジェクトは含ま
れていないことに注意してください。オブジェクトがバケットから削除されると、リストから自動的
にオブジェクトが削除されます。

機密データ検出

このタブには、S3 バケットの機密データ検出統計が集約されて表示されます。
• 分析されたバイト数 — Macie がバケット内で分析したデータの総量（バイト単位）。
• 分類可能なバイト数 — Macie がバケット内で分析できるすべてのオブジェクトの合計ストレージ

サイズ (バイト単位)。これらのオブジェクトは、サポートされている Amazon S3 ストレージクラ
スを使用し、サポートされているファイルまたはストレージ形式のファイル名拡張子を持っていま
す。詳細については、「サポートされるストレージクラスと形式 (p. 181)」を参照してください。

• これには、バケットの感度スコアリング設定によって現在抑制されているオカレンスも含まれま
す。

分析対象オブジェクトチャートには、Macie がバケット内で分析したオブジェクトの総数が表示され
ます。また、Macie が機密データを見つけた、または見つけなかったオブジェクトの数を視覚的に表
示します。グラフの下の凡例には、これらの結果の内訳が示されています。
• 機密オブジェクト (赤) — Macie が機密データを 1 回以上検出したオブジェクトの総数。
• 機密でないオブジェクト (青) — Macie が機密データを見つけられなかったオブジェクトの総数。
• スキップされたオブジェクト (灰色) — 問題またはエラーが原因で Macie が分析できなかったオブ

ジェクトの総数。

Macie が 1 つ以上のオブジェクトの分析をスキップした場合、グラフの凡例の下の領域には、発生し
た問題またはエラーの内訳が表示されます。
• スキップ:無効な暗号化 — Macie が使用できないキーで暗号化されているオブジェクトの総数。こ

の問題の解決に役立つ情報については、を参照してくださいthe section called “暗号化された S3 オ
ブジェクトの分析” (p. 165)。
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• Skipped: Invalid KMS —AWS Key Management Service (AWS KMS) キーで暗号化され、無効化ま
たは削除されたオブジェクトの総数。

• Skipped: アクセス拒否 — Macie がアクセスを許可されていないオブジェクトの総数。

機密データ検出タブの統計には、Macie が分析または分析を試みた後にバケットから削除されたオブ
ジェクトのデータは含まれていません。Macie は、バケットからオブジェクトが削除された場合、適
切な統計情報を自動的に再計算して更新します。

自動検出によって生成された機密データ結果の分析
自動機密データの検出中に、Amazon Macie は機密データを検出する Amazon SSimple Storage Service 
(Amazon S3) オブジェクトごとに機密データの調査結果を作成します。機密データの結果は、Macie が S3 
オブジェクトで見つけた機密データの詳細なレポートです。機密データの調査結果には、重要度と次のよ
うな詳細が示されます。

• Macie が機密データを検出した日時。
• Macie が検出した機密データのカテゴリとタイプ。
• Macie が検出した機密データのタイプごとの出現回数。
• Macie が機密データ、機密データの自動検出、または機密データ検出の仕事を見つけたきっかけ。
• 影響を受けた S3 バケットおよびオブジェクトに関する名前、パブリックアクセス設定、暗号化タイ

プ、およびその他の情報。

影響を受けた S3 オブジェクトのタイプまたはストレージ形式によっては、詳細には、Macie が検出した
機密データの機密データを最大 15 個までの出現の場所、場所も含まれる場合があります。機密データの
調査結果には、Macie が検出した機密データは含まれません。代わりに、必要に応じてさらなる調査と修
復に使用できる情報が提供されます。

Macie は機密データの調査結果を 90 日間保存します。Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie 
API を使用してそれらにアクセスできます。また、他のアプリケーション、サービス、およびシステムを
使用して、調査結果をモニタリングおよび処理することもできます。詳細については、「調査結果を分析
する (p. 184)」を参照してください。

機密データの自動検出によって得られた結果を分析するため

アカウントの機密データ検出を自動化する際に Macie が作成した機密データ結果を特定して分析するに
は、結果をフィルタリングできます。フィルターを使用すると、調査結果の特定の属性を使用して、調査
結果のカスタムビューとクエリを構築します。Amazon Macie コンソールを使用して調査結果をフィルタ
リングするか、Amazon Macie API を使用してプログラムでクエリを送信できます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して調査結果を特定および分析します。

自動検出によって得られた結果を分析するため

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Findings] (調査結果) を選択します。
3. (オプション) 抑制ルールによって抑制されたフィルターバーの (p. 251) [Current] (現在) を選択

します。次に、[すべて] を選択して現在の結果と非表示になっている結果の両方を表示するか、
[アーカイブ済み] を選択して検索対象外の結果のみを表示します。

4. フィルターバーにカーソルを置きます。表示されるフィールドのリストで、「オリジンタイプ」
を選択します。

このフィールドには、Macie が調査結果、自動機密データ検出、または機密データ検出ジョブを
生成した機密データをどのように検出したかを指定します。フィルターフィールドのリストで
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このフィールドを見つけるには、完全なリストを参照するか、フィールド名の一部を入力して
フィールドのリストを絞り込みます。

5. フィールドの値として AUTOMATED_SENSITIVE_DATA_DISCOVERY を選択し、次に [適用] を
選択します。Macie はフィルター基準を適用し、フィルターバーのフィルターボックスに条件を
追加します。

6. (オプション) 結果を絞り込むには、その他のフィールドにフィルター条件を追加します。たと
えば、結果が作成された時間範囲には [作成日]、影響を受けたバケットの名前には [S3 バケット
名]、検出されて結果を生成した機密データタイプには [機密データ検出タイプ] などがあります。
詳細については、「調査結果のフィルタリング (p. 194)」を参照してください。

後でフィルター設定をもう一度使用する場合は、フィルタールとして保存できます。これを行うに
は、フィルターバーの [Save rule] (ルールを保存する) を選択します。次に、ルールの名前を入力し、
オプションで説明を入力します。終了したら、[Save] (保存) を選択します。

API

結果をプログラムで特定して分析するには、Amazon Macie API の ListFindingsor
GetFindingStatisticsオペレーションを使用して送信するクエリにフィルター条件を指定しま
す。ListFindingsこのオペレーションは、フィルター基準と一致する結果ごとの 1 つの ID であ
る、検索条件 ID の配列を返します。その後、これらの ID を使用して各結果の詳細を取得できま
す。GetFindingStatisticsオペレーションは、リクエストで指定したフィールド別にグループ化され
た、フィルター基準を満たすすべての調査結果に関する集約された統計データを集計した統計データ
を返します。プログラムによる調査結果のフィルタリングの詳細については、「」を参照してくださ
い。調査結果のフィルタリング (p. 194)

フィルター条件には、originTypeフィールドの条件を含めます。このフィールドには、Macie が調
査結果、自動機密データ検出、または機密データ検出ジョブを生成した機密データをどのように検出
したかを指定します。このフィールドの値は、AUTOMATED_SENSITIVE_DATA_DISCOVERY自動検出
の実行中に結果が得られた場合です。

AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用して結果を識別および分析するには、list-find get-
finding-statisticsまたはコマンドを実行します。以下の例では、list-findingsコマンドを使用して、現
在の自動機密データ検出によって生成された重要度の高いすべての結果の結果 ID を取得しますAWS 
リージョン。

Linux、macOS、または Unix の場合、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行連結
文字を使用します。

$ aws macie2 list-findings \
--finding-criteria '{"criterion":{"classificationDetails.originType":{"eq":
["AUTOMATED_SENSITIVE_DATA_DISCOVERY"]},"severity.description":{"eq":["High"]}}}'

Microsoft Windows の場合、読みやすさを向上させるためにキャレット (^) の行連結文字を使用しま
す。

C:\> aws macie2 list-findings ^
--finding-criteria={\"criterion\":{\"classificationDetails.originType\":{\"eq
\":[\"AUTOMATED_SENSITIVE_DATA_DISCOVERY\"]},\"severity.description\":{\"eq\":
[\"High\"]}}}

ここで、

• classificationDetails.originTypeオリジンタイプフィールドの JSON 名を指定し、
• eq等号演算子を指定します。
• AUTOMATED_SENSITIVE_DATA_DISCOVERYは、フィールドの列挙値です。

• severity.description重要度フィールドの JSON 名を指定し、
• eq等号演算子を指定します。
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• Highは、フィールドの列挙値です。

コマンドが正常に実行された場合、Macie は、findingIds 配列を返します。配列には、次の例に示
すように、フィルター基準を満たす各調査結果の一意の識別子の一意の識別子がリスト化されます。

{ 
    "findingIds": [ 
        "1f1c2d74db5d8caa76859ec52example", 
        "6cfa9ac820dd6d55cad30d851example", 
        "702a6fd8750e567d1a3a63138example", 
        "826e94e2a820312f9f964cf60example", 
        "274511c3fdcd87010a19a3a42example" 
    ]
}

フィルター基準を満たす調査結果がない場合、MaciefindingIds は空の配列を返します。

{ 
    "findingIds": []
}

自動検出によって生成された機密データ検出結果へのアクセス
Amazon Macie は、アカウントまたは組織の機密データを検出しながら、分析対象として選択する Simple 
Storage Service (Amazon S3) オブジェクトごとに分析レコードを作成します。これらの記録は機密デー
タ検出結果と呼ばれ、Macie が個々の S3 オブジェクトに対して行った分析の詳細を記録します。このレ
コードには、Macie が機密データを検出しないために調査結果を生成しないオブジェクト、アクセス許可
設定、アクセス許可設定、サポートされていないファイルまたはストレージ形式の使用などのエラーや問
題のために Macie を分析できないオブジェクトが含まれます。

検出された機密データの検出結果には、対応する調査結果のデータが含まれます。また、Macie がオブ
ジェクト内で検出した機密データのタイプごとに最大 1,000 個までの出現の場所などの追加情報も提供し
ます。例:

• Microsoft Excel ワークブック、CSV ファイル、または TSV ファイル内のセルまたはフィールドの列番
号と行番号

• JSON または JSON Lines ファイル内のフィールドまたは配列へのパス
• CSV、JSON、JSON Lines、または TSV ファイル以外の非バイナリテキストファイル 

(HTML、TXT、XML ファイルなど) 内の行の行番号
• Adobe Portable Document Format (PDF) ファイル内のページのページ番号
• Apache Avro オブジェクトコンテナまたは Apache Parquet ファイル内のレコードのレコードインデッ

クスとフィールドへのパス

影響を受けた S3 オブジェクトが .tar ファイルや .zip ファイルなどのアーカイブファイルの場合、機密
データの検出結果では、Macie がアーカイブから抽出する個別のファイル内の機密データの出現に関する
詳細な場所データも提供されます。Macie は、アーカイブファイルの機密データの調査結果にこの情報を
含めません。位置データを報告する場合、機密データの検出結果は標準化された JSON スキーマを使用し
ます (p. 245)。

機密データの検出結果には、Macie が検出した機密データは含まれません。代わりに、データのプライバ
シーと保護の監査や調査に役立つ分析レコードが提供されます。

Macie は機密データの検出結果を 90 日間保存します。Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie 
コンソールまたは Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie コンソールから直接アクセスするこ
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とはできません。代わりに、それらを暗号化して S3 バケットに保存するように Macie を設定します。バ
ケットは、機密データの検出結果のすべての最終的で長期的なリポジトリとして機能します。次に、オプ
ションで、そのリポジトリ内の結果にアクセスしてクエリを実行できます。

このリポジトリがアカウントのどこにあるかを判断するには、Amazon Macie コンソールのナビ
ゲーションペインで [検出結果] を選択します。これをプログラムで行うには、Amazon Macie API
GetClassificationExportConfigurationのオペレーションを使用します。アカウント用にこのリポジトリを設
定していない場合は、「」機密データ検出結果の保存と保持 (p. 171) を参照して方法を確認してくださ
い。

機密データの検出結果を S3 バケットに保存するように、Macie は JSON Lines (.jsonl) ファイルに結果を
書き込み、それらのファイルを暗号化し、それらのファイルを暗号化し、それらのファイルを暗号化し、
それらのファイルを暗号化し、それらのファイルをGNU Zip (.gz) ファイルとしてバケットに追加します。
機密データを自動的に検出するために、Macie automated-sensitive-data-discoveryはバケット内の名前の
フォルダーにファイルを追加します。

機密データの検出結果と同様に、機密データの検出結果は標準化されたスキーマに準拠しています。これ
は、オプションで、他のアプリケーション、サービス、およびシステムを使用して、それらをクエリ、モ
ニタリング、および処理するのに役立ちます。

Tip

機密データ検出結果をクエリして使用し、潜在的なデータセキュリティリスクを分析および報告
する方法の詳細な説明例については、セキュリティブログの「Amazon Athena と Amazon で機密
データ検出結果をクエリして視覚化する方法」と「Amazon」 QuickSight ブログ投稿を参照して
ください。AWS
GitHub このリポジトリでは、結果を取得および復号化するように Athena を設定する手順、結果
のテーブルを作成するためのスクリプトも提供します。

S3 バケットの感度スコア
アカウントで機密データの自動検出が有効になっている場合、Amazon Macie は、アカウントでモニタリ
ングおよび分析する各 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットに感度スコアを自動的に計
算して割り当てます。感度スコアは、S3 バケットに含まれる可能性のある機密データの量を定量的に表し
たものです。そのスコアに基づいて、Macie は各バケットに感度ラベルも割り当てます。感度ラベルは、
バケットの感度スコアを定性的に表したものです。これらの値は、Amazon S3 データ資産内の機密データ
が存在する可能性のある場所を特定し、そのデータの潜在的なセキュリティリスクを特定して監視するた
めの参照ポイントとして役立ちます。

デフォルトでは、S3 バケットの機密スコアとラベルには、Macie がこれまでにバケットに対して実行し
た自動機密データ検出アクティビティの結果が反映されます。スコアもラベルも、バケットまたはバケッ
トのオブジェクトが組織に対して緊急性または重要性を意味する、または示すものではありません。ただ
し、バケットに手動で最大スコアを割り当てることにより、バケットの計算されたスコアを上書きできま
す。これにより、バケットにもセンシティブラベルが割り当てられます。

トピック
• 感度スコアの寸法と範囲 (p. 120)
• モニタリング感度スコア (p. 123)

感度スコアの寸法と範囲
Amazon Macie で計算した場合、S3 バケットの感度スコアは 2 つの主要なディメンションの交差点を定量
的に測定したものです。

• Macie がバケットで検出した機密データの量。これは主に、Macie がバケット内で検出した機密データ
型の性質と数、および各種類の出現回数に基づいています。
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• Macie がバケット内で分析したデータ量。これは主に、Macie がバケット内で分析したユニークオブ
ジェクトの数と、バケット内のユニークオブジェクトの総数との比較から導き出されます。

S3 バケットの感度スコアによって、Macie がバケットに割り当てる感度ラベルも決まります。感度ラベ
ルはスコアを定性的に表したものです。たとえば、「敏感」や「感度なし」などです。Amazon Macie コ
ンソールでは、次の図に示すように、バケットの感度スコアによって、Macie がデータビジュアライゼー
ションでバケットを表すために使用する色も決まります。

感度スコアの範囲は、次の表に示すように -1 ～ 100 です。S3 バケットのスコアへの入力を評価するに
は、Macie がバケットについて提供する機密データ検出統計やその他の詳細情報を参照できます。

感度スコア 感度ラベル 追加情報

-1 分類のエラー Macie がバケット内の 1 つ以上
のオブジェクトを解析しようと
したときにエラーが発生しまし
た。たとえば、AWS KMSオブ
ジェクトが無効または削除され
たキーで暗号化されている、オ
ブジェクトレベルの権限設定に
より Macie がオブジェクトに
アクセスできない、またはオブ
ジェクトが無効な形式のファイ
ルである場合などです。

これは、Macie がアクセスまたは
使用を許可されているキーでバ
ケットのオブジェクトが暗号化
されていることを示す場合もあ
ります。この問題の対処方法に
ついては、「暗号化された S3 オ
ブジェクトの分析 (p. 165)」を
参照してください。

1-49 敏感ではない この範囲で、49 などの高いスコ
アは、Macie がバケット内で分析
したオブジェクトが比較的少な
いことを示します。1 などの低い
スコアは、Macie がバケット内の
多数のオブジェクトを (バケット
内のオブジェクトの総数に対し
て) 分析し、それらのオブジェク
トから検出された機密データの
種類と出現回数が比較的少ない
ことを示します。

スコアが 1 の場合は、バケット
にオブジェクトが含まれていな
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感度スコア 感度ラベル 追加情報
いか、バケット内のすべてのオ
ブジェクトに 0 バイトのデー
タが含まれていることを示して
いる場合もあります。バケット
の詳細にあるオブジェクト統計
は、これが当てはまるかどうか
を判断するのに役立ちます。

50 まだです。 Macie はバケットのオブジェクト
を何も分析していません。Macie 
は、アカウントの自動検出を最
初に有効にするとき、またはバ
ケットインベントリにバケット
が追加されたときに、このスコ
アをバケットに自動的に割り当
てます。

これは、バケットのアクセス許
可設定により、Macie がバケット
またはバケットのオブジェクト
に関する情報を取得またはアク
セスするのを妨げるようにして
いる場合、またはMacie がバケッ
トまたはバケットのオブジェク
トに関する情報を取得またはア
クセスするのを妨げるようにし
ている場合もあります。これは
通常、バケットポリシーが制限
されているためです。Macie はバ
ケットに関する情報のサブセッ
トしか提供できないため、バ
ケットの詳細はこれが当てはま
るかどうかを判断するのに役立
ちます。この問題の対処方法に
ついては、「Macie が S3 バケッ
トおよびオブジェクトにアクセ
スすることを許可する (p. 44)」
を参照してください。

51-99 センシティブ この範囲で、99 などの高いスコ
アは、Macie がバケット内の多数
のオブジェクトを (バケット内の
オブジェクトの総数に対して) 分
析し、それらのオブジェクトか
ら多くの種類と機密データを検
出したことを示します。51 など
の低いスコアは、Macie がバケッ
ト内のオブジェクトの数が中程
度で (バケット内のオブジェクト
の総数に対して)、それらのオブ
ジェクトから少なくとも数種類
の機密データを検出したことを
示しています。

122



Amazon Macie ユーザーガイド
既定の自動検出設定

感度スコア 感度ラベル 追加情報

100 センシティブ スコアは手動でバケットに割り
当てられ、計算されたスコアは
上書きされました。Macie はこの
スコアをバケットに割り当てま
せん。

モニタリング感度スコア
アカウントで機密データの自動検出を最初に有効にすると、Amazon Macie は各 S3 バケットに自動的に
50 の感度スコアを割り当てます。Macie は、バケットがバケットインベントリに追加されたときにもこの
スコアをバケットに割り当てます。そのスコアに基づいて、各バケットの感度ラベルはまだ分析されてい
ません。例外は空のバケットです。つまり、バケットにオブジェクトが含まれていないか、バケット内の
すべてのオブジェクトにゼロ (0) バイトのデータが含まれています。バケットの場合、Macie はバケット
にスコア 1 を割り当て、バケットの感度ラベルは「非感度」になります。

アカウントの機密データの自動検出が日々進行するにつれ、Macie は S3 バケットの機密性スコアとラベ
ルを更新して分析の結果を反映させます。例:

• Macie がバケットのオブジェクトに機密データを検出すると、Macie はバケットの感度スコアを上げ
て、必要に応じてバケットの機密ラベルを更新します。

• Macie がバケットのオブジェクトに機密データを見つけられない場合、Macie はバケットの感度スコア
を下げ、必要に応じてバケットの機密ラベルを更新します。

• Macie が後で削除されるオブジェクトに機密データを検出した場合、Macie はオブジェクトの機密デー
タ検出をバケットの感度スコアから削除し、必要に応じてバケットの機密ラベルを更新します。

• Macie は、以前は空だったバケットで機密データを見つけた場合、バケットの機密性スコアを増やし、
必要に応じてバケットの機密ラベルを更新します。

• バケットのアクセス許可設定により、Macie がバケットまたはバケットのオブジェクトに関する情報を
取得またはアクセスするのを妨げるようにしている場合、Macie はバケットの機密度スコアのを 50 に
変更し、バケットの機密ラベルを「まだ分析されていません。

Amazon S3 に保存するデータの量によっては、アカウントの機密データの自動検出を有効にしてから 48 
時間以内に分析結果が表示される場合があります。

アカウントの感度スコアリング設定を調整できます。これにより、すべての S3 バケットのその後の分析
の設定が変更されます。個々の S3 バケットの設定を調整することもできます。アカウントレベルの設定
では、特定の許可リスト、カスタムデータ識別子、または管理データ識別子を分析に含めたり除外したり
することができます。分析から特定のバケットを除外することもできます。詳細については、「アカウン
トの自動検出設定の構成 (p. 99)」を参照してください。

特定のバケットのスコアリング設定を調整するには、特定の種類の機密データをバケットのスコアに含め
たり除外したりできます。バケットに自動計算されたスコアの割り当てを行うかどうかも指定できます。
詳細については、個々の S3 バケットの自動検出の管理 (p. 104)を参照してください。

機密データの自動検出のデフォルト設定
お客様のアカウントで自動機密データ検出が有効になっている場合、Amazon Macie は、お客様のアカ
ウントでモニタリングおよび分析するすべての Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
からサンプルオブジェクトを自動的に選択して分析します。お客様が組織の Macie 管理者である場合、
これには、メンバーアカウント所有の S3 バケットが含まれます。分析から特定のバケットを除外する
には、アカウントの自動検出設定を変更する方法と、個々のバケットの自動検出設定を変更する方法
の (p. 104) (p. 99) 2 つがあります。
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デフォルトでは、Macie は機密データの自動検出に推奨される管理データ識別子のセットのみを使用して 
S3 オブジェクトを分析します。Macie は、ユーザーが定義したカスタムデータ識別子や許可リストを使用
しません。分析をカスタマイズするには、アカウントの自動検出設定を変更して、特定の許可リスト、カ
スタムデータ識別子、および管理データ識別子を使用するように Macie を構成できます (p. 99)。

以下のトピックでは、Macie がデフォルトで使用する管理データ識別子を機密データカテゴリ別にまとめ
ています。また、各の一意の識別子 (ID) をリスト化して説明します。アカウントの自動検出設定を変更す
る場合、この ID を使用して、以降の分析でマネージドデータ識別子を明示的に除外または含めることがで
きます。

カテゴリ
• 認証情報 (p. 124)
• 財務情報 (p. 124)
• 個人情報:個人の健康情報 (p. 125)
• 個人情報:個人を特定できる情報 (p. 125)

Macie が現在提供している管理データ識別子の完全なリストと、それぞれの追加情報については、を参照
してくださいマネージドデータ識別子の使用 (p. 49)。

認証情報
S3 オブジェクトでの認証情報データ出現を検知するために、Macie はデフォルトで次のマネージドデータ
識別子を使用します。

機密データタイプ マネージドデータ識別子 ID

AWS シークレットアクセスキー AWS_CREDENTIALS

HTTP 基本認証ヘッダー HTTP_BASIC_AUTH_HEADER

OpenSSH プライベートキー OPENSSH_PRIVATE_KEY

PGP プライベートキー PGP_PRIVATE_KEY

公開鍵暗号標準 (PKCS) プライベートキー PKCS

PuTTY プライベートキー PUTTY_PRIVATE_KEY

財務情報
S3 オブジェクトでの財務情報の出現を検知するために、Macie はデフォルトで次のマネージドデータ識別
子を使用します。

機密データタイプ マネージドデータ識別子 ID

銀行口座番号 BANK_ACCOUNT_NUMBERカナダ
および米国の銀行口座番号の場
合FRANCE_BANK_ACCOUNT_NUMBER, 
GERMANY_BANK_ACCOUNT_NUMBER, 
ITALY_BANK_ACCOUNT_NUMBER, 
SPAIN_BANK_ACCOUNT_NUMBER, 
UK_BANK_ACCOUNT_NUMBER

クレジットカードの有効期限 CREDIT_CARD_EXPIRATION
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機密データタイプ マネージドデータ識別子 ID

クレジットカードの磁気ストライプデータ CREDIT_CARD_MAGNETIC_STRIPE

クレジットカード番号 CREDIT_CARD_NUMBERキーワードの近くにあるク
レジットカード番号の場合

クレジットカード認証コード CREDIT_CARD_SECURITY_CODE

個人情報:個人の健康情報
S3 オブジェクトでの個人ヘルス情報 (PHI) の出現を検知するために、Macie はデフォルトで次のマネージ
ドデータ識別子を使用します。

機密データタイプ マネージドデータ識別子 ID

麻薬取締局 (DEA) 登録番号 US_DRUG_ENFORCEMENT_AGENCY_NUMBER

健康保険請求番号 (HICN) USA_HEALTH_INSURANCE_CLAIM_NUMBER

健康保険または医療識別番号 CANADA_HEALTH_NUMBER, 
EUROPEAN_HEALTH_INSURANCE_CARD_NUMBER, 
FINLAND_EUROPEAN_HEALTH_INSURANCE_NUMBER, 
FRANCE_HEALTH_INSURANCE_NUMBER, 
UK_NHS_NUMBER, 
USA_MEDICARE_BENEFICIARY_IDENTIFIER

ヘルスケア共通手順コーディングシステム 
(HCPCS) コード

USA_HEALTHCARE_PROCEDURE_CODE

全米医薬品コード (NDC) USA_NATIONAL_DRUG_CODE

国家プロバイダー識別子 (NPI) USA_NATIONAL_PROVIDER_IDENTIFIER

機器固有識別子 (UDI) MEDICAL_DEVICE_UDI

個人情報:個人を特定できる情報
S3 オブジェクトでの個人を特定できる情報 (PII) の出現を検知するために、Macie はデフォルトで次のマ
ネージドデータ識別子を使用します。

機密データタイプ マネージドデータ識別子 ID

生年月日 DATE_OF_BIRTH

運転免許証識別番号 AUSTRALIA_DRIVERS_LICENSE, 
AUSTRIA_DRIVERS_LICENSE, 
BELGIUM_DRIVERS_LICENSE, 
BULGARIA_DRIVERS_LICENSE, 
CANADA_DRIVERS_LICENSE, 
CROATIA_DRIVERS_LICENSE, 
CYPRUS_DRIVERS_LICENSE, 
CZECHIA_DRIVERS_LICENSE, 
DENMARK_DRIVERS_LICENSE, 
DRIVERS_LICENSE (米国の場
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機密データタイプ マネージドデータ識別子 ID
合)、ESTONIA_DRIVERS_LICENSE, 
FINLAND_DRIVERS_LICENSE, 
FRANCE_DRIVERS_LICENSE, 
GERMANY_DRIVERS_LICENSE, 
GREECE_DRIVERS_LICENSE, 
HUNGARY_DRIVERS_LICENSE, 
IRELAND_DRIVERS_LICENSE, 
ITALY_DRIVERS_LICENSE, 
LATVIA_DRIVERS_LICENSE, 
LITHUANIA_DRIVERS_LICENSE, 
LUXEMBOURG_DRIVERS_LICENSE, 
MALTA_DRIVERS_LICENSE, 
NETHERLANDS_DRIVERS_LICENSE, 
POLAND_DRIVERS_LICENSE, 
PORTUGAL_DRIVERS_LICENSE, 
ROMANIA_DRIVERS_LICENSE, 
SLOVAKIA_DRIVERS_LICENSE, 
SLOVENIA_DRIVERS_LICENSE, 
SPAIN_DRIVERS_LICENSE, 
SWEDEN_DRIVERS_LICENSE, 
UK_DRIVERS_LICENSE

選挙人名簿番号 UK_ELECTORAL_ROLL_NUMBER

フルネーム NAME

全地球測位システム (GPS) 座標 LATITUDE_LONGITUDE

郵送先住所 ADDRESS, BRAZIL_CEP_CODE

国民識別番号 BRAZIL_RG_NUMBER, 
FRANCE_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER, 
GERMANY_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER, 
ITALY_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER, 
SPAIN_DNI_NUMBER

国民保険番号 (NINO) UK_NATIONAL_INSURANCE_NUMBER

パスポート番号 CANADA_PASSPORT_NUMBER, 
FRANCE_PASSPORT_NUMBER, 
GERMANY_PASSPORT_NUMBER, 
ITALY_PASSPORT_NUMBER, 
SPAIN_PASSPORT_NUMBER, 
UK_PASSPORT_NUMBER, 
USA_PASSPORT_NUMBER

本籍地 CANADA_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER

電話番号 BRAZIL_PHONE_NUMBER, 
FRANCE_PHONE_NUMBER, 
GERMANY_PHONE_NUMBER, 
ITALY_PHONE_NUMBER, PHONE_NUMBER (カ
ナダと米国の場合)、SPAIN_PHONE_NUMBER, 
UK_PHONE_NUMBER

社会保険番号 (SIN) CANADA_SOCIAL_INSURANCE_NUMBER
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機密データタイプ マネージドデータ識別子 ID

社会保障番号 (SSN) SPAIN_SOCIAL_SECURITY_NUMBER, 
USA_SOCIAL_SECURITY_NUMBER

納税者識別番号または参照番号 AUSTRALIA_TAX_FILE_NUMBER, 
BRAZIL_CNPJ_NUMBER, BRAZIL_CPF_NUMBER, 
FRANCE_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER, 
GERMANY_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER, 
SPAIN_NIE_NUMBER, SPAIN_NIF_NUMBER, 
SPAIN_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER, 
UK_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER, 
USA_INDIVIDUAL_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER

車両識別番号 (VIN) VEHICLE_IDENTIFICATION_NUMBER

Amazon Macie で機密データ検出ジョブを実行する
Amazon Macie を使用すると、機密データ検出ジョブを作成して実行し、Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット内の機密データの検出、ログ記録、レポート作成を自動化できます。機密データ検
出ジョブは、S3 オブジェクト内の機密データを検出してレポートするための一連の自動処理および分析タ
スクです。各ジョブには、Macie が検出した機密データと Macie が行った分析の詳細なレポートが含まれ
ます。ジョブを作成して実行することで、組織が Amazon S3 に保存するデータと、そのデータのセキュ
リティまたはコンプライアンスのリスクに関する包括的なビューを構築して維持できます。

データセキュリティおよびプライバシーの要件を満たし、それへの準拠を維持するために、Macie はジョ
ブの範囲のスケジュールおよび定義のためのいくつかのオプションを提供しています。ジョブは、オンデ
マンドの分析および評価では 1 回のみ、または定期的な分析、評価、およびモニタリングでは繰り返し
ベースで実行するように設定できます。ジョブの分析の幅と深さを定義することもできます。選択した特
定の S3 バケットや、特定の基準に一致するバケットです。オプションで、追加のオプションを選択して
分析の範囲を絞り込むことができます。オプションには、タグ、プレフィックス、オブジェクトの最終更
新日時などの S3 オブジェクトのプロパティから派生するカスタム include および exclusition 基準が含ま
れます。

ジョブごとに、Macie で検出してレポートするための機密データのタイプを指定することもできま
す。Macie が提供したマネージドデータ識別子 (p. 49)、お客様が定義したカスタムデータ識別
子 (p. 67)、またはこの 2 つの組み合わせを使用するようにジョブを設定できます。ジョブに対して特
定のマネージドデータ識別子とカスタムデータ識別子を選択することで、特定のタイプの機密データに焦
点を絞るように分析を調整できます。分析を微調整するには、定義した許可リストを使用するようにジョ
ブを設定することもできます (p. 73)。許可リストには、Macie に無視させたいテキストとテキストパ
ターンを指定します。通常、組織の特定のシナリオや環境では、機密データの例外となります。

ジョブごとに、Macie が検出した機密データと Macie が行った分析、つまり機密データの検出結果と機密
データ検出結果の記録が作成されます。機密データの結果は、Macie が S3 オブジェクトで見つけた機密
データの詳細なレポートです。機密データの検出結果は、S3 オブジェクトの分析に関する詳細のログを
記録するレコードです。Macie は、分析するジョブを設定するオブジェクトごとに、機密データの検出結
果を作成します。このレコードには、Macie が機密データを見つけていないため機密データの調査結果を
生成しないオブジェクト、およびエラーまたは問題のため Macie が分析できないオブジェクトが含まれま
す。各タイプのレコードは、標準化されたスキーマに従っており、セキュリティおよびコンプライアンス
の要件を満たすために、レコードのクエリ、モニタリング、および処理に役立ちます。

トピック
• 機密データ検出ジョブの範囲のオプション (p. 128)
• 機密データ検出ジョブの作成 (p. 136)
• Amazon CloudWatch Logs を使用した機密データ検出ジョブをモニタリングする (p. 144)
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• 機密データ検出ジョブの統計と結果の確認 (p. 153)
• 機密データ検出ジョブの管理 (p. 156)
• 機密データ検出ジョブのコストの予測とモニタリング (p. 162)

機密データ検出ジョブの範囲のオプション
機密データ検出ジョブでは、Amazon Macie が分析する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
データの範囲を定義します。これを行うために、Macie では、ジョブを作成および設定するときに選択で
きるジョブ固有のオプションがいくつか用意されています。

範囲オプション
• S3 バケット (p. 128)
• 既存の S3 オブジェクトを含める (p. 133)
• サンプリング深度 (p. 133)
• S3 オブジェクト基準 (p. 134)

S3 バケット
機密データ検出ジョブを作成するときは、ジョブの実行時に Macie で分析するオブジェクトを含む S3 バ
ケットを指定します。これを行うには以下の 2 つの方法があります: バケットインベントリから特定の S3 
バケットを選択する、または S3 バケットのプロパティから派生するカスタム基準を指定する。

特定のバケットを選択する

このオプションでは、ジョブで分析する各 S3 バケットを明示的に選択します。次に、ジョブが実行
されると、選択したバケット内のオブジェクトのみが分析されます。毎日、毎週、または毎月ベー
スで定期的に実行するようにジョブを設定すると、ジョブは実行されるたびに同じバケット内のオブ
ジェクトを分析します。

この設定は、特定のデータセットを対象とした分析を実行したい場合に便利です。これにより、ジョ
ブが分析するバケットの正確かつ予測可能な制御が可能になります。

バケット基準を指定する

このオプションでは、ジョブが分析する S3 バケットを決定するランタイム基準を定義します。基準
は、パブリックアクセス設定やタグなど、バケットプロパティから派生する 1 つ以上の条件で構成さ
れます。ジョブが実行されると、基準に一致するバケットが識別され、次にそれらのバケット内のオ
ブジェクトが分析されます。ジョブを定期的に実行するようにジョブを設定すると、ジョブは実行さ
れるたびにこれを行います。その結果、ジョブは、バケットインベントリへの変更および定義した基
準に応じて、実行されるたびに異なるバケット内のオブジェクトを分析することがあります。

この設定は、ジョブの分析範囲をバケットインベントリへの変更に動的に適応させたい場合に便利で
す。バケット基準を使用して定期的に実行するようにジョブを設定すると、ジョブは基準に一致する
新しいバケットを自動的に識別し、機密データについてそれらのバケットを検査します。

このセクションのトピックでは、各オプションに関する追加の詳細を提供します。

トピック
• 特定の S3 バケットの選択 (p. 129)
• S3 バケット基準の指定 (p. 130)
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特定の S3 バケットの選択

ジョブで分析する各 S3 バケットを明示的に選択することを選択した場合、Macie は現在の AWS リージョ
ン 内のバケットの完全なインベントリを提供します。次に、インベントリを確認し、必要なバケットを選
択できます。Macie がこのインベントリを生成して維持する方法については、「Macie が Amazon S3 デー
タセキュリティをモニタリングする方法 (p. 18)」を参照してください。

お客様が組織の Macie 管理者である場合、インベントリには、組織のメンバーアカウントによって所有さ
れているバケットが含まれます。これらのバケットは最大 1,000 個まで選択でき、最大 1,000 個のアカウ
ントで構成されます。

バケットの選択を支援するために、インベントリは各バケットの詳細と統計を提供します。これには、
ジョブが各バケットで分析できるデータの量が含まれます。[classifiable] (分類可能) なオブジェクトは、
サポートされている Amazon S3 ストレージクラスを使用し、サポートされている Amazon S3 ストレージ
クラスを使用し (p. 181)、[supported file or storage format] (サポートされているファイルまたはストレー
ジ形式 (p. 182)) のファイル名拡張子を持つオブジェクトです。インベントリは、バケット内のオブジェ
クトを分析するように既存のジョブが設定されているかどうかも示します。これらの詳細は、ジョブの幅
を推定し、バケットの選択を絞り込むのに役立ちます。

インベントリテーブルには、以下があります。

• 感度 — アカウントで機密データの自動検出が有効になっている場合 (p. 92)、バケットの現在の感度
スコアを示します。

• 分類可能なオブジェクト — ジョブがバケット内で分析できるオブジェクトの総数を示します。
• 分類可能なサイズ — ジョブがバケット内で分析できるすべてのオブジェクトの合計ストレージサイズを

示します。

バケットに圧縮オブジェクトが含まれる場合、この値は解凍後のこれらのオブジェクトの実際のサイズ
を反映していません。バケットでバージョニングが有効化されている場合、この値は、バケット内の各
オブジェクトの最新バージョンのストレージサイズに基づきます。

• Monitoring、毎週、または毎月ベースでバケット内のオブジェクトを定期的に分析するように既存の
ジョブが設定されているかどうかを示します。

このフィールドの値が [Yes] (はい) の場合、バケットが定期的なジョブに明示的に含まれるか、バケッ
トが過去 24 時間以内の定期的なジョブの基準に一致したことになります。さらに、それらのジョブの
少なくとも 1 つのステータスは [Cancelled] (キャンセル) されません。Macie は毎日ベースでこのデータ
を更新します。

• 最新のジョブ実行 — 既存の定期ジョブまたは 1 回限りのジョブがバケット内のオブジェクトを分析す
るように設定されている場合、このフィールドには、それらのジョブのいずれかが実行を開始した最新
の日付と時刻が表示されます。それ以外の場合、このフィールドは空です。

情報アイコン ( ) がテーブル内の任意のバケット名の横に表示される場合、Amazon S3 から最新のバ
ケットメタデータを取得することをお勧めします。これを行うには、テーブルの上の [refresh] (更新) 

( ) を選択します。情報アイコンは、Macie が毎日の更新サイクルの一部として Amazon S3 からバ
ケットとオブジェクトのメタデータをおそらく最後に取得した後の過去 24 時間にバケットが作成された
ことを示します。詳細については、「データの更新 (p. 20)」を参照してください。

警告アイコン ( ) がテーブルのバケットの名前の横に表示される場合、Macie はバケットまたはバケット
のオブジェクトへのアクセスが許可されません。Macie は、バケットの名前など、バケットに関する情報
のサブセットのみを提供できます。これは、ジョブがバケット内のオブジェクトを分析できなくなること
を意味します。問題を調査するには、Amazon S3 内のバケットのポリシーとアクセス許可の設定を確認し
ます。たとえば、バケットには制限があるバケットポリシーが設定されている場合があります。詳細につ
いては、「Macie が S3 バケットおよびオブジェクトにアクセスすることを許可する (p. 44)」を参照して
ください。
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インベントリビューをカスタマイズし、特定のバケットをより簡単に検索するには、フィルターバーに
フィルター基準を入力してテーブルをフィルタリングできます。例をいくつか、次のテーブルに示しま
す。

...のすべてのバケットを表示するには ...でこのフィルターを適用

特定のアカウントによって所有されている [Account ID] (アカウント ID) = [the 12-digit 
ID for the account] (アカウントの 12 桁の 
ID)

パブリックアクセス可能である [[Effective permission] (有効なアクセス許可)] =
[Public] (パブリック)

定期的なジョブには含まれない [Actively monitored by job] (ジョブによって積極的
にモニタリングされる) = [False]

定期的または 1 回限りのジョブに含まれない [Defined in job] (ジョブで定義されている) = (False)

特定のタグキーを持っている* [Tag key] (タグキー) = [the tag key] (そのタグ
キー)

特定のタグ値を持っている* [Tag value] (タグ値) = [the tag value] (そのタ
グ値)

暗号化されていないオブジェクトを含む (またはク
ライアント側の暗号化を使用する)

[Object count by encryption] (暗号化によるオブ
ジェクトカウント) は、[No encryption] (暗号化な
し) および [From] = [1]

* タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。また、フィルターでこれらのフィールドに完全で有
効な値を指定する必要があります。部分的な値を指定したり、ワイルドカード文字を使用したりすること
はできません。

バケットの詳細を表示するには、バケットの名前を選択し、詳細パネルを参照します。そこから、次のこ
ともできます。

• フィールドの拡大鏡を選択して、特定のフィールドでピボットしてドリルダウンします。  を選択して
同じ値を持つバケットを表示するか、  を選択して他の値を持つバケットを表示します。

• バケット内のオブジェクトの最新のメタデータを取得します。これは、バケットを最近作成したり、
過去 24 時間にバケットのオブジェクトに重要な変更を行った場合に役立ちます。データを取得するに
は、パネルの [Object statistics] (オブジェクト統計) セクションで [refresh] (更新) ( ) を選択します。こ
のオプションは、30,000 個以下のオブジェクトを含むバケットで使用できます。

S3 バケット基準の指定
ジョブのバケット基準を指定することを選択した場合、Macie は基準を定義およびテストするためのオプ
ションを提供します。これらは、分析するジョブのオブジェクトを含む S3 バケットを決定するランタイ
ム基準です。ジョブが実行されるたびに、基準に一致するバケットが識別され、適切なバケット内のオブ
ジェクトが分析されます。お客様が組織の Macie 管理者である場合、これには、組織のメンバーアカウン
トによって所有されているバケットが含まれます。

バケット基準の定義

バケット基準は、S3 バケットのプロパティから派生する 1 つ以上の基準で構成されます。各条件
は、[criterion] (基準) とも呼ばれ、以下の構成要素があります。

• [Account ID] (アカウント ID) または [有効なアクセス許可] などの、プロパティベースのフィールド。
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• 演算子で、[equals] (eq) または [not equals] (neq) のいずれか。
• 1 つまたは複数の値。
• ジョブで条件に一致するバケットを分析する ([include]) かスキップする ([exclude]) かどうかを示す 

include または exclude ステートメント。

フィールドに複数の値を指定した場合、Macie は OR ロジックを使用して値を結合します。基準に複数
の条件を指定した場合、Macie は AND ロジックを使用して条件を結合します。また、exclude 条件は 
include 条件よりも優先されます。たとえば、パブリックアクセス可能なバケットを含めて、特定のタグを
持つバケットを除外する場合、ジョブは、バケットに指定されたタグのいずれかがない限り、パブリック
アクセス可能なバケット内のオブジェクトを分析します。

S3 バケットの次のプロパティベースのフィールドのいずれかから派生する条件を定義できます。

[Account ID] (アカウント ID)

バケットを所有している AWS アカウント の一意の識別子 (ID)。このフィールドに複数の値を指定す
るには、各アカウントの ID を入力し、各エントリをカンマで区切ります。

Macie はこのフィールドのワイルドカード文字または部分的な値の使用をサポートしていないことに
注意してください。

[Bucket name] (バケット名)

バケットの名前。このフィールドは、Amazon S3 内の、[Amazon Resource Name (ARN)] (Amazon 
リソースネーム (ARN)) フィールドではなく、[Name] (名前) フィールドに関連します。このフィール
ドに複数の値を指定するには、各バケットの名前を入力し、各エントリをカンマで区切ります。

[values] (値) では、大文字と小文字が区別されることに注意してください。また、Macie はこのフィー
ルドのワイルドカード文字または部分的な値の使用をサポートしていません。

[Effective permission] (有効なアクセス許可)

バケットがパブリックアクセス可能かどうかを指定します。このフィールドには、次の値を 1 つ以上
選択できます。
• [Not public] (パブリックではない) — 一般ユーザーは、バケットへの読み取りまたは書き込みのアク

セス権を持っていません。
• [Public] (パブリック) — 一般ユーザーは、バケットへの読み取りまたは書き込みのアクセス権を

持っています。
• [Unknown] (不明) — Macie はバケットのパブリックアクセス設定を評価できませんでした。

バケットのこの値を決定するために、Macie はバケットのアカウントレベルとバケットレベルの設
定、アカウントのブロックパブリックアクセスのブロックパブリックアクセスのブロックパブリック
アクセスのブロックパブリックアクセスの設定、バケットのブロックパブリックアクセスのブロック
パブリックアクセスの設定、バケットのブロックパブリックアクセスのブロックパブリックアクセス
の設定、バケットのブロックパブリックアクセスのブロックパブリックアクセスの設定、バケットの
ブロックパブリックアクセスのブロックパブリックアクセスの設定、バケットのブロックパブリック
アクセスのブロックパブリックアクセスの設定、バケットのブロックパブリックアクセスのブロック
パブリックアクセスの設定、バケットのブロックパブリックアクセスのブロックパブリックアクセス
の設定、バケットのブロックパブリックアクセスのブロックパブリックアクセスの設定、バケットの
ブロックパブリックアクセスのブロックパブリックアクセスの設定、バケットのブロックパブリック
アクセスのブロックパブリックアクセスの設定、バケット

[Shared access] (共有アクセス)

バケットを他のバケットと共有するかAWS アカウント、Amazon CloudFront オリジンアクセスアイ
デンティティ (OAI) と共有するか、 CloudFront オリジンアクセスコントロール (OAC) と共有するか
を指定します。このフィールドには、次の値を 1 つ以上選択できます。
• 外部 — バケットは、 CloudFront OAI、CloudFront OAC、または組織外の (一部ではない) アカウン

トの 1 つ以上、または任意の組み合わせと共有されます。
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• 内部 — バケットは、組織 (の一部) の内部にある 1 つ以上のアカウントと共有されます。 
CloudFront OAI や OAC とは共有されません。

• 非共有 — バケットは別のアカウント、 CloudFront OAI、または CloudFront OAC と共有されませ
ん。

• [Unknown] (不明) — Macie はバケットの共有アクセス設定を評価できませんでした。

バケットが別のバケットと共有されているかどうかを判断するためにAWS アカウント、Macie はバ
ケットポリシーと ACL を分析します。また、[organization] (組織) は、AWS Organizations を通じ
て、またはMacie の招待によって、関連するアカウントのグループとして集中管理される Macie アカ
ウントのセットとして定義されています。バケットを共有するための Amazon S3 オプションについ
ては、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「Amazon S3 の ID とアクセス管理」を参
照してください。

バケットが CloudFront OAI と OAC のどちらと共有されているかを決定するために、Macie はバケッ
トのポリシーを分析します。 CloudFront OAI または OAC を使用すると、ユーザーは 1 CloudFront 
つ以上の指定されたディストリビューションを通じてバケットのオブジェクトにアクセスできま
す。OAI と CloudFront OAC の詳細については、Amazon  CloudFront 開発者ガイドの「Amazon S3 
オリジンへのアクセスの制限」を参照してください。

[Tags] (タグ)

バケットに関連付けられているタグ。タグは、S3 バケットを含む、AWSリソースの特定のタイプに
割り当てることができるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で構成されて
います。S3 バケットのタグ付けの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイ
ドの「コスト配分 S3 バケットタグの使用」を参照してください。

機密データ検出ジョブの場合、このタイプの条件を使用して、特定のタグキー、特定のタグ値、また
は特定のタグキーとタグ値 (ペアとして) を持つバケットを含めるか除外できます。例:
• Projectタグキーとして指定し、条件でタグ値を指定しない場合、Projectのタグキーを持つバケッ

トは、そのタグキーに関連付けられているタグ値に関係なく、条件の基準を満たします。
• DevelopmentTestとをタグ値として指定し、条件でタグキーを指定しない場

合、DevelopmentTestまたはタグ値を持つバケットは、それらのタグ値に関連付けられているタ
グキーに関係なく、条件の基準を満たします。

条件で複数のタグキーを指定するには、各タグキーを [Key] (キー) フィールドに入力し、各エントリ
をカンマで区切ります。条件で複数のタグ値を指定するには、各タグ値を [Value] (値) フィールドに入
力し、各エントリをカンマで区切ります。

タグのキーと値は大文字と小文字が区別されることに注意してください。また、Macie はタグ条件で
のワイルドカード文字または部分的な値の使用をサポートしていません。

バケット基準のテスト

バケット基準を定義している間、結果をプレビューして基準をテストおよび絞り込むことができます。こ
れを行うには、コンソールの条件の下に表示される [Preview the criteria results] (基準の結果のプレビュー) 
セクションを展開します。このセクションには、現在基準に一致するすべてのバケットのテーブルが表示
されます。

テーブルは、サポートされている Amazon S3 ストレージクラスを使用し、[supported file or storage 
format] (サポートされているファイルまたはストレージ形式 (p. 182) (p. 181)) のファイル名拡張子を持
つオブジェクトです。テーブルは、バケット内のオブジェクトを定期的に分析するように既存のジョブが
設定されているかどうかも示します。

このテーブルの説明を以下に示します。

• 感度 — アカウントで機密データの自動検出が有効になっている場合 (p. 92)、バケットの現在の感度
スコアを示します。

• 分類可能なオブジェクト — ジョブがバケット内で分析できるオブジェクトの総数を示します。
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• 分類可能なサイズ — ジョブがバケット内で分析できるすべてのオブジェクトの合計ストレージサイズを
示します。

バケットに圧縮オブジェクトが含まれる場合、この値は解凍後のこれらのオブジェクトの実際のサイズ
を反映していません。バケットでバージョニングが有効化されている場合、この値は、バケット内の各
オブジェクトの最新バージョンのストレージサイズに基づきます。

• Monitoring、毎週、または毎月ベースでバケット内のオブジェクトを定期的に分析するように既存の
ジョブが設定されているかどうかを示します。

このフィールドの値が [Yes] (はい) の場合、バケットが定期的なジョブに明示的に含まれるか、バケッ
トが過去 24 時間以内の定期的なジョブの基準に一致したことになります。さらに、それらのジョブの
少なくとも 1 つのステータスは [Cancelled] (キャンセル) されません。Macie は毎日ベースでこのデータ
を更新します。

警告アイコン ( ) がバケットの名前の横に表示される場合、Macie はバケットまたはバケットのオブジェ
クトへのアクセスが許可されません。Macie は、バケットの名前など、バケットに関する情報のサブセッ
トのみを提供できます。これは、ジョブがバケット内のオブジェクトを分析できなくなることを意味しま
す。問題を調査するには、Amazon S3 内のバケットのポリシーとアクセス許可の設定を確認します。た
とえば、バケットには制限があるバケットポリシーが設定されている場合があります。詳細については、
「Macie が S3 バケットおよびオブジェクトにアクセスすることを許可する (p. 44)」を参照してくださ
い。

ジョブのバケット基準を絞り込むには、フィルター設定を使用して、基準の条件を追加、変更、または削
除します。Macie は、変更を反映するようにテーブルを更新します。

既存の S3 オブジェクトを含める
機密データ検出ジョブを使用して、S3 バケット内のオブジェクトの継続的な増分分析を実行できます。定
期的に実行するようにジョブを設定すると、Macie は自動的にこれを行います。各実行では、前の実行後
に作成または変更されたオブジェクトのみが分析されます。[Include existing objects] (既存のオブジェクト
を含める) オプションでは、最初の増分の開始点を選択します。

• ジョブの作成終了直後に、既存のオブジェクトをすべて分析するには、このオプションのチェックボッ
クスをオンにします。

• ジョブを作成した後、最初の実行前に作成または変更されたオブジェクトのみを分析するには、このオ
プションのチェックボックスをオフにします。

このチェックボックスをオフにすると、データをすでに分析し、定期的に分析を続ける場合に役立ちま
す。たとえば、以前に別のサービスまたはアプリケーションを使用してデータを分類し、最近 Macie の
使用を開始した場合、このオプションを使用すると、不要なコストや分類データの重複が発生すること
なく、データの検出と分類を継続できます。

定期ジョブの後続の実行ごとに、前の実行後に作成または変更されたオブジェクトのみが自動的に分析さ
れます。

定期的なジョブと 1 回限りのジョブの両方について、特定の時間の前後または特定の時間範囲の間に作
成または変更されたオブジェクトのみを分析するためのジョブを設定することもできます。これを行うに
は、オブジェクトの最終更新日を使用する [object criteria] (p. 134) (オブジェクト基準) を追加します。

サンプリング深度
このオプションでは、機密データ検出ジョブの実行時に、Macie で分析する適格な S3 オブジェクトの
パーセンテージを指定します。この値が 100% 未満の場合、Macie は、分析する適格なオブジェクトを
ランダムに選択し、指定されたパーセンテージまで、それらのオブジェクトのすべてのデータを分析しま
す。たとえば、10,000 個のオブジェクトを分析するためのジョブを設定し、サンプリング深度を 20% に
指定すると、ジョブはランダムに選択された適格なオブジェクトを約 2,000 個分析します。

133



Amazon Macie ユーザーガイド
ジョブの範囲のオプション

ジョブのサンプリング深度を下げると、コストを削減し、ジョブの所要時間を短縮できます。これは、オ
ブジェクトのデータの一貫性が高く、各オブジェクトではなく S3 バケットに機密データが含まれている
かどうかを判断する場合に便利です。

このオプションは、分析される [bytes] (バイト) のパーセンテージではなく、分析される [objects] (オブ
ジェクト) のパーセンテージを制御することに注意してください。100% 未満のサンプリング深度を入力す
ると、Macie は選択した各オブジェクトのデータのパーセンテージではなく、選択した各オブジェクトの
すべてのデータを分析します。

S3 オブジェクト基準
機密データ検出ジョブの範囲を微調整するために、Macie がジョブの分析に含めるか除外する S3 オブ
ジェクトを決定するカスタム基準を定義することもできます。これらの基準は、S3 オブジェクトのプロパ
ティから派生する 1 つ以上の条件で構成されます。条件は、ジョブが分析するように設定されているすべ
ての S3 バケット内のオブジェクトに適用されます。バケットにオブジェクトの複数のバージョンが含ま
れている場合、条件はオブジェクトの最新バージョンに適用されます。

複数の条件をオブジェクト基準として定義する場合、Macie は AND ロジックを使用して条件を結合しま
す。また、exclude 条件は include 条件よりも優先されます。たとえば、.pdf ファイル名拡張子を持つオブ
ジェクトを含めて、5 MB を超えるオブジェクトを除外すると、オブジェクトが 5 MB を超えない限り、
ジョブは .pdf ファイル名拡張子を持つ任意のオブジェクトを分析します。

S3 オブジェクトの次のプロパティのいずれかから派生する条件を定義できます。

[File name extension] (ファイル名拡張子)

これは S3 オブジェクトのファイル名拡張子に関連します。このタイプの条件を使用して、ファイル
タイプに基づいてオブジェクトを含めるか除外することができます。複数のタイプのファイルに対し
てこれを行うには、各タイプのファイル名拡張子を入力し、各エントリをカンマで区切ります。次に
例を示します: docx,pdf,xlsx。条件の値として複数のファイル名拡張子を入力すると、Macie は 
OR ロジックを使用して値を結合します。

[values] (値) では、大文字と小文字が区別されることに注意してください。また、Macie はこのタイプ
の条件での部分的な値またはワイルドカード文字の使用をサポートしていません。

Macie が分析できるファイルのタイプの詳細については、「サポートされているファイルおよびスト
レージ形式 (p. 182)」を参照してください。

[Last modified] (最終更新日時)

これは、Amazon S3 の [Last modified] (最終更新日時) フィールドに関連します。Amazon S3 では、
このフィールドには S3 オブジェクトが作成された日時、または最後に変更された日時のいずれか最
新の日時が保存されます。

機密データ検出ジョブでは、この条件には、特定の日付、特定の日時、または唯一の時間範囲を指定
できます。
• 特定の日付または日時の後に最後に変更されたオブジェクトを分析するには、[From] フィールドに

値を入力します。
• 特定の日付または日時より前に最後に変更されたオブジェクトを分析するには、[To] フィールドに

値を入力します。
• 特定の時間範囲の間に最後に変更されたオブジェクトを分析するには、[From] フィールドを使用し

て、時間範囲内の最初の日付または日時の値を入力します。[To] フィールドを使用して、時間範囲
内の最後の日付または日時の値を入力します。

• 特定の 1 日の任意の時刻で最後に変更されたオブジェクトを分析するには、[From] フィールドに
日付を入力します。[To] フィールドに次の日の日付を入力します 次に、両方の時間フィールドが
空白であることを確認します。(Macie は空白の時間フィールドを 00:00:00 として扱います。）
たとえば、2022 年 8 月 9 日に変更されたオブジェクトを分析するには、[2022/08/09From] 日付
フィールドに、[To]2022/08/10 日付フィールドに、[To] 日付フィールドに、どちらの時刻フィー
ルドにも値を入力しません。
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協定世界時 (UTC) に任意の時間値を入力し、24 時間表記を使用します。
[Prefix] (プレフィックス)

これは、Amazon S3 の [Key] (キー) フィールドに関連します。Amazon S3 では、このフィールド
には、オブジェクトのプレフィックスを含む S3 オブジェクトの名前が保存されます。[Prefix] (プレ
フィックス) は、バケット内のディレクトリパスと類似しています。これにより、類似ファイルをファ
イルシステム上のフォルダにまとめて保存する場合と同様に、バケット内の類似オブジェクトをまと
めてグループ化できます。Amazon S3 のオブジェクトのプレフィックスとフォルダの詳細について
は、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「フォルダを使用して Amazon S3 コンソール
でオブジェクトを整理する」を参照してください。

このタイプの条件を使用して、キー (名前) が特定の値で始まるオブジェクトを含めるか除外すること
ができます。たとえば、キーがで始まるすべてのオブジェクトを除外するにはAWSLogs、AWSLogsプ
レフィックス条件の値としてを入力し、[除外] を選択します。

条件の値として複数のプレフィックスを入力すると、Macie は OR ロジックを使用して値を結合しま
す。たとえば、AWSLogs1AWSLogs2条件の値としておよびを入力すると、キーが AWSLogs1 または
AWSLogs2 で始まるオブジェクトはすべて条件の条件に一致します。

[Prefix] (プレフィックス) 条件で値を入力するときは、以下の点に注意してください。
• 値は大文字と小文字が区別されます。
• Macie は、これらの値でのワイルドカード文字の使用をサポートしていません。
• Amazon S3 では、オブジェクトのキーには、オブジェクトを含むバケットの名前は含まれません。

このため、これらの値にはバケット名を指定しないでください。
• プレフィックスに区切り文字が含まれている場合は、値に区切り文字を含めます。たとえば、キー

が、AWSLogs/eventlogsAWSLogs/eventlogs で始まるキーを持つすべてのオブジェクトの条件を
定義するには、と入力します。Macie は、スラッシュ (/) であるデフォルトの Amazon S3 区切り文
字とカスタム区切り文字をサポートしています。

また、オブジェクトのキーが、オブジェクトのキーの最初の文字で始まる入力値と完全に一致する場
合にのみ、オブジェクトが条件の基準に一致することにも注意してください。また、Macieは、オブ
ジェクトのファイル名を含め、オブジェクトの完全な [Key] (キー) 値に条件を適用します。

たとえば、オブジェクトのキーが [AWSLogs/eventlogs/testlog.csv] であり、条件に次のいずれかの値
を入力すると、オブジェクトは条件の基準を満たします。
• AWSLogs
• AWSLogs/event
• AWSLogs/eventlogs/
• AWSLogs/eventlogs/testlog
• AWSLogs/eventlogs/testlog.csv

ただし、入力した場合eventlogs、オブジェクトは条件と一致しません。条件の値には、キーの最初
の部分である AWSLogs/は含まれません。同様に、入力した場合awslogs、大文字と小文字の違いに
より、オブジェクトが基準に一致しません。

[Storage size] (ストレージサイズ)

これは、Amazon S3 の [Size] (サイズ) フィールドに関連します。Amazon S3 では、このフィールド
は S3 オブジェクトの合計ストレージサイズを示します。オブジェクトが圧縮ファイルの場合、この
値は解凍後のファイルの実際のサイズを反映しません。

このタイプの条件を使用して、特定のサイズより小さい、特定のサイズより大きい、または特定のサ
イズ範囲内にあるオブジェクトを含めるか除外することができます。Macie は、圧縮ファイルやアー
カイブファイル、およびそれらに含まれるファイルなど、すべてのタイプのオブジェクトにこの条
件を適用します。サポートされている各フォーマットのサイズベースの制限については、「Amazon 
Macie クォータ (p. 386)」を参照してください。
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タグ

S3 オブジェクトに関連付けるタグ。タグは、S3 オブジェクトを含む、AWSリソースの特定のタイプ
に割り当てることができるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で構成され
ています。S3 オブジェクトのタグ付けの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザー
ガイドの「タグを使用してストレージを分類する」を参照してください。

機密データ検出ジョブの場合、このタイプの条件を使用して、特定のタグを持つオブジェクトを含
めるか除外できます。これは、特定のタグキー、または特定のタグキーとタグ値 (ペア) です。条
件の値として複数のタグを指定すると、Macie は OR ロジックを使用して値を結合します。たとえ
ば、Project1Project2条件のタグキーとしてとを指定した場合、[Project1] または [Project2] のタ
グキーを持つ任意のオブジェクトは、条件の基準を満たしています。

タグのキーと値は大文字と小文字が区別されることに注意してください。また、Macie はこのタイプ
の条件での部分的な値またはワイルドカード文字の使用をサポートしていません。

機密データ検出ジョブの作成
Amazon Macie を使用すると、機密データ検出ジョブを作成して実行し、Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケット内の機密データの検出、ログ記録、レポート作成を自動化できます。機密データ
検出ジョブとは、S3 オブジェクト内の機密データを検出してレポートするために Macie が実行する、一
連の自動処理および分析タスクです。分析が進むにつれて、Macie は、検出した機密データおよび実行し
た分析の詳細なレポートを提供します。機密データ検出結果は、個々の S3 オブジェクトで見つかった機
密データを報告する機密データ検出結果と、個々の S3 オブジェクトの分析に関する詳細を記録する機密
データ検出結果です。

ジョブを作成するときは、まず、選択した特定のバケットまたは特定の基準に一致するバケットなど、
ジョブの実行時に Macie で分析するオブジェクトを含む S3 バケットを指定します。次に、ジョブを 1 回
実行するか、毎日、毎週、または毎月ベースで実行するか、その頻度を指定します。オプションを選択し
て、ジョブの分析範囲を絞り込むことができます。オプションには、タグ、プレフィックス、オブジェク
トの最終更新日時などの S3 オブジェクトのプロパティから派生するカスタム基準が含まれます。

ジョブのスケジュールと範囲を定義した後、ジョブで使用するマネージドデータ識別子とカスタムデータ
識別子を指定します。

• [managed data identifier] (マネージドデータ識別子) は、特定の種類の機密データ (たとえば、クレジッ
トカード番号、AWS シークレットアクセスキー、または特定の国または地域のパスポート番号) を検出
するように設計された組み込み型の基準と手法のセットです。これらの識別子は、複数のタイプの財務
データ、認証データ、個人を特定できる情報 (PII) など、多くの国またはリージョンの機密データタイ
プの大規模かつ増加しているリストを検出できます。詳細については、「マネージドデータ識別子の使
用 (p. 49)」を参照してください。

• [custom data identifier] (カスタムデータ識別子) は、機密データを検出するために定義する基準のセット
です。カスタムデータ識別子を使用すると、従業員 ID、顧客アカウント番号、内部データの分類など、
組織の特定のシナリオ、知的財産、または専有データを反映する機密データを検出できます。Macie が
提供するマネージドデータ識別子は、補足できます。詳細については、「カスタムデータ識別子の構
築 (p. 67)」を参照してください。

次に、必要に応じてジョブで使用する許可リストを選択します。許可リストには、Macie に無視させたい
テキストまたはテキストパターンを指定します。通常、特定のシナリオや環境での機密データの例外 (組
織の公開名や電話番号、または組織がテストに使用するサンプルデータなど)。詳細については、「許可リ
ストによる機密データ例外の定義 (p. 73)」を参照してください。

これらのオプションの選択が完了したら、ジョブの名前や説明など、ジョブの一般的な設定を入力できま
す。その後、ジョブを確認して保存できます。

タスク
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• 開始する前に (p. 137)
• ステップ 1: S3 バケットを選択する (p. 137)
• ステップ 2: S3 バケットの選択または基準を確認する (p. 139)
• ステップ 3: スケジュールを定義し、範囲を絞り込む (p. 140)
• ステップ 4: マネージドデータ識別子を選択する (p. 141)
• ステップ 5: カスタムデータ識別子を選択する (p. 142)
• ステップ 6: 許可リストを選択する (p. 142)
• ステップ 7: 一般設定を入力する (p. 142)
• ステップ 8: 確認して作成する (p. 143)

開始する前に
ジョブを作成する前に、次のステップを実行することをお勧めします。

• 機密データの検出結果を S3 バケットに保存するように Macie を設定したことを確認します。これを行
うには、Amazon Macie コンソールのナビゲーションペインで [Discovery results] (検出結果) を選択し、
次に設定を入力したことを確認します。これらの設定の詳細については、「機密データ検出結果の保存
と保持 (p. 171)」を参照してください。

• ジョブで使用するカスタムデータ識別子を作成します。この方法の詳細は、「カスタムデータ識別子の
構築 (p. 67)」を参照してください。

• ジョブで使用する許可リストを作成します。この方法の詳細は、「許可リストの作成と管理 (p. 81)」
を参照してください。

• カスタマーマネージドで暗号化されたオブジェクトを分析する場合はAWS KMS key、Macie がキーを使
用するアクセス許可を持っていることを確認してください。詳細については、「暗号化された S3 オブ
ジェクトの分析 (p. 165)」を参照してください。

• 制限があるバケットポリシーを持つバケット内のオブジェクトを分析する場合は、Macie がバケット
内のオブジェクトにアクセスすることを許可されていることを確認してください。詳細については、
「Macie が S3 バケットおよびオブジェクトにアクセスすることを許可する (p. 44)」を参照してくださ
い。

ジョブを作成する前にこれらの処理を行うと、ジョブの作成が合理化され、ジョブが目的のデータを確実
に分析できるようになります。

ステップ 1: S3 バケットを選択する
ジョブを作成する最初のステップは、ジョブの実行時に Macie で分析するオブジェクトを含む S3 バケッ
トを選択することです。このステップでは、2 つのオプションがあります。

• [Select specific buckets] (特定のバケットを選択する) — このオプションでは、ジョブで分析する各 S3 
バケットを明示的に選択します。次に、ジョブが実行されると、選択したバケット内のオブジェクトの
みが分析されます。

• [Specify bucket criteria] (バケット基準を指定する) — このオプションでは、ジョブが分析する S3 バケッ
トを決定するランタイム基準を定義します。基準は、バケットプロパティから派生する 1 つ以上の条件
で構成されます。次に、ジョブが実行されると、基準に一致するバケットが識別され、それらのバケッ
ト内のオブジェクトが分析されます。

これらのオプションの詳細な情報については、「機密データ検出ジョブの範囲のオプション (p. 128)」を
参照してください。

次のセクションでは、各オプションの選択および設定の詳細な手順を説明します。目的のオプションのセ
クションを選択します。
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特定のバケットを選択する

ジョブで分析する各 S3 バケットを明示的に選択することを選択した場合、Macie は現在の内のバケット
の完全なインベントリを提供しますAWS リージョン。次に、このインベントリを使用して、分析するジョ
ブの 1 つ以上のバケットを選択できます。このインベントリの詳細については、「特定の S3 バケットの
選択 (p. 129)」を参照してください。

お客様が組織の Macie 管理者である場合、インベントリには、組織のメンバーアカウントによって所有
されているバケットが含まれます。最大 1,000 個のアカウントで構成される、最大 1,000 個のこれらのバ
ケットでオブジェクトを分析するためのジョブを設定できます。

ジョブで特定のバケットを選択するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。
3. [Create job] (ジョブの作成) を選択します。
4. [Choose S3 buckets] (S3 バケットを選択する) ページで、[Select specific buckets] (特定のバケットを

選択する) を選択します。Macie は、現在のリージョン内のアカウントのすべてのバケットのテーブル
を表示します。

5.
S3 バケットの選択セクションで、オプションで refresh ( ) を選択し、Amazon S3 から最新のバ
ケットメタデータを取得します。

情報アイコン ( ) がバケット名の横に表示された場合、これを行うことをお勧めします。このアイ
コンは、Macie が [daily refresh cycle] (p. 20) (毎日の更新サイクル) の一部として Amazon S3 からバ
ケットとオブジェクトメタデータをおそらく最後に取得した後の過去 24 時間にバケットが作成され
たことを示します。

6. テーブルで、ジョブで分析する各バケットのチェックボックスをオンにします。

Tip

• 特定のバケットをより簡単に検索するには、テーブルの上にあるフィルターバーにフィル
ター基準を入力します。列見出しを選択して、テーブルを並べ替えることもできます。

• バケット内のオブジェクトを定期的に分析するようにジョブをすでに設定したかどうかを
判断するには、[Monitored by job] (モニタリングされている) フィールドを参照します。
フィールドに [Yes] (はい) の場合、バケットが定期的なジョブに明示的に含まれるか、
バケットが過去 24 時間以内の定期的なジョブの基準に一致したことになります。さら
に、それらのジョブの少なくとも 1 つのステータスは [Cancelled] (キャンセル) されませ
ん。Macie は毎日ベースでこのデータを更新します。

• 既存の定期的または 1 回限りのジョブがバケット内のオブジェクトを最近分析した日時を
確認するには、[Latest job run] (最新のジョブの実行) フィールドを参照します。そのジョ
ブの追加の情報については、バケットの詳細を参照してください。

• バケットの詳細を表示するには、バケットの名前を選択します。ジョブ関連情報に加え
て、詳細パネルには、バケットのパブリックアクセス設定など、バケットに関する統計や
その他の情報が表示されます。このデータの詳細については、「S3 バケットインベントリ
を確認する (p. 29)」を参照してください。

7. バケットの選択が終了したら、[Next] (次へ) を選択します。

次のステップでは、選択内容を確認します。

バケット基準を指定する

ジョブが分析する S3 バケットを決定するランタイム基準を指定する場合、Macie は基準内の個別の条件
のフィールド、演算子、および値を選択するのに役立つオプションを提供します。これらのオプションの
詳細については、「S3 バケット基準の指定 (p. 130)」を参照してください。
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ジョブのバケット基準を指定するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。
3. Create job (ジョブの作成) を選択します。
4. [Choose S3 buckets] (S3 バケットを選択する) ページで、[Specify bucket criteria] (バケット基準を指

定する) を選択します。
5. [Specify bucket criteria] (バケット基準を指定する) の下で、以下を実行して、条件を基準に追加しま

す。

a. フィルターバーにカーソルを置き、条件に使用するバケットプロパティを選択します。
b. 最初のボックスで、条件の演算子として [等しい] または [等しくない] を選択します。
c. 次のボックスに、プロパティの値を 1 つ以上入力します。

バケットプロパティのタイプと性質に応じて、Macie は値を入力するためのさまざまなオプショ
ンを表示します。たとえば、[Effective permission] (有効なアクセス許可) プロパティを選択した
場合、Macie は選択する値のリストを表示します。[Account ID] (アカウント ID) プロパティを選
択した場合、Macie は、1 つ以上の AWS アカウント ID を入力できるテキストボックスを表示し
ます。テキストボックスに複数の値を入力するには、各値を入力し、各エントリをカンマで区切
ります。

d. [Apply] (適用) を選択します。Macie は、フィルターバーの下のフィルターボックスに条件を追加
します。

デフォルトでは、Macie は include ステートメントで条件を追加します。これは、ジョブが条件
に一致するバケット内のオブジェクトを分析する ([include] (含める)) ように設定されていること
を意味します 。条件に一致するバケットをスキップする (除外する) には、[Include] (含める) フィ
ルターボックスを選択し、次に [Exclude] (除外する) を選択します。

e. 基準に追加する追加の条件ごとに、上記のステップを繰り返します。
6. 基準をテストするには、[Preview the criteria results] (条件の結果をプレビューする) セクションを展開

します。このセクションには、現在基準に一致するすべてのバケットのテーブルが表示されます。
7. 基準を絞り込むには、以下のいずれかを行ってください。

• 条件を削除するには、条件のフィルターボックスの [X] を選択します。
• 条件を変更するには、条件のフィルターボックスの [X] を選択して条件を削除します。次に、正し

い設定を持つ条件を追加します。
• すべての条件を削除するには、[Clear filters] (フィルターをクリア) を選択します。

Macie は、基準の結果のテーブルを更新して、変更を反映します。
8. バケット基準の指定が終了したら、[Next] (次へ) を選択します。

次のステップでは、基準を確認します。

ステップ 2: S3 バケットの選択または基準を確認する
このステップでは、前のステップで正しい設定を選択したことを確認します。

[Review your bucket selections] (バケットの選択を確認する)

ジョブに特定の S3 バケットを選択した場合は、バケットのテーブルを確認し、必要に応じてバケッ
トの選択を変更します。このテーブルは、ジョブの分析の予測範囲とコストに関する洞察を提供しま
す。データは、バケットに現在保存されているオブジェクトのサイズとタイプに基づいています。

[Estimated cost] (推定コスト) フィールドは、バケット内のオブジェクトを分析するための推定コス
トの合計 (米ドル単位) を示します。各見積もりは、ジョブがバケット内で分析する非圧縮データの予
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測量を反映します。オブジェクトが圧縮ファイルまたはアーカイブファイルである場合、見積もりで
はファイルが 3:1 の圧縮率を使用し、ジョブはすべての抽出されたファイルを分析できると仮定しま
す。詳細については、「機密データ検出ジョブのコストの予測とモニタリング (p. 162)」を参照して
ください。

[Review your bucket criteria] (バケット基準を確認する)

ジョブのバケット基準を指定した場合は、基準の各条件を確認します。基準を変更するに
は、[Previous] (前へ) を選択し、前のステップのフィルター設定を使用して正しい基準を入力しま
す。終了したら、[Next] (次へ) を選択します。

設定の確認と検証が終了したら、[Next] (次へ) を選択します。

ステップ 3: スケジュールを定義し、範囲を絞り込む
このステップでは、ジョブを 1 回実行するか、毎日、毎週、または毎月ベースで実行するか、その頻度を
指定します。また、さまざまなオプションを選択して、ジョブの分析範囲を絞り込みます。これらのオプ
ションについては、「機密データ検出ジョブの範囲のオプション (p. 128)」を参照してください。

スケジュールを定義し、ジョブの範囲を絞り込むには

1. [Refine the scope] (範囲を絞り込む) ページで、ジョブを実行する頻度を選択します。

• ジョブを 1 回だけ実行するには、作成終了直後に、[One-time job] (1 回限りのジョブ) を選択しま
す。

• ジョブを繰り返しベースで定期的に実行するには、[Scheduled job] (スケジュールされたジョブ) を
選択します。[Update frequency] (更新頻度) では、ジョブを毎日、毎週、または毎月実行するかを
選択します。次に、[Include existing objects] (既存のオブジェクトを含める) オプションを使用し
て、ジョブの初回実行の範囲を定義します。
• ジョブの終了直後に、既存のすべてのオブジェクトを分析するには、このチェックボックスをオ

ンにします。後続の実行ごとに、前の実行後に作成または変更されたオブジェクトのみが分析さ
れます。

• このチェックボックスをオフにすると、既存のすべてのオブジェクトの分析がスキップされま
す。ジョブの最初の実行では、ジョブの作成終了後で最初の実行開始前に作成または変更された
オブジェクトのみが分析されます。後続の実行ごとに、前の実行後に作成または変更されたオブ
ジェクトのみが分析されます。

このチェックボックスをオフにすると、データをすでに分析し、定期的に分析を続ける場合に役
立ちます。たとえば、以前に別のサービスまたはアプリケーションを使用してデータを分類し、
最近 Macie を使用した場合、このオプションを使用すると、不要なコストや分類データの重複が
発生することなく、データの検出と分類を継続できます。

2. (オプション) ジョブで分析するオブジェクトのパーセンテージを指定するには、[Sampling depth] (サ
ンプリング深度) ボックスにパーセンテージを入力します。

この値が 100% 未満の場合、Macie は、分析するオブジェクトをランダムに選択し、指定されたパー
センテージまで、それらのオブジェクトのすべてのデータを分析します。デフォルト値は 100% で
す。

3. (オプション) ジョブの分析に含めるか除外する S3 オブジェクトを決定する特定の基準を追加するに
は、[Additional settings] (追加の設定) セクションを展開し、次に基準を入力します。これらの基準
は、オブジェクトのプロパティから派生する個別の条件で構成されます。

• 特定の条件を満たすオブジェクトを分析する ([include] (含める)) には、条件のタイプと値を入力
し、次に [Include] (含める) を選択します。

• 特定の条件を満たすオブジェクトをスキップする ([exclude] (除外する)) には、条件のタイプと値を
入力し、次に [Exclude] (除外する) を選択します。
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必要な include または exclude 条件ごとに、このステップを繰り返します。

Macie では、exclude 条件は include 条件よりも優先されます。たとえば、.pdf ファイル名拡張子を持
つオブジェクトを含めて、5 MB を超えるオブジェクトを除外すると、オブジェクトが 5 MB を超えな
い限り、ジョブは .pdf ファイル名拡張子を持つ任意のオブジェクトを分析します。

4. 終了したら、[次へ] を選択します。

ステップ 4: マネージドデータ識別子を選択する
このステップでは、S3 オブジェクトを分析するときにジョブで使用するマネージドデータ識別子を指定し
ます。Macie が提供するマネージドデータ ID のすべて、一部、またはまったく使用しないように、ジョブ
を設定できます。現在利用可能なマネージドデータ識別子のリストを確認するには、「」を参照してくだ
さいマネージドデータ識別子の使用 (p. 49)。新しいマネージドデータ識別子がリリースされるたびに、
そのリストが更新されます。

一部のマネージドデータ識別子のみを使用することを選択した場合、Macie は現在利用可能なマネージド
データ識別子のテーブルを表示します。テーブルを使用して、ジョブに対して選択した選択タイプに応じ
て、ジョブで使用する ([include] (含める)) または使用しない ([exclude] (除外する)) 各マネージドデータ識
別子を選択できます。

テーブルの各マネージドデータ識別子の ID は、マネージドデータ識別子によっ
て検出される機密データのタイプを示します。次に例を示します:米国のパスポー
ト番号の場合、[PASSPORT_NUMBER]、クレジットカード認証コードの場合、
[CREDIT_CARD_CARD_CARD_CARD_CARD_CARD_CARD_CARD_SECURITY_CODE]、および PGP プ
ライベートキーの場合、[PGP_PRIVATE_KEY]。特定の識別子をよりすばやく検索するには、機密データ
のカテゴリとタイプでテーブルを並べ替えてフィルタリングできます。

ジョブのマネージドデータ ID を選択するには

1. [Select managed data identifiers] (マネージドデータ識別子を選択する) ページの [Selection type] (選択
タイプ) の下で、次のいずれかの操作を行い、ジョブで使用するマネージドデータ識別子を指定しま
す。

• すべてのマネージドデータ識別子を使用するには、[All] (すべて) を選択します。

このオプションを選択し、ジョブを複数回実行するように設定した場合、各実行では、現在使用可
能なすべてのマネージドデータ識別子に加えて、リリースされた新しいマネージドデータ識別子が
自動的に使用されます。

• 特定のマネージドデータ識別子を除外するには、[Exclude] (除外する) を選択します。次に、表示
されるテーブルで、ジョブで使用しないマネージドデータ識別子のチェックボックスをオンにしま
す。

たとえば、ジョブで郵送先住所の出現を検出してレポートしたくない場合は、[ADDRESS] (住所) 
チェックボックスをオンにします。これを行うと、ジョブは、郵送先住所を検出する以外のすべて
のマネージドデータ識別子を使用します。

[Exclude] (除外する) オプションを選択し、ジョブを複数回実行するように設定した場合、各実行で
は、現在使用可能で、ジョブから明示的に除外しなかったすべてのマネージドデータ識別子に加え
て、リリースされた新しいマネージドデータ識別子が自動的に使用されます。

• 特定のマネージドデータ識別子のみを含めるには、[Include] (含める) を選択します。次に、表示さ
れるテーブルで、ジョブで使用するマネージドデータ識別子のチェックボックスをオンにします。

たとえば、ジョブで米国のパスポート番号の出現のみを検出してレポートする場合
は、[USA_PASSPORT_NUMBER] チェックボックスをオンにします。これを行うと、ジョブは、
米国のパスポート番号を検出するマネージドデータ識別子以外のマネージドデータ識別子を使用し
ません。
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• すべてのマネージドデータ ID を除外するには、[None] (なし) を選択します。

このオプションを選択した場合、ジョブはマネージドデータ識別子を使用しません。[next 
step] (p. 142) (次のステップ) で、指定した 1 つ以上のカスタムデータ識別子を代わりに使用する
ためのジョブを設定します。

2. 終了したら、[次へ] を選択します。

ステップ 5: カスタムデータ識別子を選択する
このステップでは、必要に応じて S3 オブジェクトを分析するときにジョブで使用する 1 つ以上の
[custom data identifiers] (p. 67) (カスタムデータ識別子) を選択します。ジョブでは、ジョブで使用する
ために設定したマネージドデータ識別子に加えて、選択された識別子が使用されます。

ジョブのカスタムデータ識別子を選択するには

1. [Select custom data identifiers] (カスタムデータ識別子を選択する) ページで、ジョブで使用するカス
タムデータ識別子ごとに、チェックボックスをオンにします。カスタムデータ識別子は最大 30 個ま
で選択できます。

Tip

カスタムデータ識別子を選択する前にその識別子を確認またはテストするには、識別子の名
前の横にあるリンクアイコン ( ) を選択します。Macie は、識別子の設定を表示するページ
を開きます。
このページを使用して、サンプルデータを用いて識別子をテストすることもできます。こ
れを行うには、最大 1,000 文字のテキストを [Sample data] (サンプルデータ) ボックスに入
力し、次に [Test] (テスト) を選択します。Macie は識別子を使用してサンプルデータを評価
し、一致の数をレポートします。

2. カスタムデータ識別子の選択が終了したら、[Next] (次へ) を選択します。

ステップ 6: 許可リストを選択する
このステップでは、必要に応じて S3 オブジェクトを分析するときにジョブで使用する許可リスト
を (p. 73) 1 つ以上選択できます。

ジョブの許可リストを選択するには

1. [許可リストを選択する] (許可リストを選択する) ページで、ジョブで使用する許可リストごとに
チェックボックスをオンにします。リストを 10 個まで選択できます。

Tip

許可リストを選択する前にそのリストの設定を確認するには、リスト名の横にあるリンクア
イコン ( ) を選択します。Macie は、リストの設定を表示するページを開きます。
リストに正規表現 (regex) が指定されている場合、このページを使用してサンプルデータ
を用いて正規表現をテストすることもできます。これを行うには、最大 1,000 文字のテキ
ストを [Sample data] (サンプルデータ) ボックスに入力し、次に [Test] (テスト) を選択しま
す。Macie は正規表現を使用してサンプルデータを評価し、一致の数をレポートします。

2. 許可リストを選択し終えたら、[次へ] を選択します。

ステップ 7: 一般設定を入力する
このステップでは、ジョブの名前とオプションで説明を指定します。
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ジョブにタグを割り当てることもできます。タグは、AWS定義して特定の種類のリソースに割り当てるラ
ベルです。各タグは、必要なタグキーとオプションのタグ値で構成されています。タグを使用すると、目
的、所有者、環境、その他の条件など、さまざまな方法でリソースを特定し、分類し、管理するのに役立
ちます。詳細については、Amazon Macie リソースのタグ付け (p. 373) を参照してください。

ジョブの一般設定を入力するには

1. [一般設定の入力] ページで、ジョブの名前を [Job name] (ジョブ名) ボックスに入力します。名前には
最大 500 文字を含めることができます。

2. (オプション) [Job description] (ジョブの説明) では、ジョブの簡単な説明を入力します。説明には最大 
200 文字を含めることができます。

3. (オプション) [タグ] で [タグを追加] を選択し、ジョブに割り当てるタグを 50 個まで入力します。
4. 終了したら、[次へ] を選択します。

ステップ 8: 確認して作成する
この最後のステップでは、ジョブの構成設定を確認し、それらが正しいことを検証します。これは重要な
ステップです。ジョブの作成後は、これらの設定を変更することはできません。これにより、実施する
データプライバシーと保護の監査または調査に関する機密データの調査結果と検出結果のイミュータブル
な履歴を確実に保持できます。

ジョブの設定に応じて、ジョブを 1 回実行した場合の推定コスト (米ドル単位) も確認できます。ジョブ
で特定の S3 バケットを選択した場合、見積もりは、選択したバケット内のオブジェクトのサイズとタイ
プ、およびジョブが分析できるデータの量に基づきます。ジョブのバケット基準を指定した場合、見積も
りは、現在基準に一致する最大 500 個までのバケット内のオブジェクトのサイズとタイプ、およびジョブ
が分析できるデータの量に基づきます。この見積もりの詳細については、「機密データ検出ジョブのコス
トの予測とモニタリング (p. 162)」を参照してください。

ジョブを確認して作成するには

1. [Review and create] (確認して作成する) ページで、各設定を確認し、それが正しいことを検証しま
す。

設定を変更するには、設定が含まれるセクションで [Edit] (編集) を選択し、次に正しい設定を入力し
ます。ナビゲーションタブを使用して、設定が含まれるページに移動することもできます。

2. 設定の確認が完了したら、[Submit] (送信) を選択して、ジョブを作成して保存します。Macie は設定
を確認し、対処すべき問題があれば通知します。

Note

機密データの検出結果のリポジトリを設定していない場合、Macie は警告を表示し、ジョブ
を保存しません。この問題に対処するには、[Repository for sensitive data discovery results]
(機密データの検出結果のリポジトリ) セクションで [Configure] (設定) を選択します。次に、
リポジトリの構成設定を入力します。この方法の詳細は、「機密データ検出結果の保存と保
持 (p. 171)」を参照してください。設定を入力したら、[Review and create] (確認して作成
する) ページに戻り、そのページの [Repository for sensitive data discovery results] (機密デー

タ検出結果のリポジトリ ) セクションで [refresh () を選択します。
それは推奨されませんが、リポジトリ要件を一時的に上書きしてジョブを保存することがで
きます。これを行うと、ジョブの検出結果を失うリスクがあります。Macie は 90 日間だけ結
果を保持します。要件を一時的に上書きするには、上書きオプションのチェックボックスを
オンにします。

3. Macie が対処すべき課題を通知した場合は、問題に対処し、もう一度 [Submit] (送信)] を選択して、
ジョブを作成して保存します。
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ジョブの実行頻度を 1 回限りまたは毎日ベースに設定しているか、週の現在の曜日または月の現在の
日付に設定している場合、Macie はジョブを保存した直後にジョブの実行を開始します。それ以外の場
合、Macie は週の指定された曜日または月の指定された日付にジョブを実行する準備をします。ジョブ
をモニタリングするには、[check the status of the job] (p. 159) (ジョブのステータスをチェック) できま
す。

Amazon CloudWatch Logs を使用した機密データ検出
ジョブをモニタリングする
また、機密データ検出ジョブの [monitoring the overall status] (p. 159) (全体的なステータスのモニタリ
ング) に加え、ジョブの進行に伴って発生する特定のイベントをモニタリングして分析できます。これを
行うには、Amazon Macie が自動的に Amazon Logs CloudWatch に発行するほぼリアルタイムのログ記録
データを使用します。これらのログのデータは、ジョブの実行開始、一時停止、実行終了の正確な日時な
ど、ジョブの進行状況またはステータスに対する変更のレコードを提供します。

ログデータは、ジョブの実行中に発生したアカウントレベルまたはバケットレベルのエラーに関する詳細
も提供します。たとえば、S3 バケットのアクセス許可設定により、ジョブがバケット内のオブジェクトを
分析するのを防ぐようにすると、Macie はイベントをログに記録します。イベントはいつエラーが発生し
たかを示し、影響を受けたバケットとバケットを所有するアカウントの両方を識別します。これらのタイ
プのイベントのデータは、Macie が目的のデータを分析するのを妨げたエラーの特定、調査、対処に役立
ちます。

Amazon CloudWatch Logs を使用すると、複数のシステム、アプリケーション、および Macie を含むのロ
グファイルを監視AWS のサービス、保存、アクセスすることができます。ログデータのクエリと分析を
行い、特定のイベントが発生した場合やしきい値に達したときに通知するように CloudWatch Logs を設定
することもできます。 CloudWatch Logs は、ログデータをアーカイブし、データを Amazon S3 にエクス
ポートする機能も提供します。CloudWatch ログの詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザー
ガイドを参照してください。

トピック
• 機密データ検出ジョブでのログ記録の仕組み (p. 144)
• 機密データ検出ジョブのログの確認 (p. 145)
• 機密データ検出ジョブのログイベントスキーマ (p. 146)
• 機密データ検出ジョブのログイベントのタイプ (p. 147)

機密データ検出ジョブでのログ記録の仕組み
機密データ検出ジョブの実行を開始すると、Macie は Amazon CloudWatch Logs で適切なリソースを
自動的に作成し、現在の内のジョブのすべてのイベントをログに記録するように設定しますAWS リー
ジョン。Macie は、ジョブの実行時にイベントデータをこれらのリソースに自動的に発行します。アカ
ウントの Macie [service-linked role] (p. 359) (サービスにリンクされたロール) のアクセス許可ポリシー
は、Macie がお客様に代わってこれらのタスクを実行することを許可します。 CloudWatch Logs でリソー
スを作成または設定したり、ジョブのイベントデータをログに記録したりするために、ステップのいずれ
かを実行する必要はありません。

CloudWatch Logs では、ログは [log groups] (ロググループ) に整理されます。各ロググループには [log 
streams] (ログストリーム) が含まれます。各ログストリームには [log events] (ログイベント) が含まれま
す。これらの各リソースの一般的な目的は次のとおりです。

• [log groups] (ロググループ) は、保持、モニタリング、アクセス制御について同じ設定を共有するログス
トリームのコレクションです。たとえば、すべての機密データ検出ジョブのログのコレクションなどで
す。

• [log streams] (ログストリーム) は、同じソースを共有する一連のログイベントです。たとえば、個別の
機密データ検出ジョブなどです。
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• [log events] (ログイベント) は、アプリケーションまたはリソースによって記録されたアクティビティの
レコードです。たとえば、Macie が特定の機密データ検出ジョブについて記録および発行した個別のイ
ベントなどです。

Macie は、すべての機密データ検出ジョブのイベントを 1 つのロググループに発行し、各ジョブは、その
ロググループ内に一意のログストリームがあります。ロググループには、次のプレフィックスと名前があ
ります。

/aws/macie/classificationjobs

このロググループが既に存在する場合、Macie はそれを使用してジョブのログイベントを保存します。こ
れは、組織で AWS CloudFormation のような自動設定を使用して、ジョブイベントに対して事前定義され
た保持期間、暗号化設定、タグ、メトリクスフィルターなどのロググループを作成する場合に便利です。

このロググループが存在しない場合、Macie CloudWatch は新しいロググループで Logs が使用するデフォ
ルト設定を用いてグループを作成します。設定には、[Never Expire] (期限切れにならない) のログ保持期間
が含まれます。つまり、 CloudWatch Logs はログを無期限に保存します。ロググループの保持期間を変更
するには、Amazon CloudWatch コンソールまたは Amazon CloudWatch Logs API を使用します。詳細に
ついては、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「ロググループとログストリームの操作」を参照
してください。

このロググループ内で、Macie はジョブを初めて実行するときに、実行するジョブごとに一意のログスト
リームを作成します。ログストリームの名前は、85a55dc0fa6ed0be5939d0408example のようなジョ
ブの一意の識別子であり、以下の形式になります。

/aws/macie/classificationjobs/85a55dc0fa6ed0be5939d0408example

各ログストリームには、Macie が、対応するジョブについて記録および発行したすべてのログイベントが
含まれます。定期的なジョブの場合、これにはすべてのジョブの実行のイベントが含まれます。定期的な
ジョブのログストリームを削除すると、次回ジョブが実行されたときに Macie によってストリームが再度
作成されます。1 回限りのジョブのログストリームを削除すると、復元できません。

すべてのジョブのログ記録はデフォルトで有効化されていることに注意してください。これを無効にした
り、Macie が CloudWatch Logs にジョブイベントを発行するのを防いだりすることはできません。ログ
を保存したくない場合は、ロググループの保持期間を 1 日のみに短縮できます。保持期間の終了時に、 
CloudWatch Logs はロググループから期限切れのイベントデータを自動的に削除します。

機密データ検出ジョブのログの確認
Amazon CloudWatch コンソールまたは Amazon Logs API を使用して、 CloudWatch 機密データ検出ジョ
ブのログを確認できます。コンソールと API の両方は、ログデータの確認と分析に役立つように設計され
た機能を提供します。CloudWatch Logs の他のタイプのログデータを操作する場合と同様に、これらの機
能を使用して、ジョブのログストリームとイベントを操作できます。

たとえば、集計データを検索およびフィルタリングして、特定の時間範囲の間にすべてのジョブで発生し
た特定のタイプのイベントを識別できます。あるいは、特定のジョブで発生したすべてのイベントのター
ゲットを絞ったレビューを実行することもできます。 CloudWatch Logs には、ログデータのモニタリン
グ、メトリクスフィルターの定義、カスタムアラームの作成などのオプションも用意されています。

Tip

Amazon Macie コンソールを使用して特定のジョブのログイベントに移動するには、次の操作を
行います: [Jobs] (ジョブ) ページで、ジョブの名前を選択します。詳細パネルの上部で、[Show 
results] (結果を表示する) を選択し、次に [Show CloudWatch  logs logs] (ログを表示する) を選択
します。Macie は Amazon CloudWatch コンソールを開き、ジョブのログイベントのテーブルを
表示します。
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ジョブのログを確認するには (Amazon CloudWatch コンソール)

1. https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/ CloudWatch  でコンソールを開きます。
2. ページの右上の AWS リージョン セレクターを使用して、ログを確認するジョブを実行したリージョ

ンを選択します。
3. ナビゲーションペインで、[Logs] (ログ)、[Log groups] (ロググループ) の順に選択します。
4. [Log groups] (ロググループ) ページで、[/aws/macie/classificationjobs ロググループを選択します。 

CloudWatch Logs には、実行したジョブのログストリームのテーブルが表示されます。ジョブごとに
一意のストリームが 1 つあります。各ストリームの名前は、ジョブの一意の識別子に関連します。

5. [Log streams] (ログストリーム) の下で、次のいずれかを実行します。

• 特定のジョブのログイベントを確認するには、ジョブのログストリームを選択します。ストリーム
をより簡単に検索するには、テーブルの上にあるフィルターバーにジョブの一意の識別子を入力し
ます。ログストリームを選択すると、 CloudWatch Logs にはジョブのログイベントのテーブルが表
示されます。

• すべてのジョブのログイベントを確認するには、[Search all] (すべて検索) を選択します。 
CloudWatch Logs には、すべてのジョブのログイベントのテーブルが表示されます。

6. (オプション) テーブルの上にあるフィルターバーで、確認する特定のイベントの特性を指定する用
語、語句、または値を入力します。詳細については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの
「フィルターパターンを使用してログデータを検索する」を参照してください。

7. 特定のログイベントの詳細を確認するには、イベントの行にある右矢印 ( ) を選択します。 
CloudWatch Logs には、イベントの詳細が JSON 形式で表示されます。

ログイベントのデータに習熟すると、 CloudWatch ログデータを数値メトリックスに変換する [creating 
metrics filters] (メトリクスフィルターの作成) や、特定のログイベントを識別して応答することを容易にす
る [creating custom alarms] (カスタムアラームの作成) などのタスクを実行することもできます。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。

機密データ検出ジョブのログイベントスキーマ
機密データ検出ジョブの各ログイベントは、Amazon CloudWatch Logs イベントスキーマに準拠する 
JSON オブジェクトであり、標準のフィールドセットが含まれています。一部のイベントのタイプでは、
そのタイプのイベントに特に役立つ情報を提供する追加のフィールドがあります。たとえば、アカウント
レベルのエラーのイベントには、影響を受けた AWS アカウント のアカウント ID が含まれます。バケッ
トレベルのエラーのイベントには、影響を受けた S3 バケットの名前が含まれます。Macie が CloudWatch 
Logs に発行するジョブイベントの詳細なリストについては、「」を参照してくださいジョブのログイベン
トのタイプ (p. 147)。

次の例は、機密データ検出ジョブのログイベントスキーマを示します。この例では、Amazon S3 がバケッ
トへのアクセスを拒否したため、Macie が S3 バケット内のオブジェクトを分析できなかったことがイベ
ントによってレポートされます。

{ 
    "adminAccountId": "123456789012", 
    "jobId": "85a55dc0fa6ed0be5939d0408example", 
    "eventType": "BUCKET_ACCESS_DENIED", 
    "occurredAt": "2021-04-14T17:11:30.574809Z", 
    "description": "Macie doesn’t have permission to access the affected S3 bucket.", 
    "jobName": "My_Macie_Job", 
    "operation": "ListObjectsV2", 
    "runDate": "2021-04-14T17:08:30.345809Z", 
    "affectedAccount": "111122223333", 
    "affectedResource": { 
        "type": "S3_BUCKET_NAME", 
        "value": "DOC-EXAMPLE-BUCKET" 
    }
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}

前の例では、Macie は、Amazon S3 API の ListObjectsV2 オペレーションを使用してバケット内のオブ
ジェクトをリスト化しようとしました。Macie が Amazon S3 にリクエストを送信すると、Amazon S3 は
バケットへのアクセスを拒否しました。

機密データ検出ジョブのすべてのログイベントに共通するフィールドは、次のとおりです。

• adminAccountId—AWS アカウント ジョブを作成したユーザーの一意の識別子。
• jobId— ジョブの一意の識別子。
• eventType— 発生したイベントのタイプ。使用可能な値の完全なリストと各値の説明については、

「ジョブのログイベントのタイプ (p. 147)」を参照してください。
• occurredAt— イベントが発生した日時 (協定世界時 (UTC) および拡張 ISO 8601 形式)。
• description— イベントの簡単な説明です。
• jobName— ジョブのカスタム名。

イベントのタイプと性質に応じて、ログイベントには次のフィールドを含めることもできます。

• affectedAccount—AWS アカウント 影響を受けたリソースを所有しているの一意の識別子。
• affectedResource— 影響を受けたリソースに関する詳細を提供するオブジェクト。オブジェクト

では、type フィールドは、リソースに関するメタデータを保存するフィールドを指定します。value
フィールドは、フィールドの値を指定します (type)。

• operation— Macie が実行しようとし、エラーの原因となったオペレーション。
• runDate— 該当するジョブまたはジョブ実行が開始された日時 (協定世界時 (UTC) および拡張 ISO 

8601 形式)。

機密データ検出ジョブのログイベントのタイプ
Macie は、次の 3 つのカテゴリのイベントのログイベントを発行します。

• ジョブステータスイベント: ジョブまたはジョブ実行のステータスまたは進行状況への変更を記録しま
す。

• アカウントレベルのエラーイベント: Macie が特定の AWS アカウント の Amazon S3 データを分析する
のを妨げたエラーを記録します。

• バケットレベルのエラーイベント: Macie が特定の S3 バケット内のデータを分析するのを妨げたエラー
を記録します。

このセクションのトピックでは、Macie がカテゴリごとに発行するイベントの種類をリスト化して説明し
ます。

トピック
• ジョブステータスイベント (p. 147)
• アカウントレベルのエラーイベント (p. 150)
• バケットレベルのエラーイベント (p. 152)

ジョブステータスイベント

ジョブステータスイベントは、ジョブまたはジョブ実行のステータスや進行状況への変更を記録します。
定期的なジョブの場合、Macie はジョブ全体と個別のジョブ実行の両方について、これらのイベントをロ
グに記録して発行します。全体的なジョブのステータスの判断に関する詳細については、「機密データ検
出ジョブのステータスをチェックする (p. 159)」を参照してください。
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次の例では、サンプルデータを使用して、ジョブステータスイベント内のフィールドの構造と性質を示し
ます。この例では、SCHEDULED_RUN_COMPLETED イベントは、定期的なジョブのスケジュールされた
実行が終了したことを示します。runDate フィールドに示されているとおり、実行は 2021 年 4 月 14 日 
17:09:30 UTC に開始しました。occurredAt フィールドに示されているとおり、実行は 2021 年 4 月 14 
日 17:16:30 UTC に終了しました。

{ 
    "adminAccountId": "123456789012", 
    "jobId": "ffad0e71455f38a4c7c220f3cexample", 
    "eventType": "SCHEDULED_RUN_COMPLETED", 
    "occurredAt": "2021-04-14T17:16:30.574809Z", 
    "description": "The scheduled job run finished running.", 
    "jobName": "My_Daily_Macie_Job", 
    "runDate": "2021-04-14T17:09:30.574809Z"
}

次のテーブルは、Macie がログに記録し、Logs CloudWatch に発行するジョブステータスイベントのタ
イプをリスト化して説明します。[Event type] (イベントタイプ) 列には、イベントの eventType フィー
ルドに表示されるとおり、各イベントの名前が示されます。[Description] (説明) 列には、イベントの
description フィールドに表示されるとおり、イベントの簡単な説明が表示されます。[Additional 
information] (追加情報) には、イベントが適用されるジョブのタイプに関する情報が表示されます。テーブ
ルは、最初にイベントが発生する可能性のある一般的な時系列順で並べ替えられ、次にイベントタイプ別
のアルファベット順に並べ替えられます。

イベントタイプ 説明 追加情報

JOB_CREATED ジョブが作成されました。 1 回限りのジョブと定期的なジョ
ブに適用されます。

ONE_TIME_JOB_STARTED ジョブが実行を開始しました。 1 回限りのジョブにのみ適用され
ます。

SCHEDULED_RUN_STARTED スケジュールされたジョブが実
行を開始しました。

定期的なジョブにのみ適用され
ます。1 回限りのジョブの開始を
ログに記録するために、Macie は
このタイプのイベントではなく 
ONE_TIME_JOB_STARTED イベ
ントを発行します。

BUCKET_MATCHED_THE_CRITERIA影響を受けたバケットは、ジョ
ブで指定されたバケット基準に
一致しました。

ランタイムバケット基準を使用
して、分析する S3 バケットを決
定する 1 回限りのジョブと定期
的なジョブに適用されます。

affectedResource オブジェク
トは、基準に一致し、ジョブの
分析に含まれていたバケットの
名前を指定します。

NO_BUCKETS_MATCHED_THE_CRITERIAジョブの実行が開始されました
が、現在ジョブで指定されたバ
ケット基準に一致するバケット
はありません。ジョブはデータ
を分析しませんでした。

ランタイムバケット基準を使用
して、分析する S3 バケットを決
定する 1 回限りのジョブと定期
的なジョブに適用されます。

SCHEDULED_RUN_COMPLETED スケジュールされたジョブの実
行が終了しました。

定期的なジョブにのみ適用され
ます。1 回限りのジョブの完了を
ログに記録するために、Macie は
このタイプのイベントではなく 
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イベントタイプ 説明 追加情報
JOB_COMPLETED イベントを発
行します。

JOB_PAUSED_BY_USER ジョブがユーザーによって一時
停止されました。

ユーザーが一時的に停止した (一
時停止した) 1 回限りのジョブ
と定期的なジョブに適用されま
す。

JOB_RESUMED_BY_USER ジョブはユーザーによって再開
されました。

ユーザーが一時的に停止して (一
時停止して) その後再開した 1 回
限りのジョブと定期的なジョブ
に適用されます。

JOB_PAUSED_BY_MACIE_SERVICE_QUOTA_METジョブが Macie によって一時
停止されました。ジョブの完了
は、影響を受けたアカウントの
毎月のクォータを超えます。

Macie が一時的に停止した (一時
停止した) 1 回限りのジョブと定
期的なジョブに適用されます。

ジョブの追加処理またはジョ
ブの実行が、ジョブがデータ
を分析する 1 つ以上のアカウ
ントの毎月の [sensitive data 
discovery quota] (機密データ検出
クォータ (p. 386)) を超える場
合、Macie は、自動的にジョブを
一時停止します。この問題を避
けるには、影響を受けたアカウ
ントのクォータを増やすことを
検討してください。

JOB_RESUMED_BY_MACIE_SERVICE_QUOTA_LIFTEDジョブが Macie によって再開さ
れました。影響を受けたアカウ
ントの毎月のサービスクォータ
が解除されました。

Macie が一時的に停止して (一時
停止して) その後再開した 1 回限
りのジョブと定期的なジョブに
適用されます。

Macie が 1 回限りのジョブを自
動的に一時停止した場合、Macie 
は、次の月が始まるか、影響を
受けたすべてのアカウントの毎
月の [sensitive data discovery 
quota] (機密データ検出クォー
タ) が増加したときに、自動的に
ジョブを再開します。Macie が
定期的に実行するジョブを自動
的に一時停止した場合、次の実
行が開始される予定になったと
き、または翌月の開始時のいず
れか早い方に、Macie は自動的に
ジョブを再開します。
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イベントタイプ 説明 追加情報

JOB_CANCELLED ジョブがキャンセルされまし
た。

恒久的に停止した (キャンセル
した) 1 回限りのジョブと定期的
なジョブに、または 1 回限りの
ジョブの場合は一時停止して30 
日以内に再開しなかったジョブ
に適用されます。

Macie を停止または無効にした
場合、このタイプのイベント
は、Macie を停止または無効に
したときにアクティブだった
か一時停止されたジョブにも
適用されます。リージョンで 
Macie を停止または無効にした
場合、Macie は AWS リージョン 
内のジョブを自動的にキャンセ
ルします。

JOB_COMPLETED ジョブの実行が終了しました。 1 回限りのジョブにのみ適用さ
れます。定期的なジョブにつ
いてジョブの実行の完了をログ
に記録するために、Macie はこ
のタイプのイベントではなく 
SCHEDULED_RUN_COMPLETED 
イベントを発行します。

アカウントレベルのエラーイベント
アカウントレベルのエラーイベントは、Macie が特定の AWS アカウント によって所有されている S3 バ
ケット内のオブジェクトを分析するのを妨げたエラーを記録します。各イベント内の affectedAccount
フィールドは、そのアカウントのアカウント ID を指定します。

次の例では、サンプルデータを使用して、アカウントレベルのエラーイベント内のフィールドの構
造と性質を示します。この例では、ACCOUNT_ACCESS_DENIED イベントは、Macie がアカウント
444455556666 によって所有されている S3 バケット内のオブジェクトを分析できなかったことを示しま
す。

{ 
    "adminAccountId": "123456789012", 
    "jobId": "85a55dc0fa6ed0be5939d0408example", 
    "eventType": "ACCOUNT_ACCESS_DENIED", 
    "occurredAt": "2021-04-14T17:08:30.585709Z", 
    "description": "Macie doesn’t have permission to access S3 bucket data for the affected 
 account.", 
    "jobName": "My_Macie_Job", 
    "operation": "ListBuckets", 
    "runDate": "2021-04-14T17:05:27.574809Z", 
    "affectedAccount": "444455556666"
}

次のテーブルは、Macie がログに記録し、Logs CloudWatch に発行するアカウントレベルのエラーイベン
トのタイプをリスト化して説明します。[Event type] (イベントタイプ) 列には、イベントの eventType
フィールドに表示されるとおり、各イベントの名前が示されます。[Description] (説明) 列には、イベント
の description フィールドに表示されるとおり、イベントの簡単な説明が表示されます。[追加情報] 列
には、発生したエラーの調査または対処を行うための適切なヒントが表示されます。テーブルは、イベン
トタイプ別にアルファベット順に昇順に並べ替えられます。
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イベントタイプ 説明 追加情報

ACCOUNT_ACCESS_DENIED Macie には、影響を受けたアカウ
ントの S3 バケットデータにアク
セスする許可がありません。

これは、通常、アカウントが所
有するバケットに制限がある
バケットポリシーがあるため
に発生します。この問題の対
処方法については、「Macie が 
S3 バケットおよびオブジェク
トにアクセスすることを許可す
る (p. 44)」を参照してくださ
い。

イベント内の operation
フィールドの値は、Macie がアカ
ウントの S3 データにアクセスす
るのを防いだアクセス許可設定
を特定するのに役立ちます。こ
のフィールドは、エラーが発生
したときに Macie が実行しよう
とした Amazon S3 オペレーショ
ンを示します。

ACCOUNT_DISABLED ジョブは、影響を受けたアカウ
ントが所有するリソースをス
キップしました。Macie はアカ
ウントに対して無効になりまし
た。

この問題に対処するには、同じ 
AWS リージョン アカウントで 
Macie を再度有効化します。

ACCOUNT_DISASSATED ジョブは、影響を受けたアカウ
ントが所有するリソースをス
キップしました。アカウント
は、もうメンバーアカウントと
して Macie 管理者アカウントに
関連付けられていません。

これは、お客様が、組織の Macie 
管理者として、関連付けられた
メンバーアカウントのデータ
を分析するジョブを設定し、そ
の後メンバーアカウントが組織
から削除された場合に発生しま
す。

この問題に対処するには、影響
を受けたアカウントをメンバー
アカウントとして Macie 管理
者アカウントに再度関連付けま
す。詳細については、「複数の
アカウントの管理 (p. 291)」を
参照してください。

ACCOUNT_ISOLATED ジョブは、影響を受けたアカ
ウントが所有するリソースをス
キップしました。AWS アカウン
ト は分離されました。

–

ACCOUNT_REGION_DISABLED ジョブは、影響を受けたアカ
ウントが所有するリソースをス
キップしました。AWS アカウン
ト は、現在 AWS リージョン 内
でアクティブではありません。

–

ACCOUNT_SUSPENDED ジョブはキャンセルされたか、
影響を受けたアカウントが所有
するリソースをスキップしまし

指定したアカウントが自分のア
カウントである場合、同じリー
ジョンで Macie を停止したとき
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イベントタイプ 説明 追加情報
た。Macie はアカウントで停止さ
れました。

に、Macie は自動的にジョブを
キャンセルしました。この問題
に対処するには、リージョンで 
Macie を再度有効化します。

指定したアカウントがメンバー
アカウントである場合は、同じ
リージョンでそのアカウントの 
Macie を再度有効化します。

ACCOUNT_TERMINATED ジョブは、影響を受けたアカ
ウントが所有するリソースをス
キップしました。AWS アカウン
ト は終了しました。

–

バケットレベルのエラーイベント
バケットレベルのエラーイベントは、Macie が特定の S3 バケット内のオブジェクトを分析するのを妨
げたエラーを記録します。各イベント内の affectedAccount フィールドは、バケットを所有している 
AWS アカウント のアカウント ID を指定します。各イベントの affectedResource オブジェクトは、バ
ケットの名前を指定します。

次の例では、サンプルデータを使用して、バケットレベルのエラーイベント内のフィールドの構造と性
質を示します。この例では、BUCKET_ACCESS_DENIED イベントは、Macie が DOC-EXAMPLE-BUCKET
という名前の S3 バケット内のオブジェクトを分析できなかったことを示します。Macie が Amazon S3 
API の ListObjectsV2 オペレーションを使用してバケット内のオブジェクトをリスト化しようとしたとき
に、Amazon S3 はバケットへのアクセスを拒否しました。

{ 
    "adminAccountId": "123456789012", 
    "jobId": "85a55dc0fa6ed0be5939d0408example", 
    "eventType": "BUCKET_ACCESS_DENIED", 
    "occurredAt": "2021-04-14T17:11:30.574809Z", 
    "description": "Macie doesn’t have permission to access the affected S3 bucket.", 
    "jobName": "My_Macie_Job", 
    "operation": "ListObjectsV2", 
    "runDate": "2021-04-14T17:09:30.685209Z", 
    "affectedAccount": "111122223333", 
    "affectedResource": { 
        "type": "S3_BUCKET_NAME", 
        "value": "DOC-EXAMPLE-BUCKET" 
    }
}

次のテーブルは、Macie がログに記録し、Logs CloudWatch に発行するバケットレベルのエラーイベン
トのタイプをリスト化して説明します。[Event type] (イベントタイプ) 列には、イベントの eventType
フィールドに表示されるとおり、各イベントの名前が示されます。[Description] (説明) 列には、イベント
の description フィールドに表示されるとおり、イベントの簡単な説明が表示されます。[追加情報] 列
には、発生したエラーの調査または対処を行うための適切なヒントが表示されます。テーブルは、イベン
トタイプ別にアルファベット順に昇順に並べ替えられます。

イベントタイプ 説明 追加情報

BUCKET_ACCESS_DENIED Macie には、影響を受けた S3 バ
ケットにアクセスする許可があ
りません。

イベント内の operation
フィールドの値は、Macie がバ
ケットにアクセスするのを防
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イベントタイプ 説明 追加情報
いだアクセス許可設定を特定す
るのに役立ちます。このフィー
ルドは、エラーが発生したとき
に Macie が実行しようとした 
Amazon S3 オペレーションを示
します。

BUCKET_DETAILS_UNAVAILABLE一時的な問題により、Macie がバ
ケットとバケットのオブジェク
トに関する詳細を取得するのを
妨げられました。

これは、一時的な問題によ
り、Macie がバケットのオブ
ジェクトを分析するのに必要
なバケットとオブジェクトのメ
タデータを取得するのを妨げら
れた場合に発生します。たとえ
ば、Macie がバケットへのアクセ
スを許可されていることを確認
しようとしたときに Amazon S3 
例外が発生しました。

1 回限りのジョブの問題に対処
するには、バケット内のオブ
ジェクトを分析する新しい 1 回
限りのジョブを作成して実行
することを検討してください。
スケジュールされたジョブの場
合、Macie は次のジョブ実行時に
メタデータの取得を再度試みま
す。

BUCKET_DOES_NOT_EXIST 影響を受けた S3 バケットはもう
存在しません。

これは通常、バケットが削除さ
れたために発生します。

BUCKET_IN_DIFFERENT_REGION影響を受けた S3 バケットは別の 
AWS リージョン に移動されまし
た。

–

BUCKET_OWNER_CHANGED 影響を受けた S3 バケットの所有
者が変更されました。Macie に
は、もうバケットにアクセスす
る許可がありません。

これは通常、バケットの所有
権が組織の一部ではない AWS 
アカウント に移転された場合
に発生します。イベント内の
affectedAccount フィールド
は、以前にバケットを所有して
いたアカウントのアカウント ID 
を示します。

機密データ検出ジョブの統計と結果の確認
機密データ検出ジョブを実行すると、Amazon Macie はそのジョブの特定の統計データを自動的に計算し
てレポートします。たとえば、Macie は、ジョブが実行された回数と、現在の実行中にジョブがまだ処理
をしていない Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) オブジェクトのおおよその数をレポートしま
す。Macie は、ログイベント、機密データの調査結果、機密データの検出結果など、ジョブのいくつかの
タイプのジョブジョブジョブも生成します。

トピック
• 機密データ検出ジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブのタイプ (p. 154)

153



Amazon Macie ユーザーガイド
ジョブの統計と結果の確認

• 機密データ検出ジョブの統計と結果の確認 (p. 155)

機密データ検出ジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブの
タイプ
機密データ検出ジョブが進行すると、Amazon Macie はそのジョブで次のタイプのジョブジョブを生成し
ます。

[Log event] (ログイベント)

これは、ジョブの実行中に発生したイベントのレコードです。Macie は、特定のイベントのデータを
自動的にログに記録し、Amazon CloudWatch Logs に発行します。これらのログのデータは、ジョブ
の実行を開始または停止した正確な日時など、ジョブの進行状況またはステータスに対する変更のレ
コードを提供します。データは、ジョブの実行中に発生したアカウントレベルまたはバケットレベル
のエラーに関する詳細も提供します。

ログイベントは、ジョブをモニタリングして、ジョブが目的のデータを分析するのを妨げた問題に
対処するのに役立ちます。ジョブがランタイム基準を使用して、分析する S3 バケットを決定する場
合、ログイベントは、ジョブの実行時に条件に S3 バケットが一致したかどうか、およびどの S3 バ
ケットが一致したかを判断するのに役立ちます。

ログイベントにアクセスするには、Amazon CloudWatch コンソールまたは Amazon CloudWatch 
Logs API を使用します。ジョブのログイベントに移動しやすくするために、Amazon Macie コ
ンソールはログイベントへのリンクを提供しています。詳細については、「ジョブのモニタリン
グ (p. 144)」を参照してください。

[sensitive data finding] (機密データの調査結果)

これは Macie が S3 オブジェクトで検出した機密データのレポートです。各調査結果には、重要度評
価と次のような詳細が示されます。
• Macie が機密データを検出した日時。
• Macie が検出した機密データのカテゴリとタイプ。
• Macie が検出した機密データのタイプごとの出現回数。
• 調査結果を生成したジョブの一意の識別子。
• 影響を受けた S3 バケットおよびオブジェクトに関する名前、パブリックアクセス設定、暗号化タ

イプ、およびその他の情報。

影響を受けるS3オブジェクトのファイルタイプやストレージ形式によっては、Macie が検出した機密
データの最大 15 個までの出現も含まれる場合があります。位置データを報告する場合、機密データ
の検出結果は標準化された JSON スキーマを使用します (p. 245)。

機密データの調査結果には、Macie が検出した機密データは含まれません。代わりに、必要に応じて
さらなる調査と修復に使用できる情報が提供されます。

Macie は機密データの調査結果を 90 日間保存します。Amazon Macie コンソールまたは Amazon 
Macie API を使用してそれらにアクセスできます。また、他のアプリケーション、サービス、および
システムを使用して、それらをモニタリングおよび処理することもできます。詳細については、「調
査結果を分析する (p. 184)」を参照してください。

[sensitive data discovery result] (機密データの検出結果)

これは S3 オブジェクトの分析に関する詳細を記録するレコードです。Macie は、分析するジョブを
設定するオブジェクトごとに、[sensitive data discovery result] (機密データの検出結果) を自動的に作
成します。このレコードには、Macie が機密データを検出しないため機密データの調査結果を生成し
ないオブジェクト、およびアクセス許可設定やサポートされていないファイルやストレージ形式の使
用などのエラーや問題のため Macie が分析できないオブジェクトが含まれます。
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Macie が S3 オブジェクトで機密データを検出した場合、機密データの検出結果には、対応する機密
データの調査結果のデータが含まれます。また、Macie がオブジェクト内で検出した機密データのタ
イプごとに最大 1,000 個までの出現の場所などの追加情報も提供します。例:
• Microsoft Excel ワークブック、CSV ファイル、または TSV ファイル内のセルまたはフィールドの

列番号と行番号
• JSON または JSON Lines ファイル内のフィールドまたは配列へのパス
• CSV、JSON、JSON Lines、または TSV ファイル以外の非バイナリテキストファイル 

(HTML、TXT、XML ファイルなど) 内の行の行番号
• Adobe Portable Document Format (PDF) ファイル内のページのページ番号
• Apache Avro オブジェクトコンテナまたは Apache Parquet ファイル内のレコードのレコードイン

デックスとフィールドへのパス

該当する S3 オブジェクトが .tar ファイルや .zip ファイルなどのアーカイブファイルの場合、機密
データの検出結果では、Macie がアーカイブから抽出する個別のファイル内の機密データの出現に関
する詳細な場所データも提供されます。Macie は、アーカイブファイルの機密データの調査結果にこ
の情報を含めません。位置データを報告する場合、機密データの検出結果は標準化された JSON ス
キーマを使用します (p. 245)。

機密データの検出結果には、Macie が検出した機密データは含まれません。代わりに、データのプラ
イバシーと保護の監査や調査に役立つ分析レコードが提供されます。

Macie は機密データの検出結果を 90 日間保存します。Amazon Macie コンソールまたは Amazon 
Macie API を使用してそれらに直接アクセスすることはできません。代わりに、Macie が暗号化して 
S3 バケットに保存するように Macie を設定します。このバケットは、機密データの検出結果のすべ
ての最終的で長期的なリポジトリとして機能します。次に、オプションで、そのリポジトリ内の結果
にアクセスしてクエリを実行できます。これらの設定を行う方法については、「機密データ検出結果
の保存と保持 (p. 171)」を参照してください。

設定を行うと、Macie は機密データの検出結果を JSON Lines (.jsonl) ファイルに書き込みます。次
に、それらのファイルを暗号化して GNU Zip (.gz) ファイルとして S3 バケットに追加します。結果に
移動しやすくするために、Amazon Macie コンソールは結果へのリンクを提供しています。

機密データの調査結果と機密データの検出結果は、どちらも標準化されたスキーマに準拠しています。こ
れは、オプションで、他のアプリケーション、サービス、およびシステムを使用して、それらをクエリ、
モニタリング、および処理するのに役立ちます。

Tip

機密データ検出結果をクエリして使用し、潜在的なデータセキュリティリスクを分析および報告
する方法の詳細な説明例については、セキュリティブログの「Amazon Athena と Amazon で機密
データ検出結果をクエリして視覚化する方法」と「Amazon」 QuickSight ブログ投稿を参照して
ください。AWS
機密データ検出結果の分析に使用できる Amazon Athena クエリのサンプルについては、の
「Amazon Macie 結果分析リポジトリ」を参照してください GitHub。このリポジトリでは、結果
の取得と復号化するように Athena を設定する手順、および結果のテーブルを作成するためのス
クリプトも提供します。

機密データ検出ジョブの統計と結果の確認
機密データ検出ジョブの個別の機密データ検出ジョブの処理統計とジョブジョブジョブジョブジョブジョ
ブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブ
ジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョ
ブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブ コンソールを使用してジョブの統
計とジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブ
ジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブジョブ
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ジョブの処理統計にプログラムでアクセスするには、Amazon Macie API DescribeClassificationJobのオ
ペレーションを使用します。ジョブが生成した結果にプログラムからアクセスするには、Amazon Macie 
API ListFindingsのオペレーションを使用して、classificationDetails.jobIdフィールドのフィル
ター条件にジョブの固有識別子を指定します。この方法の詳細は、「フィルターの作成と調査結果への適
用 (p. 200)」を参照してください。その後、GetFindingsオペレーションを使用して結果の詳細を取得で
きます。

ジョブの統計と結果を確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。
3. [Jobs] (ジョブ) ページで、ユーザーが確認する統計と結果を持つジョブの名前を選択します。詳細パ

ネルには、ジョブに関する統計、設定、およびその他の情報が表示されます。
4. 詳細パネルで、次のいずれかの操作を実行します。

• ジョブの処理統計を確認するには、パネルの [Statistics] (統計) セクションを参照してください。こ
のセクションには、ジョブが実行された回数や、現在の実行中にジョブがまだ処理をしていないオ
ブジェクトのおおよその数などの統計が表示されます。

• ジョブのログイベントを確認するには、パネルの上部で、[Show results] (ジョブを表示する) を選択
し、次に [Show CloudWatch logs] (ログを表示する) を選択します。Macie は Amazon CloudWatch 
コンソールを開き、Macie がジョブで発行したログイベントのテーブルを表示します。

• ジョブが生成したすべての機密データの調査結果を確認するには、パネルの上部で、[Show results]
(結果を表示する) を選択し、次に [Show findings] (調査結果を表示する) を選択します。Macie は
[Findings] (調査結果) ページを開き、ジョブのすべての結果を表示します。特定の調査結果の詳細を
確認するには、テーブル内の調査結果を選択し、詳細パネルを参照します。

Tip

[調査結果の詳細] パネルで、[Detailed result location] (詳細な結果の場所) フィールド内の
リンクを使用して、Amazon S3 内の対応する機密データの検出結果に移動します。
• 大きなアーカイブまたは圧縮ファイルに調査結果が適用される場合、リンクには、ファ

イルの検出結果を含むフォルダが表示されます。アーカイブまたは圧縮ファイルが 100 
個を超える検出結果を生成する場合、それは [large] (大きい) になります。

• 小さなアーカイブまたは圧縮ファイルに調査結果が適用される場合、リンクには、ファ
イルの検出結果を含むファイルが表示されます。アーカイブまたは圧縮ファイルが 100 
個以下の検出結果を生成する場合、それは [small] (小さい) になります。

• 別のタイプのファイルに調査結果が適用される場合、リンクには、ファイルの検出結果
を含むファイルが表示されます。

• ジョブが生成したすべての機密データの検出結果を確認するには、パネルの上部で、[Show results]
(結果を表示する) を選択し、次に [Show classifications] (分類を表示する) を選択します。Macie は 
Amazon S3 コンソールを開き、ジョブのすべての検出結果を含むフォルダを表示します。このオプ
ションは、Macie を S3 バケットで [store your sensitive data discovery results] (p. 171) (機密デー
タの検出結果を保存する) ように設定した後にのみ使用できます。

機密データ検出ジョブの管理
機密データ検出ジョブを管理しやすくするために、Amazon Macie では、それぞれのジョブの完全なイン
ベントリが用意されていますAWS リージョン。このインベントリを使用すると、ジョブを単一のコレク
ションとして管理し、個々のジョブの構成設定、ステータス、および処理統計にアクセスできます。ま
た、各ジョブが生成した [sensitive data findings and other results] (p. 153) (機密データの調査結果および
その他の結果) にもアクセスできます。

これらのタスクに加えて、個別のジョブのカスタムバリエーションを作成できます。既存のジョブをコ
ピーし、コピーの設定を調整し、コピーを新しいジョブとして保存します。これは、異なるデータセット
を同じ方法で分析する場合や、異なる方法で同じデータセットを分析する場合に役立ちます。あるいは、
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既存のジョブの構成設定を調整します。既存のジョブをキャンセルしてコピーし、新しいジョブとしてコ
ピーを調整して保存します。

トピック
• 機密データ検出ジョブのインベントリの確認 (p. 157)
• 機密データ検出ジョブの構成設定の確認 (p. 157)
• 機密データ検出ジョブのステータスをチェックする (p. 159)
• 機密データ検出ジョブの一時停止、再開、またはキャンセル (p. 161)
• 機密データ検出ジョブをコピーする (p. 162)

機密データ検出ジョブのインベントリの確認
Amazon Macie コンソールの [Jobs] (ジョブ) ページには、現在のアカウントのすべての機密データ検出
ジョブに関する情報が表示されますAWS リージョン。各ジョブについて、テーブルには、ジョブの現在
のステータス、スケジュールされた定期的ベースでジョブが実行されるかどうか、ジョブが特定の数の S3 
バケットを分析するかどうか、ランタイム基準に一致する S3 バケットを分析するかどうかなどの概要情
報が表示されます。テーブルでジョブを選択すると、詳細パネルにジョブに関する構成設定およびその他
の情報が表示されます。

ジョブインベントリを確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。[Jobs] (ジョブ) ページが開き、インベントリ

内のジョブの数とそれらのジョブのテーブルが表示されます。
3. 特定のジョブをよりすばやく検索するには、次のいずれかの操作を行います。

• 特定のフィールドでテーブルを並べ替えるには、フィールドの列見出しをクリックします。並べ替
え順序を変更するには、列見出しをもう一度クリックします。

• フィールドで特定の値を持つジョブのみを表示するには、フィルターバーにカーソルを置きます。
表示されるメニューで、フィルターに使用するフィールドを選択し、フィルターの値を入力しま
す。次に、[Apply] (適用) を選択します。

• フィールドで特定の値を持つジョブを非表示にするには、フィルターバーにカーソルを置きます。
表示されるメニューで、フィルターに使用するフィールドを選択し、フィルターの値を入力しま
す。次に、[Apply] (適用) を選択します。フィルターバーで、フィルターボックスの [equals] アイコ

ン ( ) を選択します。これにより、フィルターの演算子が [equals] から [not equals] ( ) に変わり
ます。

• フィルターを削除するには、削除するフィルターのフィルターボックス内の [remove filter (フィル

ターを削除)] アイコン ( ) を選択します。
4. 特定のジョブの構成設定やその他の詳細を確認するには、テーブルでジョブの名前を選択し、次に詳

細パネルを参照します。

機密データ検出ジョブの構成設定の確認
Amazon Macie コンソールで、[Jobs] (ジョブ) ページの詳細パネルを使用して、個別の機密データ検出
ジョブに関する構成設定およびその他の情報を確認できます。たとえば、ジョブが分析するように設定さ
れている S3 バケットのリストと、それらのバケット内のオブジェクトの分析のためにジョブが使用する
マネージドデータ識別子を確認できます。

Note

既存のジョブの構成設定は変更できません。これにより、実施するデータプライバシーと保護の
監査または調査に関する機密データの調査結果と検出結果のイミュータブルな履歴を確実に保持
できます。既存のジョブを変更する場合は、ジョブをキャンセルします (p. 161)。その後 [copy 
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the job] (p. 162) (ジョブをコピーする) で、目的の設定を使用するようにコピーを設定し、コ
ピーを新しいジョブとして保存します。
この場合、新しいジョブが既存のデータを同じ方法で再度分析しないようにするためのステップ
も実行する必要があります。これを行うには、既存のジョブをキャンセルした日時をメモしま
す。次に、元のジョブをキャンセルした後に作成または変更されたオブジェクトのみを含めるよ
うに新しいジョブの範囲を設定します。たとえば、オブジェクト基準を使用して (p. 134)、元の
ジョブをキャンセルした日時を指定する最終更新日時 exclusion 条件を追加します。

ジョブの構成設定を確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。
3. [Jobs] (ジョブ) ページで、ユーザーが確認する設定を持つジョブの名前を選択します。詳細パネルに

は、ジョブに関する設定などの情報が表示されます。ジョブの設定に応じて、パネルには次のセク
ションがあります。

一般情報

このセクションはジョブの現在のステータスを示し、ジョブに関する一般的な情報を提供しま
す。たとえば、ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)、ジョブの実行が開始された最新の日時
などです。過去 30 日間にジョブを一時停止した場合、このセクションは、ジョブを一時停止し
た日時と、ジョブまたはジョブの実行が再開されない場合に期限切れになる日時も示します。

統計学

このセクションには、ジョブの処理統計が表示されます。たとえば、ジョブの実行回数や、現在
の実行中にジョブがまだ処理をしていないオブジェクトのおおよその数などです。

[Scope] (スコープ)

このセクションは、ジョブの実行頻度を示します。また、ジョブの範囲を調整する設定も表示さ
れます。たとえば、サンプリング深度や、ジョブの分析で S3 オブジェクトを含めるか除外する
任意の [object criteria (p. 134)] (オブジェクト基準) などです。

S3 バケット

このセクションは、ジョブの作成時に明示的に選択したバケットをジョブが分析するように設定
されている場合、パネルに表示されます。これは、ジョブがデータを分析するように設定されて
いる AWS アカウント の数を示します。また、ジョブが分析するように設定されているバケット
の数と、それらのバケットの名前 (アカウント別にグループ化) も示します。

アカウントとバケットの完全なリストを JSON 形式で表示するには、[Total buckets] (合計バケッ
ト) フィールド内の数を選択します。

S3 バケット基準

このセクションは、ジョブがランタイム基準を使用して、分析するバケットを決定する場合、パ
ネルに表示されます。このリストには、ジョブが使用するように設定されている criteria がリスト
化されます。

JSON 形式で基準を表示するには、[Details] (詳細) を選択し、次に表示されたウィンドウの 
[Criteria] (基準) タブを選択します。現在条件に一致するバケットのテーブルを確認するに
は、[Details] (詳細) を選択し、次に表示されたウィンドウの [Matching buckets] (一致するバケッ

ト) タブを選択します。必要に応じて [refresh] (更新) ( ) を選択して、最新のデータを取得し
ます。

Tip

ジョブがすでに実行されている場合は、ジョブの実行時に基準に一致したバケットが
あるかどうか、および該当する場合は、それらのバケットの名前は何かを判断するこ
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ともできます。そのためには、ジョブのログイベントを確認します (p. 144)。パネル
上部の [結果を表示] を選択し、次に [ CloudWatchログを表示] を選択します。Macie は 
Amazon CloudWatch コンソールを開き、ジョブのログイベントのテーブルを表示しま
す。BUCKET_MATCHED_THE_CRITERIAイベントには、基準に一致し、ジョブの分析に
含まれていたバケットごとのイベントが含まれます。

カスタムデータ識別子

このセクションは、ジョブが 1 つ以上のカスタムデータ識別子を使用するように設定されている
場合 (p. 67)、パネルに表示されます。これらのカスタムデータ識別子の名前を指定します。

許可リスト

このセクションは、ジョブが 1 つ以上の許可リストを使用するように設定されている場
合 (p. 73)、パネルに表示されます。これらのリストの名前を指定します。リストの設定とス
テータスを確認するには、リスト名の横にあるリンクアイコン ( ) を選択します。

管理データ識別子

このセクションは、ジョブが使用するように設定されている [managed data identifiers (p. 49)] 
(マネージドデータ識別子) はどれかを示します。これは、ジョブのマネージドデータ識別子の選
択タイプによって決まります。
• [Include all] (すべて含める) – ジョブの実行時に使用可能なすべてのマネージドデータ識別子を

使用します。
• [Include selected] (選択したものを含める) — [Selections] (選択) セクションにリスト化されて

いるマネージドデータ識別子のみを使用します。
• [Exclude selected] (選択されたものを除外する) — [Selections] (選択) セクションにリスト化さ

れたものを除き、ジョブの実行時に使用可能なすべてのマネージドデータ識別子を使用しま
す。

• [Exclude all] (すべて除外する) — マネージドデータ識別子を使用しません。

これらの設定を JSON 形式で確認するには、[Details] (詳細) を選択します。
[Tags (タグ)]

このセクションは、タグがジョブに関連付けられている場合、パネルに表示されます。それらの
タグが一覧表示されます。

タグは、AWS定義して特定の種類のリソースに割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグ
キーとオプションのタグ値で構成されています。タグを使用すると、目的、所有者、環境、その
他の条件など、さまざまな方法でリソースを識別、分類、管理することができます。詳細につい
ては、Amazon Macie リソースのタグ付け (p. 373) を参照してください。

4. ジョブの設定を JSON 形式で確認して保存するには、パネルの上部で、ジョブの一意の識別子 ([Job 
ID] (ジョブ ID)) を選択し、次に [Download] (ダウンロード) を選択します。

機密データ検出ジョブのステータスをチェックする
機密データ検出ジョブを作成すると、ジョブのタイプとスケジュールに応じて、最初のステータスが
[Active (Running)] (アクティブ (実行中)) または [Active (Idle)] (アクティブ (アイドル)) になります。次に、
ジョブは追加の状態をパススルーし、ジョブの進行に合わせてそれをモニタリングできます。

Tip

全体的なジョブのステータスのモニタリングに加え、ジョブの進行に伴って発生する特定のイベ
ントをモニタリングできます。これを行うには、Macie が自動的に Amazon Logs CloudWatch に
発行するログ記録データを使用します。これらのログのデータは、ジョブのステータスに対する
変更のレコードと、ジョブの実行中に発生したアカウントレベルまたはバケットレベルのエラー
に関する詳細を提供します。詳細については、「ジョブのモニタリング (p. 144)」を参照してく
ださい。
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ジョブのステータスを確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。
3. [Jobs] (ジョブ) ページで、ユーザーがチェックするステータスを持つジョブを見つけます。[Status] 

(ステータス) フィールドは、ジョブの現在のステータスを示します。

アクティブ (アイドル)

定期的なジョブでは、前の実行が完了し、次のスケジュールされた実行は保留中です。この値は 
1 回限りのジョブには適用されません。

アクティブ (実行中)

1 回限りのジョブでは、ジョブが現在進行中です。定期的なジョブでは、スケジュールされた実
行が進行中です。

キャンセルされました

どのタイプのジョブでも、ジョブは永久に停止されました (キャンセルされました)。

ジョブを明示的にキャンセルした場合、またはそれが 1 回限りのジョブであり、ジョブを一時停
止し、30 日以内に再開しなかった場合、ジョブはこのステータスになります。現在の [sensitive] 
(Macie を停止した (p. 384)) 場合も、AWS リージョンジョブはこのステータスになります。

[完了]

1 回限りのジョブでは、ジョブは正常に実行され、完了しています。この値は定期的なジョブに
は適用されません。代わりに、定期的なジョブのステータスは、各実行が正常に完了したときに
[Active (Idle)] (アクティブ (アイドル)) に変わります。

一時停止 (Macie 著)

どのタイプのジョブでも、ジョブは Macie によって一時的に停止 (一時停止) されました。

ジョブの完了またはジョブの実行が、アカウントの毎月の [sensitive data discovery quota] (機
密データ検出クォータ (p. 386)) を超える場合、ジョブはこのステータスになります。この場
合、Macie は、次の暦月が開始されるか、ユーザーがアカウントの毎月の [sensitive] (毎月の 
[sensitive] (アカウントの毎月の [sensitive quota] (アカウントの毎月の [sensitive quota] (アカウン
トの毎月の [sensitive quota] (アカウントの) がリセットされるまで、ジョブを自動的に一時停止
します。

組織の Macie 管理者で、メンバーアカウントのデータを分析するように設定している場合、ジョ
ブの完了またはジョブの実行が、メンバーアカウントの毎月の [sensitive data discovery quota] 
(機密データ検出クォータ) を超える場合、ジョブはこのステータスになります。

ジョブが実行中で、対象オブジェクトの分析がメンバーアカウントのこのクォータに達すると、
ジョブはアカウントが所有するオブジェクトの分析を停止します。ジョブがクォータを満たして
いない他のすべてのアカウントのオブジェクトの分析を終了すると、Macie は自動的にジョブを
一時停止します。1 回限りのジョブでは、次の暦月が始まるか、影響を受けたすべてのアカウン
トのクォータが増加したときに、自動的にジョブを再開します。定期的なジョブの場合、Macie 
は次の実行の開始が予定されているとき、または次の暦月の開始時のいずれか早いほうに、自動
的にジョブを再開します。スケジュールされた実行が翌月の開始前に開始された場合、または影
響を受けるアカウントのクォータが増加した場合、ジョブはそのアカウントが所有するオブジェ
クトを分析しません。

一時停止 (ユーザーによる)

どのタイプのジョブでも、ジョブはユーザーによって一時的に停止 (一時停止) されました。
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1 回限りのジョブを一時停止し、30 日以内に再開しないと、ジョブは期限切れになり、Macie は
それをキャンセルします。定期的なジョブがアクティブに実行されているときに一時停止し、30 
日以内に再開しないと、ジョブの実行は期限切れになり、Macie は実行をキャンセルします。一
時停止中のジョブまたはジョブ実行の有効期限を確認するには、テーブルでジョブの名前を選
択し、次に詳細パネルの [Status details] (ステータスの詳細) セクションの [Expires] (有効期限) 
フィールドを参照します。

ジョブがキャンセルまたは一時停止された場合、ジョブの詳細を参照して、ジョブの実行が開始されたか
どうか、または定期的なジョブでは、キャンセルまたは一時停止の前に少なくとも 1 回実行されたかを確
認できます。これを行うには、テーブルでジョブの名前を選択し、次に詳細パネルを参照します。パネル
の [Number of runs] (実行の数) フィールドは、ジョブが実行された回数を示します。[Last run time] (最終
ランタイム) フィールドは、ジョブの実行が開始された最新の日時を示します。

ジョブの現在のステータスに応じて、必要に応じてジョブを一時停止、再開、またはキャンセルできま
す。

機密データ検出ジョブの一時停止、再開、またはキャンセル
機密データ検出ジョブを作成した後、一時的に一時停止するか、永続的にキャンセルできます。アクティ
ブに実行されているジョブを一時停止すると、Macie はそのジョブのすべての処理タスクの一時停止を直
ちに開始します。アクティブに実行されているジョブをキャンセルすると、Macie はそのジョブのすべて
の処理タスクの停止を直ちに開始します。ジョブがキャンセルされた後は、ジョブを再開または再起動す
ることはできません。

1 回限りのジョブを一時停止した場合は、30 日以内にそれを再開できます。ジョブを再開すると、Macie 
はジョブを一時停止した時点から直ちに処理を再開します。Macie はジョブを最初から再開することは
ありません。1 回限りのジョブを一時停止してから 30 日以内に再開しないと、ジョブは期限切れにな
り、Macie はそれをキャンセルします。

定期的なジョブを一時停止した場合は、いつでもそれを再開できます。定期的なジョブを再開し、ジョブ
を一時停止したときにアイドル状態だった場合、Macie はジョブを作成したときに選択したスケジュール
およびその他の構成設定に従ってジョブを再開します。定期的なジョブを再開し、ジョブを一時停止した
ときにそれがアクティブに実行されていた場合、Macie がジョブを再開する方法はジョブを再開するタイ
ミングによって異なります。

• ジョブを一時停止してから 30 日以内に再開すると、Macie はジョブを一時停止した時点から最新のス
ケジュールされた実行を直ちに再開します。Macie は実行を最初から再開することはありません。

• ジョブを一時停止してから 30 日以内に再開しないと、最新のスケジュールされた実行が期限切れに
なり、Macie はその実行の残りの処理タスクをすべてキャンセルします。その後ジョブを再開する
と、Macie はジョブを作成したときに選択したスケジュールおよびその他の構成設定に従って、ジョブ
を再開します。

一時停止したジョブまたはジョブの実行がいつ期限切れになるかを判断しやすくするために、Macie は
ジョブの一時停止中にジョブの詳細に有効期限を追加します。この日付を確認するには、[Jobs] (ジョブ) 
ページのテーブルでジョブの名前を選択し、次に詳細パネルの [Status details] (ステータスの詳細) セク
ションの [Expires] (有効期限) フィールドを参照します。さらに、ジョブまたはジョブの実行の有効期限が
切れる約 7 日前に通知されます。ジョブまたはジョブの実行の有効期限が切れてキャンセルされると、再
度通知されます。通知するために、ユーザーの AWS アカウント に関連付けられているアドレスに E メー
ルが送信されます。AWS Healthイベントと Amazon CloudWatch Events もユーザーのアカウントのため
に作成されます。

ジョブを一時停止、再開、またはキャンセルするには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。
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3. [Jobs] (ジョブ) ページで、一時停止、再開、またはキャンセルするジョブのチェックボックスをオン
にし、[Actions] (アクション) メニューで以下のいずれかを実行します。

• ジョブを一時的に一時停止するには、[Pause] (一時停止) を選択します。このオプションは、ジョブ
の現在のステータスが [Active (Idle)] (アクティブ (アイドル))、 [Active (Running)] (アクティブ (実行
中))、または Paused (By Macie) (一時停止 (Macie により)) の場合にのみ使用できます。

• ジョブを再開するには、[Resume] (再開) を選択します。このオプションは、ジョブの現在のステー
タスが [Paused (By user)] (一時停止 (ユーザーにより)) の場合にのみ使用できます。

• ジョブを完全にキャンセルするには、[Cancel] (キャンセル) を選択します。このオプションを選択
すると、後でジョブを再開または再起動することはできません。

機密データ検出ジョブをコピーする
既存のジョブと類似している新しい機密データ検出ジョブをすばやく作成するには、ジョブのコピーを作
成し、コピーの設定を編集して、コピーを新しいジョブとして保存します。これは、既存のジョブのカス
タムバリエーションを作成する場合に役立ちます。あるいは、ジョブをキャンセルしてコピーし、次に新
しいジョブとして設定をコピー、変更、および保存することで既存のジョブの構成設定を調整します。

ジョブをコピーするには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択します。
3. コピーするジョブのチェックボックスをオンにします。
4. [Actions (アクション)] メニューで [Copy to new] (新規にコピー) を選択します。
5. コンソールのステップを完了して、ジョブのコピーの設定を確認および調整します。[Scope] (範囲) 

ページで、ジョブが同じ方法で既存のデータを再度分析するのを防ぐオプションを選択することを検
討してください。

• 1 回限りのジョブでは、[object criteria] (p. 134) (オブジェクト基準) を使用して、特定の時刻の後
に作成または変更されたオブジェクトのみを含めます。たとえば、キャンセルしたジョブのコピー
を作成する場合は、既存のジョブをキャンセルした日時を指定する [Last modified] (最終更新日時) 
条件を追加します。

• 定期的なジョブにでは、[Include existing objects] (既存のオブジェクトを含める) チェックボッ
クスをオフにします。これを行う場合、ジョブの最初の実行では、ジョブを作成した後でジョ
ブの最初の実行前に作成または変更されたオブジェクトのみが分析されます。また、[object 
criteria] (p. 134) (オブジェクト基準) を使用して、特定の日時より前に最後に変更されたオブジェ
クトを除外することもできます。

6. 終了したら、[Submit] (送信) を選択して、コピーを新しいジョブとして保存します。

機密データ検出ジョブのコストの予測とモニタリング
Amazon Macie の料金は、機密データ検出ジョブを実行して分析するデータの量に部分的に基づいていま
す。機密データ検出ジョブを実行する際の推定コストを予測およびモニタリングするには、ジョブの作成
時およびジョブの実行開始後に Macie が提供するコストの見積もりを確認できます。

実際のコストを確認およびモニタリングするには、を使用しますAWS Billing and Cost Management。 
AWS Billing and Cost Managementには、アカウントまたは組織のコストを追跡し、分析できるように設
計された機能が用意されておりAWS のサービス、アカウントまたは組織の予算を管理できます。また、履
歴データに基づいて使用コストを予測するのに役立つ機能も提供します。詳細については、「AWS Billing 
ユーザーガイド」を参照してください。

Macie の料金の詳細については、「Amazon Macie 料金表」を参照してください。

トピック
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• 機密データ検出ジョブのコスト予測 (p. 163)
• 機密データ検出ジョブの推定コストのモニタリング (p. 164)

機密データ検出ジョブのコスト予測
機密データ検出ジョブを作成すると、ジョブ作成プロセスの 2 つの主要なステップの間に、Amazon 
Macie は推定コストを計算して表示できます。それらのステップは、ジョブで選択した S3 バケットの
テーブルを確認するとき (ステップ 2) と、ジョブですべての設定を確認するとき (ステップ 8) です。これ
らの見積もりは、ジョブを保存する前にジョブの設定を調整するかどうかを判断するのに役立ちます。見
積りの可用性と性質は、ジョブに対して選択した設定によって異なります。

[Reviewing estimated costs for individual buckets (step 2)] (個別のバケットの推定コストの確認 (ステップ 
2

分析するジョブに対して個別のバケットを明示的に選択した場合、それらの各バケット内のオブジェ
クトを分析するための推定コストを確認できます。Macie は、バケットの選択を確認するときに、
ジョブ作成プロセスのステップ 2 の間にこれらの見積もりを表示します。このステップのテーブルの 
[Estimated cost] (推定コスト) フィールドは、バケット内のオブジェクトを分析するためにジョブを 1 
回実行した場合の合計推定コスト (米ドル単位) を示します。

各見積もりは、バケットに現在保存されているオブジェクトのサイズとタイプに基づいて、ジョブが
バケット内で分析する非圧縮データの予測量を反映します。見積もりには、現在のMacieAWS リー
ジョン の料金も反映されています。

バケットのコスト見積もりには、分類可能なオブジェクトのみが含まれます。[classifiable] (分類可
能オブジェクトは、サポートされている Amazon S3 ストレージクラスを使用し、サポートされてい
るファイルまたはストレージ形式のファイル名拡張子を持つ (p. 182) (p. 181) S3 オブジェクトで
す。分類可能なオブジェクトが圧縮ファイルまたはアーカイブファイルである場合、見積もりでは
ファイルが 3:1 の圧縮率を使用し、ジョブはすべての抽出されたファイルを分析できると仮定しま
す。

[Reviewing the total estimated cost of a job (step 8)] (ジョブの合計推定コストの確認 (ステップ 8)

1 回限りのジョブを作成する場合、または既存の S3 オブジェクトを含めるように定期的なジョブを作
成して設定した場合、Macie はジョブ作成プロセスの最終ステップの間にジョブの合計推定コストを
計算して表示します。この見積もりは、ジョブに対して選択したすべての設定を確認して検証する間
に確認できます。

この見積もりは、現在のリージョンでジョブを 1 回実行した場合の合計予測コスト (米ドル単位) を示
します。見積もりは、ジョブが分析する非圧縮データの予測量を反映します。これは、ジョブに対し
て明示的に選択したバケットに現在保存されているオブジェクトのサイズとタイプ、またはジョブの
設定に応じて、ジョブで指定したバケット基準に現在一致する最大 500 個のバケットに基づきます。

この見積もりには、ジョブの範囲を調整して縮小するために選択したオプション (より低いサンプリン
グ深度や、ジョブから特定の S3 オブジェクトを除外する条件など) は反映されていないことに注意し
てください。また、毎月の [sensitive data discovery quota] (p. 386) (機密データ検出クォータ) を反
映していません。これにより、ジョブの分析の範囲とコスト、またはアカウントに適用される可能性
のある割引が制限される場合があります。

ジョブの合計推定コストに加えて、見積もりは、ジョブの予測範囲とコストに関する洞察を提供する
集計データを提供します。
• [Size] (サイズ) 値は、ジョブで分析できるオブジェクトと分析できないオブジェクトの合計スト

レージサイズを示します。
• [Object count] (オブジェクトカウント) 値は、ジョブが分析できないオブジェクトの合計数を示しま

す。

これらの値では、[classifiable] (分類可能) オブジェクトは、サポートされている Amazon S3 スト
レージクラスを使用し、サポートされているファイルまたはストレージ形式のファイル名拡張子を持
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つ (p. 182) (p. 181) S3 オブジェクトです。コスト見積もりには、分類可能なオブジェクトのみが
含まれます。[Not classifiable] (分類可能ではない) オブジェクトは、サポートされているファイルまた
はストレージ形式のファイル名拡張子を持たないオブジェクトです。これらのオブジェクトは、コス
ト見積もりには含まれません。

この見積もりは、圧縮ファイルまたはアーカイブファイルである S3 オブジェクトの追加の集計デー
タを提供します。[Compressed] (圧縮) 値は、サポートされている Amazon S3 ストレージクラスを使
用して、サポートされているタイプの圧縮ファイルまたはアーカイブファイルのファイル名拡張子を
持つオブジェクトの合計ストレージサイズを示します。[Uncompressed] (非圧縮) 値は、指定された圧
縮率に基づいて、これらのオブジェクトが解凍された場合のおおよそのサイズを示します。Macie が
圧縮ファイルとアーカイブファイルを分析する方法のため、このデータは関連しています。

 Macie が圧縮ファイルまたはアーカイブファイルを分析すると、完全なファイルとファイルの内容の
両方が検査されます。ファイルの内容を検査するために、Macie はファイルを解凍し、次にサポート
されている形式を使用する各抽出ファイルを検査します。したがって、ジョブが分析する実際のデー
タの量は以下によって異なります。
• ファイルが圧縮を使用するかどうか、および該当する場合は、使用する圧縮率を使用するかどう

か。
• 抽出されたファイルの数、サイズ、および形式。

デフォルトでは、Macie はジョブのコスト見積りを計算するときに次のことを想定しています。
• すべての圧縮ファイルとアーカイブファイルは 3:1 の圧縮率を使用します。
• すべての抽出されたファイルは、サポートされているファイルまたはストレージ形式を使用しま

す。

これらの仮定により、ジョブが分析するデータの範囲のサイズ見積もりが大きくなり、その結果、
ジョブのコスト見積もりが大きくなります。

異なる圧縮率に基づいて、ジョブの合計推定コストを再計算できます。これを行うには、[Estimated 
cost] (推定コスト) セクションの [Choose an estimated compression ratio] (推定圧縮率を選択する) リ
ストから率を選択します。次に Macie は、選択に一致するように見積もりを更新します。

Macie が推定コストを計算する方法の詳細については、「推定使用コストの計算方法を理解す
る (p. 332)」を参照してください。

機密データ検出ジョブの推定コストのモニタリング
機密データ検出ジョブをすでに実行している場合、Amazon Macie コンソールの [Usage] (使用状況) ペー
ジは、これらのジョブの推定コストのモニタリングに役立ちます。このページには、AWS リージョン現在
の暦月の間に Macie を使用するための推定コスト (米ドル単位) が表示されています。Macie がこれらの見
積もりを計算する方法については、「推定使用コストの計算方法を理解する (p. 332)」を参照してくださ
い。

実行中のジョブの推定コストを確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上の AWS リージョン セレクターを使用して、推定コストを確認するリージョンを選択し

ます。
3. ナビゲーションペインで [Usage] (使用状況) を選択します。
4. [Estimated costs] (推定コスト) ページで、アカウントの推定コストの内訳を参照します。[Reviewing 

the total estimated cost] (機密データ検出ジョブ) 項目は、現在のリージョンでの当月の間のこれまで
に実行したジョブの合計推定コストをレポートします。

お客様が組織の Macie 管理者である場合、[Estimated costs] (推定コスト) セクションには、現在の
リージョンでの当月の組織全体の推定コストが表示されます。特定のアカウントで実行されたジョブ
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の合計推定コストを表示するには、テーブル内のアカウントを選択します。[Estimated costs] (推定コ
スト) セクションには、実行されたジョブの推定コストを含む、アカウントの推定コストの内訳が表
示されます。別のアカウントに関するこのデータを表示するには、テーブルでアカウントを選択しま
す。アカウントの選択を解除するには、パネルのアカウント ID の横にある [X] を選択します。

実際の費用を確認および監視するには、を使用してくださいAWS Billing and Cost Management。

Amazon Macie を用いた暗号化された S3 オブジェ
クトの分析

AWS アカウント でAmazon Macie を有効化すると、Macieは [service-linked role] (p. 359) (サービスに
リンクされたロール) を作成し、これにより、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) および他の 
AWS のサービス をユーザーに代わってコールするために必要なアクセス許可が Macie に付与されます。
サービスにリンクされたロールを使用すると、AWS のサービスサービスがユーザーに代わってアクショ
ンを完了させるの許可を手動で追加する必要がないため、設定プロセスが簡単になります。このタイプの
ロールの詳細については、AWS Identity and Access Management ユーザーガイドの「サービスにリンクさ
れたロールの使用」を参照してください。

Macie のサービスにリンクされたロールのアクセス許可ポリシーにより 
(AWSServiceRoleForAmazonMacie)、Macie が S3 バケットとオブジェクトに関する情報の取得および 
S3 バケット内のオブジェクトの取得と分析を含むアクションを実行することを許可します。お客様のアカ
ウントが組織の Macie 管理者アカウントである場合、ポリシーにより Macie が組織のメンバーアカウント
に対してこれらのアクションを実行することも許可します。

S3 オブジェクトが暗号化されている場合、Macie サービスにリンクされたロールのアクセス許可ポリシー
は通常、Macie はオブジェクトを復号化するために必要なアクセス許可を Macie に付与します。ただし、
これは使用された暗号化のタイプによって異なります。それは、Macie が適切な暗号化キーの使用を許可
されているかどうかによっても異なる可能性があります。

トピック
• S3 オブジェクトの暗号化オプション (p. 165)
• Amazon Macie のカスタマーマネージドの使用を許可するAWS KMS key (p. 167)

S3 オブジェクトの暗号化オプション
Amazon S3 は S3 オブジェクトの複数の暗号化オプションをサポートしています。これらのオプションの
ほとんどで、Amazon Macie はお客様のアカウントの Macie サービスにリンクされたロールを使用してオ
ブジェクトを復号化できます。ただし、これはオブジェクトの暗号化に使用された暗号化のタイプによっ
て異なります。

Amazon S3 マネージドキーを用いたサーバー側の暗号化 (SSE-S3)

Amazon S3 マネージドキーを用いたサーバー側の暗号化を使用してオブジェクトが暗号化されている
場合、Macie はオブジェクトを復号化できます。

このタイプの暗号化の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「Amazon 
S3 マネージド暗号化キーを用いたサーバー側の暗号化を使用したデータの保護」を参照してくださ
い。

AWS KMS keys (SSE-KMS) を用いたサーバー側の暗号化

AWSマネージドを用いたサーバー側の暗号化を使用してオブジェクトが暗号化されている場合AWS 
KMS key、Macie はオブジェクトを復号化できます。
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カスタマーマネージドを用いたサーバー側の暗号化を使用してオブジェクトが暗号化されている場合
AWS KMS key、Macie が KMS キーの使用を許可している場合のみ、Macie はオブジェクトを復号化
できます (p. 167)。これは、内部で完全に管理されている KMSAWS KMS キーと外部キーストア内
の KMS キーで暗号化されたオブジェクトに当てはまります。Macie が該当する KMS キーの使用を許
可されていない場合、Macie はオブジェクトのメタデータのみを保存およびレポートできます。

このタイプの暗号化の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「AWS 
Key Management Serviceサーバー側の暗号化を使用したデータの保護」を参照してください。

顧客提供のキーを用いたサーバー側の暗号化 (SSE-C)。

顧客提供のキーを用いたサーバー側の暗号化を使用してオブジェクトが暗号化されている場
合、Macie はオブジェクトを復号化することはできません。Macie はオブジェクトのメタデータのみ
を保存およびレポートできます。

このタイプの暗号化の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「顧客提
供のキーを用いたサーバー側の暗号化を使用したデータの使用」を参照してください。

クライアント側の暗号化

クライアント側の暗号化を使用してオブジェクトが暗号化されている場合、Macie はオブジェクトを
復号化することはできません。Macie はオブジェクトのメタデータのみを保存およびレポートできま
す。たとえば、Macie はオブジェクトに関連付けられているオブジェクトとタグのサイズをレポート
できます。

Amazon S3 のコンテキストでのこのタイプの暗号化の詳細については、Amazon Simple Storage 
Service ユーザーガイドの「クライアント側の暗号化を使用したデータの保護」を参照してください。

Macie でバケットインベントリをフィルタリング (p. 36)して、特定のタイプの暗号化を使用するオブジェ
クトが含まれている S3 バケットを判別できます。また、新しいオブジェクトを保存するときに、デフォ
ルトで特定のタイプのサーバー側の暗号化を使用するバケットを判別することもできます。次のテーブル
は、バケットインベントリに適用してこの情報を検索できるいくつかのフィルターの例を示します。

...のバケットを表示するには ...でこのフィルターを適用

SSE-C 暗号化を使用するオブジェクトを含む [Object count by encryption] (暗号化によるオブ
ジェクトカウント) は、[Customer managed] (カス
タマーマネージド) および [From] = [1]

SSE-KMS 暗号化を使用するオブジェクトを含む [Object count by encryption] (暗号化によるオブ
ジェクトカウント) は、[SSE-KMS managed]
(SSE-KMS マネージド) および [From] = [1]

SSE-S3 暗号化を使用するオブジェクトを含む [Object count by encryption] (暗号化によるオブ
ジェクトカウント) は、[SSE-S3 managed] (SSE-
S3 マネージド) および [From] = [1]

クライアント側の暗号化を使用するオブジェクト
を含む (または暗号化されていない)

[Object count by encryption] (暗号化によるオブ
ジェクトカウント) は、[No encryption] (暗号化な
し) および [From] = [1]

SSE-KMS 暗号化を使用してデフォルトで新しいオ
ブジェクトを暗号化する

[Default encryption] (デフォルトの暗号化) =
[aws:kms]

SSE-S3 暗号化を使用してデフォルトで新しいオブ
ジェクトを暗号化する

[Default encryption] (デフォルトの暗号化) =
[AES256]

バケットがデフォルトで SSE-KMS 暗号化を使用して新しいオブジェクトを暗号化するように設定され
ている場合は、どの AWS KMS key が使用されるかを判別することもできます。これを行うには、[S3 
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buckets] (S3 バケット) ページでテーブルのバケットを選択します。バケット詳細パネルで、[Server-side 
encryption] (サーバー側の暗号化) の下で、[KMS key] (KMS キー) フィールドを参照します。このフィール
ドには、Amazon リソースネーム (ARN) またはキーの一意の識別子 (キー ID) が表示されます。

Amazon Macie のカスタマーマネージドの使用を許可
するAWS KMS key
カスタマーマネージドAWS KMS key (SSE-KMS 暗号化) を使用してS3 オブジェクトが暗号化されている
場合、Amazon Macie が KMS キーの使用を許可されている場合のみ、Amazon Macie はオブジェクトを復
号化できます。このアクセスを提供する方法は、キーを所有するアカウントがオブジェクトを保存する S3 
バケットも所有しているかどうかによって異なります。

• 同じアカウントが KMS キーとバケットを所有している場合、アカウントのユーザーはキーのポリシー
を更新する必要があります。

• 1 つのアカウントが KMS キーを所有し、別のアカウントがバケットを所有している場合、キーを所有す
るアカウントのユーザーがキーへのクロスアカウントアクセスを許可する必要があります。

このトピックでは、これらのタスクの実行方法を説明し、両方のシナリオの例を示します。

カスタマーマネージドキーへの同じアカウントのアクセスを許可
する
同じアカウントが AWS KMS key とバケットの両方を所有している場合、アカウントのユーザーは KMS 
キーのポリシーにステートメントを追加する必要があります。追加のステートメントでは、アカウントの 
Macie サービスにリンクされたロールがキーを使用してデータを復号化することを許可する必要がありま
す。キーポリシーの更新の詳細な情報については、AWS Key Management Service 開発者ガイドの「キー
ポリシーの変更」を参照してください。

ステートメントでは:

• Principalこの要素は、KMS キーとバケットを所有するアカウントの Macie サービスにリンクされた
ロールの Amazon リソースネーム (ARN) を指定する必要があります。

アカウントが手動で有効化されたリージョン内にある場合AWS リージョン、ARN にはリー
ジョンの適切なリージョンコードを含める必要があります。たとえば、アカウントが、
リージョンコード me-south-1 が設定されている中東 (バーレーン) リージョン内にある場
合、Principal 要素は arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/macie.me-
south-1.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonMacie を指定する必要があります。ここ
で、[123456789012]は、アカウントのアカウント ID です。

• Action 配列は、kms:Decrypt アクションを指定する必要があります。これは、キーで暗号化された
オブジェクトを復号化するために Macie が実行することを許可される必要がある唯一の AWS KMS アク
ションです。

以下は、KMS キーのポリシーに追加するステートメントの例です。

{ 
    "Sid": "Allow the Macie service-linked role to use the key", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/aws-service-role/macie.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMacie" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:Decrypt" 
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    ], 
    "Resource": "*"
}

前の例では、以下のようになっています。

• AWSPrincipal要素のフィールドは、アカウントの Macie サービスにリンクされたロールのARNを指定
します (AWSServiceRoleForAmazonMacie)。これにより、Macie サービスにリンクされたロールが
ポリシーステートメントで指定されたアクションを実行することを許可します。[123456789012] は
アカウント ID の例です。この ID を、KMS キーとバケットを所有するアカウントのアカウント ID に置
き換えます。

• Action 配列は、Macie サービスにリンクされたロールが KMS キーを使用して実行することを許可され
たアクション (キーで暗号化された暗号文を復号化) を指定します。

このステートメントをキーポリシーのどこに追加するかは、ポリシーに現在含まれている構造と要素に
よって異なります。ステートメントをポリシーに追加するときに、構文が有効であることを確認します。
キーポリシーは JSON 形式を使用します。これは、ステートメントをポリシーのどこに追加するかに応じ
て、ステートメントの前後にカンマを追加する必要があることも意味します。

カスタマーマネージドキーへのクロスアカウントアクセスを許可
する
1 つのアカウントが AWS KMS key を所有([key owner] (キー所有者)) し、別のアカウントがバケットを所
有 ([bucket owner] (バケット所有者)) している場合、キー所有者は KMS キーへのクロスアカウントアクセ
スをバケット所有者に提供する必要があります。これを行うには、キー所有者はまず、キーのポリシーに
より、バケット所有者がキーの使用とキーの付与の作成の両方を行うことを許可することを確認します。
次に、バケット所有者はキーの付与を作成します。この付与は、関連するアクセス許可をバケット所有者
のアカウントの Macie サービスにリンクされたロールに委任します。

[grant] (付与) は、ポリシーツールであり、付与によって指定された条件が満たされている場合、AWS プ
リンシパルに暗号化オペレーションで (KMS キー) の使用を許可します。助成金について詳しくは、AWS 
KMSAWS Key Management Service開発者ガイドの「助成」を参照してください。

キーポリシーでは、キー所有者は、ポリシーに 2 つのステートメントが含まれていることを確認する必
要があります。最初のステートメントは、バケット所有者がキーを使用してデータを復号することを許
可します。2 番目のステートメントは、バケット所有者がバケット所有者のアカウントの Macie サービ
スにリンクされたロールの付与を作成することを許可します。キーポリシーの更新の詳細な情報について
は、AWS Key Management Service 開発者ガイドの「キーポリシーの変更」を参照してください。

最初のステートメントでは、Principal 要素は、バケット所有者のアカウントの ARN を指定する必要
があります。Action 配列は、kms:Decrypt アクションを指定する必要があります。これは、キーで暗
号化されたオブジェクトを復号化するために Macie が実行することを許可される必要がある唯一の AWS 
KMS アクションです。

以下は、KMS キーのポリシーのこのステートメントの例です。

{ 
    "Sid": "Allow account 111122223333 to use the key", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:Decrypt" 
    ], 
    "Resource": "*"
}
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前の例では、以下のようになっています。

• Principal 要素の AWS フィールドは、バケット所有者のアカウントの ARN を指定します 
([111122223333])。これにより、バケット所有者がポリシーステートメントで指定されたアクション
を実行することを許可します。[111122223333] はアカウント ID の例です。この ID をバケット所有
者のアカウントのアカウント ID に置き換えます。

• Action 配列は、バケット所有者が KMS キーを使用して実行することを許可されたアクション (キーで
暗号化された暗号文を復号化) を指定します。

キーポリシーの 2 番目のステートメントは、バケット所有者が自分のアカウントの Macie サービスにリン
クされたロールの付与を作成することを許可します。このステートメントでは、Principal 要素は、バ
ケットの所有者のアカウントの ARN を指定する必要があります。Action 配列は、kms:CreateGrant
アクションを指定する必要があります。Condition 要素は、ステートメントで指定された
kms:CreateGrant アクションへのアクセスをフィルタリングできます。

以下は、KMS キーのポリシーのこのステートメントの例です。

{ 
    "Sid": "Allow account 111122223333 to create a grant", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:CreateGrant" 
    ], 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "kms:GranteePrincipal": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/
macie.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonMacie" 
        } 
    }
}

前の例では、以下のようになっています。

• Principal 要素の AWS フィールドは、バケット所有者のアカウントの ARN を指定します 
([111122223333])。これにより、バケット所有者がポリシーステートメントで指定されたアクション
を実行することを許可します。[111122223333] はアカウント ID の例です。この ID をバケット所有
者のアカウントのアカウント ID に置き換えます。

• Action 配列は、バケット所有者が KMS キーを使用して実行することを許可されたアクションを指定し
ます (キーの付与を作成)。

• Condition 要素は、StringEquals [condition operator] (条件演算子) と kms:GranteePrincipal
[condition key] (条件キー) を使用して、ポリシーステートメントで指定されたアクションへのアクセス
をフィルタリングします。この場合、バケット所有者は指定された GranteePrincipal に対してのみ
付与を作成できます。これは、バケット所有者のアカウントの Macie サービスにリンクされたロールの 
ARN です。そのARNでは、[111122223333] はアカウント ID の例です。この ID をバケット所有者の
アカウントのアカウント ID に置き換えます。

バケット所有者のアカウントが手動で有効化された AWS リージョン 内にある場合、Macie サービ
スにリンクされたロールの ARN に適切なリージョンコードも含めます。たとえば、アカウントが、
リージョンコード me-south-1 が設定されている中東 (バーレーン) リージョンにある場合は、ARN で
macie.amazonaws.com を macie.me-south-1.amazonaws.com と置き換えます。

キー所有者がこれらのステートメントをキーポリシーのどこに追加するかは、ポリシーに現在含まれてい
る構造と要素によって異なります。キー所有者がステートメントを追加するときは、構文が有効であるこ
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とを確認する必要があります。キーポリシーは JSON 形式を使用します。これは、ステートメントをポリ
シーのどこに追加するかに応じて、キー所有者はステートメントの前後にカンマを追加する必要があるこ
とも意味します。

キー所有者が必要に応じてキーポリシーを更新した後、バケット所有者はキーの付与を作成する必要があ
ります。この付与は、関連するアクセス許可を (バケット所有者の) アカウントの Macie サービスにリン
クされたロールに委任します。バケット所有者が付与を作成する前に、バケット所有者はアカウントの
kms:CreateGrant アクションの実施が許可されていることを確認する必要があります。このアクション
により、バケット所有者が既存のカスタマーマネージド KMS キーに付与を追加することを許可します。

付与を作成するには、バケット所有者は CreateGrantAWS Key Management ServiceAPIのオペレーション
を使用できます。バケット所有者が付与を作成するときに、必要なパラメータに次の値を指定する必要が
あります。

• GranteePrincipal— アカウントの Macie サービスにリンクされたロール 
(AWSServiceRoleForAmazonMacie) の ARN。この値は arn:aws:iam::111122223333:role/
aws-service-role/macie.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonMacie である必要があ
ります。ここで、[111122223333] は、バケット所有者のアカウントのアカウント ID です。

アカウントが手動で有効化されたリージョン内にある場合、ARN には適切なリージョンコードを含める
必要があります。たとえば、アカウントが、リージョンコード me-south-1 が設定されている中東 (バー
レーン) リージョン内にある場合、ARN は arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-
role/macie.me-south-1.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonMacie である必要があ
ります。ここで、[111122223333] は、バケット所有者のアカウント ID です。

• KeyId— KMS キーの ARN。KMS キーへのクロスアカウントアクセスでは、この値は ARN である必要
があります。キー ID にすることはできません。

• [Operations] (オペレーション) — AWS KMS 復号アクション (Decrypt)。これは、KMS キーで暗号化さ
れたオブジェクトを復号化するために Macie が実行することを許可される必要がある唯一の AWS KMS 
アクションです。

次の例では、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して、カスタマーマネージド KMS キーの付
与を作成する方法を示しています。この例では、AWS Key Management Service APIの create-grant コマ
ンドを使用します。この例は Microsoft Windows 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させる
ためにキャレット (^) の行連結文字を使用します。

C:\> aws kms create-grant ^
--key-id arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab ^
--grantee-principal arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/macie.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMacie ^
--operations "Decrypt"

実行する条件は以下のとおりです。

• key-id は、付与を適用する KMS キーの ARN を指定します。
• grantee-principal は、付与によって指定されたオペレーションの実行を許可されたアカウントの 

Macie サービスにリンクされたロールの ARN を指定します。この値は、キーポリシーの 2 番目のス
テートメントの kms:GranteePrincipal 条件によって指定された ARN と一致する必要があります。

• operations は、付与が、指定されたプリンシパルが実行を許可するオペレーション (キーで暗号化さ
れた暗号文の復号化) を指定します。

コマンドが正常に実行された場合、AWS KMS は次のような出力に応答します。

{ 
    "GrantToken": "<grant token>", 
    "GrantId": "1a2b3c4d2f5e69f440bae30eaec9570bb1fb7358824f9ddfa1aa5a0dab1a59b2"
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}

ここで、GrantToken は、作成された付与を表す、一意で、非シークレットで、可変長の base64 でエン
コードされた文字列であり、GrantIdは、付与の一意の識別子です。

Amazon Macie での機密データ検出結果の保存と保
持

機密データ検出ジョブを実行するか、Amazon Macie が機密データの自動検出を実行すると、Macie は
分析の範囲に含まれる Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) オブジェクトごとに分析レコード
を作成します。これらの記録は機密データ検出結果と呼ばれ、Macie が個々の S3 オブジェクトに対して
行った分析の詳細を記録します。このレコードには、Macie が機密データを検出しないため調査結果を
生成しないオブジェクト、およびエラーや問題のために Macie が分析できないオブジェクトが含まれま
す。Macie がオブジェクト内の機密データを検出した場合、レコードには対応する調査結果のデータが含
まれており、レコードには追加情報が含まれます。機密データの検出結果により、データのプライバシー
と保護の監査や調査に役立つ分析レコードが提供されます。

Macie は機密データの検出結果を 90 日間だけ保存します。結果にアクセスし、それらの長期保存と保持
を有効化するには、結果を S3 バケットに保存するように Macie を設定します。AWS Key Management 
ServiceAWS KMSバケットは、機密データの検出結果のすべての最終的で長期的なリポジトリとして機能
します。次に、オプションで、そのリポジトリ内の結果にアクセスしてクエリを実行できます。

このトピックでは、AWS Management Consoleを使用して機密データの検出結果のリポジトリを設定
するプロセスについて説明します。設定は、結果を暗号化するAWS KMS keyと、結果を保存する S3 バ
ケット、および使用するキーとバケットを示す Macie 設定です。Macie 設定をプログラムで設定する場合
は、Amazon Macie API PutClassificationExportConfigurationのオペレーションを使用できます。

Macie で設定を構成すると、選択は現在の AWS リージョン にのみ適用されます。お客様が組織の Macie 
管理者である場合、選択はお客様のアカウントにのみ適用されます。選択は、関連付けられたメンバーア
カウントには適用されません。

複数のリージョンで Macie を使用する場合は、Macie を使用するリージョンごとにリポジトリを設定し
ます。すべてのリージョンの機密データ検出結果を同じ S3 バケットに保存するには、Macie を使用する
リージョンごとにそのバケットを指定します。

タスク
• 概要 (p. 171)
• ステップ 1: アクセス許可を確認する (p. 172)
• ステップ 2: の設定AWS KMS key (p. 173)
• ステップ 3: S3 バケットを選択する (p. 176)

概要
Amazon Macie は、ユーザーが機密データ検出ジョブを実行するとき、または Macie がお客様のアカウ
ントまたは組織の機密データ検出を自動的に実行するときに、分析または分析を試みる Amazon S3 オブ
ジェクトごとに機密データ検出結果を自動的に作成します。これには、以下のものが含まれます：

• Macie が機密データを検出した結果、機密データの検出結果も生成されるオブジェクト。
• Macie が機密データを検出しないため、機密データの検出結果を生成しないオブジェクト。
• アクセス許可設定やサポートされていないファイルまたは保存形式の使用などのエラーや問題のために 

Macie が分析できないオブジェクト。
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Macie が S3 オブジェクトで機密データを検出した場合、機密データの検出結果には、対応する機密デー
タの調査結果のデータが含まれます。また、Macie がオブジェクト内で検出した機密データのタイプごと
に最大 1,000 個までの出現の場所などの追加情報も提供します。例:

• Microsoft Excel ワークブック、CSV ファイル、または TSV ファイル内のセルまたはフィールドの列番
号と行番号

• JSON または JSON Lines ファイル内のフィールドまたは配列へのパス
• CSV、JSON、JSON Lines、または TSV ファイル以外の非バイナリテキストファイル 

(HTML、TXT、XML ファイルなど) 内の行の行番号
• Adobe Portable Document Format (PDF) ファイル内のページのページ番号
• Apache Avro オブジェクトコンテナまたは Apache Parquet ファイル内のレコードのレコードインデッ

クスとフィールドへのパス

対象の S3 オブジェクトが .tar ファイルや .zip ファイルなどのアーカイブファイルの場合、機密データの
検出結果では、Macie がアーカイブから抽出する個別のファイル内の機密データの出現に関する詳細な
場所データも提供されます。Macie は、アーカイブファイルの機密データの調査結果にこの情報を含め
ません。位置データを報告する場合、機密データの検出結果は標準化された JSON スキーマを使用しま
す (p. 245)。

機密データの検出結果には、Macie が検出した機密データは含まれません。代わりに、監査や調査に役立
つ分析レコードが提供されます。

Macie は機密データの検出結果を 90 日間保存します。Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie 
API からそれらに直接アクセスすることはできません。代わりに、このトピックの手順に従って、指定し
た値で結果を暗号化し、同じく指定した S3 バケットに結果を保存するように Macie を設定してくださ
い。AWS KMS key次に Macie は JSON Lines (.jsonl) ファイルに結果を書き込み、それらのファイルを暗
号化して GNU Zip (.gz) ファイルとしてバケットに追加します。次に、オプションで、そのバケット内の
結果にアクセスしてクエリを実行できます。また、この設定により、結果の長期保存と保持も保証されま
す。

Tip

機密データ検出結果をクエリして使用し、潜在的なデータセキュリティリスクを分析および報告
する方法の詳細な説明例については、セキュリティブログの「Amazon Athena と Amazon で機密
データ検出結果をクエリして視覚化する方法」と「Amazon」 QuickSight ブログ投稿を参照して
ください。AWS
機密データの検出結果の分析に使用できる Amazon Athena クエリのサンプルについては、の
Amazon Macie 結果分析リポジトリを参照してください GitHub。このリポジトリでは、結果を取
得および復号化するように Athena を設定する手順と、結果のテーブルを作成するためのスクリ
プトも提供します。

ステップ 1: アクセス許可を確認する
機密データの検出結果のリポジトリを設定する前に、結果の暗号化と保存に必要なアクセス許可があるこ
とを確認します。権限を確認するには、AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して IAM ID 
に添付されている IAM ポリシーを確認してください。次に、それらのポリシー内の情報を、リポジトリを
設定するために実行が許可される必要がある次のアクションのリストと比較します。

Amazon Macie

Macie の場合、次のアクションの実行が許可されていることを確認します。

macie2:PutClassificationExportConfiguration

このアクションにより、Macie のリポジトリ設定の追加または変更が許可されます。
[Amazon S3]

Amazon S3 の場合、次のアクションの実行が許可されていることを確認します。
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• s3:CreateBucket
• s3:GetBucketLocation
• s3:ListAllMyBuckets
• s3:PutBucketAcl
• s3:PutBucketPolicy
• s3:PutBucketPublicAccessBlock
• s3:PutObject

これらのアクションにより、リポジトリとして機能できる S3 バケットへのアクセスと設定が許可さ
れます。

AWS KMS

Amazon Macie コンソールを使用してリポジトリ設定を追加または変更するには、AWS KMS次のアク
ションの実行が許可されていることも確認します。
• kms:DescribeKey
• kms:ListAliases

これらのアクションにより、AWS KMS keysアカウントのに関する情報を取得して表示することが許
可されます。次に、これらのキーのいずれかを選択して、機密データの検出結果を暗号化できます。

新しい AWS KMS key を作成してデータを暗号化することを計画している場合、次のアク
ションの実行も許可される必要があります: kms:CreateKey、kms:GetKeyPolicy、および
kms:PutKeyPolicy。

必要なアクションの実行が許可されていない場合は、次のステップに進む前に、AWS管理者にサポートを
依頼してください。

ステップ 2: の設定AWS KMS key
アクセス許可を確認した後、MacieAWS KMS key が機密データの検出結果の暗号化に使用するアクセス許
可を決定します。キーは、結果を保存する S3AWS リージョン バケットと同じにある、カスタマーマネー
ジドの、対称暗号の KMS キーである必要があります。

キーは、AWS KMS key自分のアカウントの既存のものでも、AWS KMS key別のアカウントが所有してい
る既存のものでもかまいません。新しい KMS キーを使用する場合は、先に進む前にキーを作成します。
別のアカウントが所有する既存のキーを使用する場合、キーの Amazon リソースネーム (ARN) を取得しま
す。Macie でリポジトリ設定を構成するときに、この ARN を入力する必要があります。KMS キーの設定
の作成と確認については、『AWS Key Management Service開発者ガイド』の「キーの管理」を参照して
ください。

Note

AWS KMS keyキーは外部キーストアにある場合があります。ただし、その場合、キーは完全に内
部で管理されているキーよりも遅く、信頼性が低下する可能性がありますAWS KMS。機密デー
タの検出結果を S3 バケットキーとして使用するように設定された S3 バケットに保存すること
で、このリスクを軽減できます。これにより、AWS KMS機密データ検出結果を暗号化するため
に必要となるリクエストの数が減ります。
外部キーストアでの KMS キーの使用については、『AWS Key Management Service開発者ガ
イド』の「外部キーストア」を参照してください。S3 バケットキーキー使用の詳細について
は、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの、Amazon S3 バケットキーを使用した 
SSE-KMS のコストの削減を参照してください。

Macie に使用する KMS キーを決定した後、Macie にそのキーを使用するアクセス許可を付与します。そ
うしないと、Macie はリポジトリで結果を暗号化したり保存したりすることができなくなります。Macie 
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にキーを使用するアクセス許可を付与するには、キーのキーポリシーを更新します。キーポリシーと 
KMS キーへのアクセス管理の詳細については、AWS Key Management Service開発者ガイドの「キーポリ
シー」を参照してください。AWS KMS

[編集] をクリックし、キーポリシーを更新するには

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. 機密データの検出結果の暗号化に使用するキーを選択します。
4. [Access policy] (アクセスポリシー) タブで [Edit] (編集) を選択します。
5. 次のステートメントをクリップボードにコピーし、次にそれをポリシーに追加します。

{ 
    "Sid": "Allow Macie to use the key", 
    "Effect": "Allow", 
    "Principal": { 
        "Service": "macie.amazonaws.com" 
    }, 
    "Action": [ 
        "kms:GenerateDataKey", 
        "kms:Encrypt" 
    ], 
    "Resource": "*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:SourceAccount": "111122223333" 
         }, 
         "ArnLike": { 
             "aws:SourceArn": [ 
                 "arn:aws:macie2:Region:111122223333:export-configuration:*", 
                 "arn:aws:macie2:Region:111122223333:classification-job/*" 
             ] 
         } 
    }
}

ステートメントを追加するときは、構文が有効であることを確認します。ポリシーは JSON 形式を使
用します。またこれは、ステートメントをポリシーに追加する場所に応じて、ステートメントの前後
にカンマを追加する必要があることを意味します。ステートメントを最後のステートメントとして追
加する場合は、前のステートメントの中括弧の後にカンマを追加します。最初のステートメントとし
て追加するか、既存の 2 つのステートメントの間に追加する場合は、中括弧の後にカンマを追加しま
す。

6. ステートメントを環境に対して正しい値で更新します。

• Condition フィールドで、プレースホルダーの値を置き換えます。ここで、
• [111122223333] は、お客様の AWS アカウント のアカウント ID です。
• [Region] (リージョン) は、お客様が Macie を使用していて、Macie のキーの使用を許可する 

AWS リージョン です。

複数のリージョンで Macie を使用していて、追加のリージョンでの Macie のキーの使用を許可す
る場合は、追加のリージョンごとに aws:SourceArn 条件を追加します。例:

"aws:SourceArn": [ 
    "arn:aws:macie2:us-east-1:111122223333:export-configuration:*", 
    "arn:aws:macie2:us-east-1:111122223333:classification-job/*", 
    "arn:aws:macie2:us-west-2:111122223333:export-configuration:*", 
    "arn:aws:macie2:us-west-2:111122223333:classification-job/*"
]
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代わりに、all (すべての) リージョンで Macie のキーの使用を許可することもできます。これを行
うには、プレースホルダーの値をワイルドカード文字 (*) に置き換えます。例:

"aws:SourceArn": [ 
    "arn:aws:macie2:*:111122223333:export-configuration:*", 
    "arn:aws:macie2:*:111122223333:classification-job/*"
]

• 手動で有効化した AWS リージョン で Macie を使用している場合は、適切なリージョンコードを
Service フィールドの値に追加します。たとえば、リージョンコード me-south-1 が設定されて
いる中東 (バーレーン) リージョンで Macie を使用している場合は、macie.amazonaws.com を
macie.me-south-1.amazonaws.com と置き換えます。

Condition フィールドでは、2 つの IAM グローバル条件キーを使用することに注意してくださ
い。。

• [aws]SourceAccount — この条件により、Macie がお客様のアカウントに対してのみ指定されたアク
ションを実行することを許可します。具体的には、aws:SourceArn 条件で指定されたリソースお
よびアクションに対して、指定されたアクションを実行できるアカウントを決定します。

Macie が追加のアカウントに対して指定されたアクションを実行することを許可するには、追加の
各アカウントのアカウント ID をこの条件に追加します。例:

"aws:SourceAccount": [111122223333,444455556666]

• [aws:]SourceArn — この条件により、他のAWS のサービスが指定されたアクションを実行するの
を防ぎます。また、Macie がお客様のアカウントで他のアクションを実行中にキーを使用するのを
防ぐこともできます。言い換えると、それにより、オブジェクトが機密データの検出結果である場
合のみ、またその結果が条件で指定されたリージョンで、アカウントによって作成された機密デー
タ検出ジョブのものである場合のみ、Macie が S3 オブジェクトをキーで暗号化するのを許可しま
す。

Macie が追加のアカウントで指定したアクションを実行することを許可するには、追加のアカウン
トごとに ARN をこの条件に追加します。例:

"aws:SourceArn": [ 
    "arn:aws:macie2:us-east-1:111122223333:export-configuration:*", 
    "arn:aws:macie2:us-east-1:111122223333:classification-job/*", 
    "arn:aws:macie2:us-east-1:444455556666:export-configuration:*", 
    "arn:aws:macie2:us-east-1:444455556666:classification-job/*"
]

aws:SourceAccount と aws:SourceArn の条件によって指定されたアカウントは、一致する必
要があります。

これらの条件は、Macieが AWS KMS とのトランザクション中に [confused deputy] (混乱した代理) と
して使用されるのを防ぐのに役立ちます。お勧めしませんが、ステートメントからこれらの条件を削
除できます。

7. ステートメントの追加と更新が完了したら、[Save changes] (変更を保存する) を選択します。
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ステップ 3: S3 バケットを選択する
アクセス許可を確認しAWS KMS key、設定と保持を有効化するには、機密データの検出結果のリポジトリ
として使用する S3 バケットを S3 バケットに保存するように S3 バケットを指定するように S3 バケット
を指定する準備が整いました。これには 2 つのオプションがあります。

• [Use a new S3 bucket that Macie creates] (Macie が作成した新しい S3 バケットを使用する) — このオ
プションを選択すると、Macie は検出結果の新しい S3 バケットを自動的に作成します。また、Macie 
はバケットにバケットポリシーを適用します。このポリシーでは、Macie がバケットにオブジェクト
を追加することを許可します。このポリシーを確認するには、バケットの名前を入力した後、Amazon 
Macie コンソールの [View policy] (ポリシーを表示する) を選択します。

• [Use an existing S3 bucket that you create] (作成した既存の S3 バケットを使用する) — 特定の S3 バ
ケットに検出結果を保存する場合は、続行する前にバケットを作成します。次にバケットの設定を確
認し、バケットのポリシーを更新して、Macie がバケットにオブジェクトを追加できることを確認しま
す。このトピックでは、チェックする設定はどれか、およびポリシーの更新方法について説明します。
また、ポリシーに追加するステートメントの例も示します。

次のセクションでは、各オプションの手順を説明します。目的のオプションのセクションを選択します。

Macie が作成した新しい S3 バケットを使用します。

Macie が作成した新しい S3 バケットを使用する場合は、プロセスの最後のステップは、Macie でリポジ
トリ設定を構成することです。

Macie でリポジトリ設定を構成するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Settings] (設定) の下で、[Discovery results] (検出結果) を選択します。
3. [Repository for sensitive data discovery results] (機密データの検出結果のリポジトリ) の下で、[Create 

bucket] (バケットを作成する) を選択します。
4. [Create a bucket] (バケットを作成する) ボックスで、バケットの名前を入力します。

名前はすべての S3 バケットで一意である必要があります。また、名前は、小文字、数字、ドット 
(.)、およびハイフン (-) のみで構成できます。追加の命名要件については、Amazon Simple Storage 
Service ユーザーガイドの「バケットの名前付けルール」を参照してください。

5. [Advanced (詳細)] セクションを展開します。
6. (オプション) バケット内の場所へのパスに使用するプレフィックスを指定するには、[データ検出結果

のプレフィクス] ボックスにプレフィクスの入力を行います。

値を入力すると、Macie はボックスの下の例を更新して、検出結果を保存するバケットの場所へのパ
スを表示します。

7. [すべてのパブリックアクセスをブロック] で [はい] を選択し、バケットのすべてのパブリックアクセ
スをブロックする設定を有効にします。

これらの設定の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「Amazon S3 ス
トレージへのパブリックアクセスのブロック」を参照してください。

8. [暗号化設定]AWS KMS key に表示される中から、結果の暗号化に使用するを指定します。

• 自分のアカウントのキーを使用するには、[アカウントからキーを選択] を選択します。次に、AWS 
KMS keyリストから、使用するキーを選択します。リストには、アカウントの顧客管理の対称暗号
化 KMS キーが表示されます。

• 別のアカウントが所有しているキーを使用するには、[別のアカウントのキー
の ARN を入力] を選択します。次に [AWS KMS keyARN] ボックスに、使用す
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るキーの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します (例:)arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab。

9. 設定の入力が完了したら、[Save] (保存) を選択します。

Macie は設定をテストして、それらが正しいことを確認します。正しくない設定がある場合、Macie 
は問題への対処に役立つエラーメッセージを表示します。

リポジトリ設定を保存した後、Macie は過去 90 日間の既存の検出結果をリポジトリに追加します。ま
た、Macie は、新しい検出結果をリポジトリに追加し始めます。

作成した既存の S3 バケットを使用します。

機密データの検出結果を、作成した特定の S3 バケットに保存する場合は、Macie でリポジトリ設定を構
成する前に、バケットを作成して設定します。バケットのオブジェクトロックを有効にする場合は、その
機能のデフォルトの保持設定を無効にしてください。そうしないと、Macie は検出結果をバケットに追加
できません。詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「S3 オブジェクトロッ
クの使用」を参照してください。

バケットを作成した後、Macie がバケットに関する情報を取得し、バケットにオブジェクトを追加できる
ようにバケットのポリシーを更新します。次に、Macie でリポジトリ設定を構成できます。

バケットのバケットポリシーを更新するには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. 検出結果を保存するバケットを選択します。
3. [Permissions] (アクセス許可) タブを選択します。
4. [Bucket policy] (バケットポリシー) セクションで、[Edit] (編集) を選択します。
5. 次のポリシー例をクリップボードにコピーします。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "Allow Macie to use the GetBucketLocation operation", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "macie.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:GetBucketLocation", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "111122223333" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "aws:SourceArn": [ 
                        "arn:aws:macie2:Region:111122223333:export-configuration:*", 
                        "arn:aws:macie2:Region:111122223333:classification-job/*" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "Allow Macie to add objects to the bucket", 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service": "macie.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:PutObject", 
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            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/[optional prefix/]*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "111122223333" 
                }, 
                "ArnLike": { 
                    "aws:SourceArn": [ 
                        "arn:aws:macie2:Region:111122223333:export-configuration:*", 
                        "arn:aws:macie2:Region:111122223333:classification-job/*" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "Deny unencrypted object uploads. This is optional", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": { 
                "Service": "macie.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/[optional prefix/]*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "Deny incorrect encryption headers. This is optional", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": { 
                "Service": "macie.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:PutObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/[optional prefix/]*", 
            "Condition": { 
                "StringNotEquals": { 
                    "s3:x-amz-server-side-encryption-aws-kms-key-id": 
 "arn:aws:kms:Region:111122223333:key/KMSKeyId" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "Deny non-HTTPS access", 
            "Effect": "Deny", 
            "Principal": "*", 
            "Action": "s3:*", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::myBucketName/*", 
            "Condition": { 
                "Bool": { 
                    "aws:SecureTransport": "false" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

6. ポリシー例をAmazon S3 コンソールの [Bucket policy] (バケットポリシー) エディタに貼り付けます。
7. サンプルポリシーを環境に対して正しい値で更新します。

• 不正な暗号化ヘッダーを拒否するオプションのステートメントでは、以下を行います。
• myBucketNameバケットの名前に置き換えてください。
• StringNotEqualsこの条件で、指定されたフィールドのプレースホルダー値を、検出結果の暗

号化に使用するのAWS KMS key Amazon リソースネーム (ARN) に置き換えます。
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• 他のすべてのステートメントでは、プレースホルダーの値を置き換えます。ここで、
• myBucketNameはバケットの名前です。
• [Region] (リージョン) は、お客様が Macie を使用していて、Macie が検出結果をバケットに追

加することを許可する AWS リージョン です。

複数のリージョンで Macie を使用していて、追加のリージョンで Macie が結果をバケットに追加
することを許可する場合は、追加のリージョンごとに aws:SourceArn 条件を追加します。例:

"aws:SourceArn": [ 
    "arn:aws:macie2:us-east-1:111122223333:export-configuration:*", 
    "arn:aws:macie2:us-east-1:111122223333:classification-job/*", 
    "arn:aws:macie2:us-west-2:111122223333:export-configuration:*", 
    "arn:aws:macie2:us-west-2:111122223333:classification-job/*"
]

代わりに、all (すべての) リージョンで Macie が結果をバケットに追加することを許可することも
できます。これを行うには、プレースホルダーの値をワイルドカード文字 (*) に置き換えます。
例:

"aws:SourceArn": [ 
    "arn:aws:macie2:*:111122223333:export-configuration:*", 
    "arn:aws:macie2:*:111122223333:classification-job/*"
]

• [111122223333] は、お客様の AWS アカウント のアカウント ID です。
• 手動で有効化した AWS リージョン で Macie を使用している場合は、Macie サービスプリンシパ

ルを指定するステートメントごとに、適切なリージョンコードを Service フィールドの値に追加
します。たとえば、リージョンコード me-south-1 が設定されている中東 (バーレーン) リージョン
で Macie を使用している場合は、該当するステートメントごとに、macie.amazonaws.com を
macie.me-south-1.amazonaws.com と置き換えます。

ポリシー例には、オブジェクトをバケット (PutObject) に追加するために、バケットがあるリー
ジョン (GetBucketLocation) を Macie が判断することを許可するステートメントが含まれている
ことに注意してください。これらのステートメントは、2 つの IAM グローバル条件キーを使用する条
件を定義します。

• [aws]SourceAccount — この条件により、Macie がアカウントに対してのみ機密データの検出結果を
バケットに追加することを許可します。これにより、Macie が他のアカウントの検出結果をバケッ
トに追加するのを防ぎます。具体的には、条件は、aws:SourceArn 条件で指定されたリソースお
よびアクションに対して、バケットを使用できるアカウントを指定します。

バケット内の追加アカウントの結果を保存するには、追加のアカウントごとにアカウント ID をこの
条件に追加します。例:

"aws:SourceAccount": [111122223333,444455556666]

• [aws:]SourceArn — この条件により、バケットに追加されているオブジェクトのソースに基づい
て、バケットへのアクセスを制限します。それにより、他の AWS のサービス がオブジェクトを
バケットに追加することを防ぎます。また、Macie がお客様のアカウントで他のアクションを実行
中にオブジェクトをバケットに追加するのを防ぐこともできます 具体的には、その条件により、
オブジェクトが機密データの検出結果である場合のみ、またその結果が条件で指定されたリージョ
ンで、アカウントによって作成された機密データ検出ジョブのものである場合のみ、Macie がオブ
ジェクトをバケットに追加するのを許可します。

Macie が追加のアカウントで指定したアクションを実行することを許可するには、追加のアカウン
トごとに ARN をこの条件に追加します。例:
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"aws:SourceArn": [ 
    "arn:aws:macie2:us-east-1:111122223333:export-configuration:*", 
    "arn:aws:macie2:us-east-1:111122223333:classification-job/*", 
    "arn:aws:macie2:us-east-1:444455556666:export-configuration:*", 
    "arn:aws:macie2:us-east-1:444455556666:classification-job/*"
]

aws:SourceAccount と aws:SourceArn の条件によって指定されたアカウントは、一致する必
要があります。

どちらの条件も、Macie が Amazon S3 とのトランザクション中に [confused deputy] (混乱した代理) 
として使用されるのを防ぐのに役立ちます。お勧めしませんが、バケットポリシーからこれらの条件
を削除できます。

8. バケットポリシーの更新が完了したら、[Save changes] (変更を保存する) を選択します。

Important

Macie でリポジトリ設定を構成した後にバケットパスを変更する場合は、バケットポリシーを更
新する必要があります。そうしないと、Macie は機密データの検出結果をバケットに追加するこ
とは許可されません。

Macie でリポジトリ設定を構成できるようになりました。

Macie でリポジトリ設定を構成するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインの [Settings] (設定) の下で、[Discovery results] (検出結果) を選択します。
3. [Repository for sensitive data discovery results] (機密データの検出結果のリポジトリ) の下

で、[Existing bucket] (既存のバケット) を選択します。
4. [Choose a bucket] (バケットを選択する) で、検出結果を保存するバケットを選択します。
5. (オプション) バケット内の場所へのパスに使用するプレフィックスを指定するには、[Advanced] (アド

バンスト) セクションを展開します。次に、[データ検出結果のプレフィクス] に使用するプレフィクス
の入力を行います。

値を入力すると、Macie はボックスの下の例を更新して、検出結果を保存するバケットの場所へのパ
スを表示します。

6. [暗号化設定]AWS KMS key に表示される中から、結果の暗号化に使用するを指定します。

• 自分のアカウントのキーを使用するには、[アカウントからキーを選択] を選択します。次に、AWS 
KMS keyリストから、使用するキーを選択します。リストには、アカウントの顧客管理の対称暗号
化 KMS キーが表示されます。

• 別のアカウントが所有しているキーを使用するには、[別のアカウント
のキーの ARN を入力] を選択します。次に、AWS KMS keyARN ボッ
クスに、使用するキーの ARN を入力します (例:)arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab。

7. 設定の入力が完了したら、[Save] (保存) を選択します。

Macie は設定をテストして、それらが正しいことを確認します。正しくない設定がある場合、Macie 
は問題への対処に役立つエラーメッセージを表示します。

リポジトリ設定を保存した後、Macie は過去 90 日間の既存の検出結果をリポジトリに追加します。ま
た、Macie は、新しい検出結果をリポジトリに追加し始めます。
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Tip

サーバー側の暗号化コストを削減するには、S3 バケットキーを使用するように S3 バケットを設
定し、機密データ検出結果の暗号化用に設定したものも指定します。AWS KMS keyS3 バケット
キーを使用すると、への呼び出し回数が減りAWS KMS、AWS KMSリクエストのコストを削減で
きます。KMS キーが外部キーストアにある場合は、S3 バケットキーを使用することで、キーの
使用によるパフォーマンスへの影響を最小限に抑えることもできます。詳細については、Amazon 
Simple Storage Service ユーザーガイドの「Amazon Simple Storage Service ユーザーガイド」の
「Amazon S3 バケットキーを使用した SSE-KMS のコストの削減」を参照してください。

Amazon Macie がサポートするストレージクラスと
フォーマット

Amazon Amazon S3 imple Scie は、Amazon Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple 
Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple 
SAmazon Macie このサポートは、管理データ識別子の使用とカスタムデータ識別子の使用に適用されま
す (p. 67) (p. 49)。

Macie が S3 オブジェクトを分析するには、サポートされているストレージクラスを使用してオブジェク
トを Amazon S3 に直接保存する必要があります。また、オブジェクトは、サポートされているファイル
またはストレージ形式を使用する必要があります。このセクションのトピックでは、Macie が現在サポー
トしているストレージクラスとファイルおよびストレージ形式の一覧を示します。

Tip

Macie は Amazon S3 向けに最適化されていますが、現在別の場所に保存されている機密データ
を検出するために使用できます。これを行うには、データを Amazon S3 に一時的または永続的
に移動します。たとえば、Amazon Relational Database Service または Amazon Aurora のスナッ
プショットを Apache Parquet 形式で Amazon S3 にエクスポートします。あるいは、Amazon 
DynamoDB テーブルを Amazon S3 にエクスポートします。その後、機密データ検出ジョブを作
成して Amazon S3 内のデータを分析できます。

トピック
• サポートされている Amazon S3 ストレージクラス (p. 181)
• サポートされているファイルおよびストレージ形式 (p. 182)

サポートされている Amazon S3 ストレージクラス
機密データを検出するために、Amazon Macie は次の Amazon S3 ストレージクラスをサポートしていま
す。

• 冗長性の低下 (RRS)
• S3 Glacier Instant Retrieval
• S3 Intelligent-Tiering
• S3 1 ゾーン-低頻度アクセス (S3 1 ゾーン‐IA)
• S3 Standard
• S3 標準-低頻度アクセス (S3 標準-IA)

Macie は、S3 lacier Glacier Glacier Glacier Glacier GAmazon S3 er S3 Glacier Deep Archive (S3)
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サポートされているAmazon S3 Gacie は、サポートされているAmazon Script Script (S3) オブジェクト
を分析するように設定すると、ジョブの実行時にそれらのオブジェクトをスキップします。Macie はオブ
ジェクト内のデータを取得したり分析したりしません。オブジェクトは分類できないオブジェクトとして
扱われます。分類できないオブジェクトとは、サポートされているストレージクラスを使用しない、また
はサポートされているファイルまたはストレージ形式を使用しないオブジェクトです。Macie は、サポー
トされているストレージクラスをを使用し、サポートされているファイルまたはストレージ形式を使用す
るオブジェクトのみを分析します。

同様に、機密データの自動検出を実行するように Macie を設定した場合、分類できないオブジェクトは
選択と分析の対象にはなりません。Macie は、サポートされている Amazon S3 ストレージクラスを使用
し、サポートされているファイルまたはストレージ形式を使用するオブジェクトのみを選択します。

分類できないオブジェクトを含む S3 バケットを識別するには、S3 バケットインベントリをフィルタリン
グできます (p. 36)。インベントリ内の各バケットには、バケット内の分類できないオブジェクトの数と合
計ストレージサイズを報告するフィールドがあります。

Amazon S3 が提供するストレージクラスの詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガ
イドの「Amazon S3 ストレージクラスの使用」を参照してください。

サポートされているファイルおよびストレージ形式
Amazon Macie が S3 オブジェクトを分析すると、Macie は Amazon S3 からオブジェクトの最新バージョ
ンを取得し、オブジェクトの内容を詳細に検査します。この検査では、データのファイルまたは保存形式
が考慮されます。Macie は、一般的に使用される圧縮形式やアーカイブ形式など、さまざまな形式でデー
タを分析できます。

Macie が圧縮ファイルまたはアーカイブファイルのデータを分析すると、完全なファイルとファイルの内
容の両方が検査されます。ファイルの内容を検査するために、Macie はファイルを解凍し、次にサポート
されている形式を使用する各抽出ファイルを検査します。Macie は、最大 1,000,000 個までのファイルに
対して、最大 10 レベルのネストされた深さまでこれを行うことができます。機密データ検出に適用され
るその他のクォータの詳細については、「」を参照してくださいAmazon Macie クォータ (p. 386)。

次のテーブルでは、Macie が機密データを検出するために分析できるファイルおよびストレージ形式をリ
スト化して説明します。サポートされているタイプごとに、該当するファイル名拡張子もリスト化されて
います。

ファイルまたはストレージタイ
プ

説明 ファイル名拡張子

ビッグデータ Apache Avro オブジェクトコン
テナおよび Apache Parquet ファ
イル

.avro、.parquet

圧縮またはアーカイブ GNU Zip 圧縮アーカイブ、TAR 
アーカイブ、および ZIP 圧縮
アーカイブ

.gz、.gzip、.tar、.zip

Document Adobe Portable Document 
Format ファイル、Microsoft 
Excel ワークブック、および 
Microsoft Word ドキュメント

.doc、.docx、.pdf、.xls、.xlsx

E メールメッセージ IETF RFC で指定されている電
子メールメッセージ要件 (RFC 
2822 など) を満たす内容の電子
メールファイル

eml
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ファイルまたはストレージタイ
プ

説明 ファイル名拡張子

[Text] (テキスト) カンマ区切り値 (CSV) ファイ
ル、Hypertext Markup Language 
(HTML) ファイル、 JavaScript 
Object Notation (JSON) ファ
イル、JSON Lines ファイル、
プレーンテキストドキュメ
ント、タブ区切り値 (TSV) 
ファイル、Extensible Markup 
Language (XML) ファイルなどの
非バイナリテキストファイル

.csv、.htm、.html、.json、.jsonl、.tsv、.txt、.xml、
その他 (非バイナリテキストファ
イルのタイプに応じて)

Macie は、画像または音声、動画、その他のマルチメディアコンテンツのデータを分析しません。

サポートされているファイルまたはストレージクラスを使用していない S3 オブジェクトを分析するよう
に機密データ検出ジョブを設定すると、Macie はジョブの実行時にそれらのオブジェクトをスキップし
ます。Macie はオブジェクト内のデータを取得したり分析したりしません。オブジェクトは分類できない
オブジェクトとして扱われます。分類できないオブジェクトとは、サポートされている Amazon S3 スト
レージクラスを使用しない、またはサポートされているファイルまたはストレージ形式を使用しないオブ
ジェクトです。Macie は、サポートされているストレージクラスをを使用し、サポートされているファイ
ルまたはストレージ形式を使用するオブジェクトのみを分析します。

同様に、機密データの自動検出を実行するように Macie を設定した場合、分類できないオブジェクトは
選択と分析の対象にはなりません。Macie は、サポートされている Amazon S3 ストレージクラスを使用
し、サポートされているファイルまたはストレージ形式を使用するオブジェクトのみを選択します。

分類できないオブジェクトを含む S3 バケットを識別するには、S3 バケットインベントリをフィルタリン
グできます (p. 36)。インベントリ内の各バケットには、バケット内の分類できないオブジェクトの数と合
計ストレージサイズを報告するフィールドがあります。
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Amazon Macie の調査結果を分析す
る

Amazon Macie は、潜在的なポリシー違反や Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットのセ
キュリティまたはプライバシーに関する問題を検出したとき、または S3 オブジェクト内の機密データを
検出したときに調査結果を生成します。結果とは、Macie で検出された潜在的な問題または機密データの
詳細なレポートです。各調査結果では、重要度評価、影響を受けたリソースに関する情報、およびMacie 
が問題やデータを見つけたタイミングと方法などの追加の詳細が示されます。Macie は、ポリシーと機密
データの調査結果を 90 日間保存します。

調査結果は、次の方法で確認、分析、および管理できます。

[Amazon Macie console] (Amazon Macie コンソール)

Amazon Macie コンソールの [Findings] (調査結果) ページでは、調査結果をリスト化し、個別の調査
結果の詳細な情報を提供します。これらのページでは、調査結果のグループ化、フィルタリング、並
べ替え、および [suppression rules] (抑制ルール) の作成および管理のためのオプションも用意されて
います。抑制ルールは、調査結果の分析を合理化するのに役立ちます。

Amazon Macie API

Amazon Macie API を使用すると、AWSコマンドラインツールまたはAWS SDKを使用して、または 
HTTPS リクエストを Macie に直接送信して、調査結果データをクエリおよび取得することができま
す。データのクエリを行うには、Amazon Macie API にリクエストを送信し、サポートされている
パラメータを使用して、取得する調査結果を指定します。リクエストを送信すると、Macie が結果
を JSON レスポンスで返します。その後、調査結果を別のサービスまたはアプリケーションに渡し
て、より詳細な分析、長期保存、またはレポートの作成を行うことができます。詳細については、
「Amazon Macie API リファレンス」を参照してください。

アマゾン EventBridge

モニタリングやイベント管理システムなど、他のサービスおよびシステムとの統合をさらにサポート
するために、Macie EventBridge は調査結果をイベントとして Amazon に発行します。 EventBridge
以前は Amazon CloudWatch Events と呼ばれていたは、独自のアプリケーション、SaaS (Software-
as-a-Service) アプリケーション、および MacieAWS のサービス などのからリアルタイムデータ
のストリーミングを配信できるサーバーレスイベントバスサービスです。これは、そのデータを
AWS Lambda関数、Amazon Simple Notification Service トピック、および Amazon Kinesis Streams 
などのターゲットにルーティングして、追加の自動処理を行うことができます。を使用すると 
EventBridge 、調査結果データの長期保存が可能になります。詳細については EventBridge、Amazon 
EventBridge ユーザーガイドをご覧ください。

Macie は、 EventBridge 新しい調査結果についてイベントを自動的に発行します。また、Macie は
既存のポリシーの調査結果のその後の出現でもイベントを自動的に発行します。 EventBridge 調査
結果データはイベントとして構成されているため、他のサービスやツールを使用して、より簡単
に調査結果をモニタリングし、それに対してアクションを取ることができます。たとえば、を使用
して EventBridge 、特定のタイプの新しい調査結果を関数に送信し、AWS Lambda次にこの関数
は、データを処理してセキュリティインシデントおよびイベント管理 (SIEM) システムに自動的に
送信します。AWS User NotificationsをMacieと統合すると、イベントを使用して、指定した配信
チャネルを通じて自動的に結果を通知することもできます。 EventBridge イベントを使用した調査
結果のモニタリングと処理の詳細については、「」を参照してくださいAmazon Macie のとの統合 
EventBridge (p. 266)。

AWS Security Hub

組織のセキュリティ体制をさらに詳細に分析するには、調査結果をに発行することもできますAWS 
Security Hub。Security Hub は、AWS のサービスAWS Partner Networkサポートされているセキュリ
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ティソリューションからセキュリティデータを収集して、AWS環境全体のセキュリティ状態を包括的
に把握できるサービスです。Security Hub は、セキュリティ業界の標準とベストプラクティスに照ら
して環境をチェックするのにも役立ちます。Security Hub の詳細については、AWS Security Hub ユー
ザーガイドを参照してください。Security Hub を使用した調査結果のモニタリングと処理の詳細につ
いては、「Amazon Macie の AWS Security Hub との統合 (p. 270)」を参照してください。

調査結果に加えて、Macie は、S3 オブジェクトの機密データの検出結果を作成し、それを分析して機密
データを検出します。[sensitive data discovery result] (機密データの検出結果) は、オブジェクトの分析に
関する詳細を記録するレコードです。このレコードには、Macie が機密データを見つけていないために調
査結果を生成しないオブジェクト、およびエラーや問題のために Macie が分析できないオブジェクトが含
まれます。機密データの検出結果では、データのプライバシーと保護の監査や調査に役立つ分析レコード
が提供されます。Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用して、機密データの検出結
果に直接アクセスすることはできません。代わりに、結果を S3 バケットに保存するように Macie を設定
します。次に、オプションで、そのバケット内の結果にアクセスしてクエリを実行できます。結果を保存
するように Macie を設定する方法については、「機密データ検出結果の保存と保持 (p. 171)」を参照して
ください。

トピック
• Amazon Macie の調査結果のタイプ (p. 185)
• Amazon Macie でのサンプル調査結果の使用 (p. 188)
• Amazon Macie コンソールで調査結果を確認する (p. 191)
• Amazon Macie の調査結果のフィルタリング (p. 194)
• Amazon Macie の調査結果で機密データを調べる (p. 231)
• Amazon Macie の調査結果を抑制する (p. 251)
• Amazon Macie 調査結果の重要度スコアリング (p. 257)

Amazon Macie の調査結果のタイプ
Amazon Macie は、2 つのカテゴリの調査結果を生成します: [policy findings] (ポリシーの調査結果) 
と[sensitive data findings] (機密データの調査結果)。ポリシーの調査結果とは、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットのセキュリティまたはプライバシーに関する潜在的なポリシー違反の詳細
なレポートです。Macie は、セキュリティとアクセスコントロールについて S3 バケットを評価およびモ
ニタリングするための継続的なアクティビティの一部としてポリシーの調査結果を生成します。機密デー
タの調査結果とは、Macie がS3 オブジェクトで検出した機密データの詳細なレポートです。Macie は、
ユーザーが機密データ検出ジョブを実行したり、アカウントの機密データ自動検出を実行したりするとき
に、実行するアクティビティの一部として、機密データの検出結果を生成します。

各カテゴリには、特定のタイプがあります。調査結果の種類によって、問題の性質や Macie が発見した機
密データについての洞察が得られます。結果の詳細には、深刻度評価 (p. 257)、影響を受けたリソースに
関する情報、およびMacie が問題を見つけたタイミングと方法などの追加情報が含まれています。各所見
の重症度と詳細は、所見の種類と性質によって異なります。

トピック
• ポリシーのタイプ (p. 186)
• 機密データの調査結果の重要度タイプ (p. 187)

Tip

Macie が生成できるさまざまなカテゴリとタイプの調査結果を探索して学ぶために、[create 
sample findings] (p. 188) (サンプル調査結果を作成) します。サンプル調査結果では、データ例
とプレースホルダー値を使用して、各タイプの調査結果に含まれる可能性のある情報の種類を示
します。
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ポリシーのタイプ
Amazon Macie は、バケットとバケットのオブジェクトのセキュリティまたはプライバシーを低下させる
方法で S3 バケットのポリシーまたは設定が変更されたときにポリシーの調査結果を生成します。Macie 
がこれらの変更を検出する方法については、「」を参照してくださいMacie が Amazon S3 データセキュ
リティをモニタリングする方法 (p. 18)。

Macie は、について Macie を有効にした後に変更が発生した場合にのみ、ポリシーの調査結果を生成
しますAWS アカウント。たとえば、Macie を有効にした後に、S3 バケットのブロックパブリックア
クセス設定が無効になった場合、Macie は [Policy: IAMUser/S3]BlockPublicAccessDisabled 調査結果
をバケットで生成します。ただし、Macie を有効にしてから、引き続き無効になっているときに、バ
ケットのブロックパブリックアクセス設定がバケットで無効になった場合、Macie は [Policy: IAMUser/
S3]BlockPublicAccessDisabled 調査結果をバケットで生成しません。

Macie が既存のポリシーの調査結果その後の出現を検出した場合、Macie は、その後の出現に関する詳細
を追加し、出現回数を増やして既存の調査結果を更新します。Macie はポリシーの調査結果を保存しま
す。

Macie は S3 バケットに対して次のタイプのポリシーの調査結果を生成できます。

Policy:IAMUser/S3BlockPublicAccessDisabled

バケットのすべてのバケットレベルのブロックパブリックアクセス設定が無効になりました。バケッ
トへのアクセスは、アカウントのブロックパブリックアクセス設定、アクセス制御リスト (ACL)、お
よびバケットのバケットポリシーによって制御されます。

S3 バケットのブロックパブリックアクセス設定の詳細については、Amazon Simple Storage Service 
ユーザーガイドの「Amazon S3 ストレージへのパブリックアクセスのブロック」を参照してくださ
い。

Policy:IAMUser/S3BucketEncryptionDisabled

バケットのデフォルトの暗号化設定は、Amazon S3 マネージドキーを使用して新しいオブジェクトを
自動的に暗号化するという、デフォルトの Amazon S3 暗号化動作にリセットされました。

2023 年 1 月 5 日以降、Amazon S3 は、バケットに追加されるオブジェクトの暗号化の基本レベルと
して、Amazon S3 が管理するキー (SSE-S3) によるサーバー側の暗号化 (SSE-S3) を適用します。オ
プションで、AWS KMS代わりに新しいオブジェクトをキー (SSE-KMS) で暗号化するようにバケット
のデフォルトの暗号化設定を構成できます。S3 バケットのデフォルトの暗号化設定とオプションの詳
細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「S3 バケットのデフォルトのサー
バー側の暗号化動作の設定」を参照してください。

Macie がこの種の結果を 2023 年 1 月 5 日より前に生成した場合、その結果は、影響を受けたバケッ
トのデフォルトの暗号化設定が無効になっていることを示しています。つまり、バケットの設定で
は、新しいオブジェクトに対するデフォルトのサーバー側暗号化動作が指定されていませんでした。
バケットのデフォルトの暗号化設定を無効にする機能は、Amazon S3 ではサポートされなくなりまし
た。

Policy:IAMUser/S3BucketPublic

バケットの ACL またはバケットポリシーが、匿名ユーザーまたは認証されたすべてのAWS Identity 
and Access Management (IAM) ID によるアクセスを許可するように変更されました。

S3 バケットの ACL およびバケットポリシーの詳細については、Amazon Simple Storage Service 
ユーザーガイドの「Amazon S3 での Identity and Access Management」を参照してください。

Policy:IAMUser/S3BucketReplicatedExternally

レプリケーションが有効になり、バケットから組織の一部ではない (の一部ではない) バケットにオブ
ジェクトをレプリケートするように設定されました。AWS アカウント[organization] (組織) は、AWS 
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Organizations を通じて、またはMacie の招待によって、関連するアカウントのグループとして集中管
理される Macie アカウントのセットです。

S3 バケットのレプリケーション設定の詳細については、Amazon Simple Storage Service ユーザーガ
イドの「オブジェクトのレプリケーション」を参照してください。

Policy:IAMUser/S3BucketSharedExternally

バケットの ACL またはバケットポリシーが、バケットが組織の一部ではないと共有されることを許
可するように変更されました。AWS アカウント[organization] (組織) は、AWS Organizations を通じ
て、またはMacie の招待によって、関連するアカウントのグループとして集中管理される Macie アカ
ウントのセットです。

場合によっては、外部の AWS アカウントと共有されていないバケットについて、Macie がこ
の種の検索結果を生成することがあります。これは、Macie がバケットのポリシー内の要素
と、PrincipalAWSポリシーの要素内の特定のグローバル条件コンテキストキーとの関係を十
分に評価できない場合に発生する可能性があります。Condition該当する条件コンテキストキー
はaws:PrincipalAccount、、aws:PrincipalArn、aws:PrincipalOrgID、aws:PrincipalOrgPaths、aws:PrincipalTag、aws:PrincipalTypeaws:SourceAccount、aws:SourceArnお
よびです。バケットのポリシーを確認して、このアクセスが意図的で安全かどうかを判断することを
お勧めします。

S3 バケットの ACL およびバケットポリシーの詳細については、Amazon Simple Storage Service 
ユーザーガイドの「Amazon S3 での Identity and Access Management」を参照してください。

Policy:IAMUser/S3BucketSharedWithCloudFront

バケットのバケットポリシーが変更され、バケットを Amazon CloudFront オリジンアクセスアイデ
ンティティ (OAI)、 CloudFront オリジンアクセスコントロール (OAC)、または CloudFront OAI と 
CloudFront OAC の両方と共有できるようになりました。 CloudFront OAI または OAC を使用する
と、ユーザーは 1 CloudFront つ以上の指定されたディストリビューションを通じてバケットのオブ
ジェクトにアクセスできます。

OAI と CloudFront OAC の詳細については、Amazon  CloudFront開発者ガイドの「Amazon S3 オリジ
ンへのアクセスの制限」を参照してください。

Note

場合によっては、Macie がバケットの policy: iamuser/S3BucketSharedExternally 結果の代わりに
policy: iamuser/S3BucketSharedWithCloudFront の結果を生成することがあります。これらのケー
スは以下のとおりです。

• バケットは、AWS アカウント CloudFront OAI または OAC に加えて、組織外部のユーザーと
共有されます。

• バケットのポリシーでは、 CloudFront OAI の Amazon リソースネーム (ARN) ではなく、正規
ユーザー ID が指定されます。

これにより、バケットのポリシー結果の重要度が高くなります。

機密データの調査結果の重要度タイプ
Macie は、機密データを検出するために分析するときに、機密データの調査結果を生成します。これに
は、機密データ検出ジョブを実行したときや、機密データの自動検出を実行するときに Macie が実行する
分析が含まれます。

たとえば、機密データ検出ジョブを作成して実行し、Macie が S3 オブジェクトで銀行口座番号を検出し
た場合、Macie はそのオブジェクトの:S3Object/Financial SensitiveData結果を生成します。同様に、自
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動化された機密データ検出サイクル中に Macie が分析する S3 オブジェクトで銀行口座番号を検出する
と、Macie はそのオブジェクトの:S3Object/FINANCIAL SensitiveData結果を生成します。

Macie が後続のジョブ実行または機密データの自動検出サイクル中に同じ S3 オブジェクトから機密デー
タを検出した場合、Macie はそのオブジェクトに関する新しい機密データ検出結果を生成します。ポリ
シーの調査結果とは異なり、機密データの調査結果として処理されます。Macie は機密データの調査結果
を 90 日間保存します。

Macie は S3 オブジェクトに対して次のタイプの機密データの調査結果を生成できます。

SensitiveData:S3Object/Credentials

オブジェクトには、AWSシークレットアクセスキーやプライベートキーなどの認証情報が含まれてい
ます。

SensitiveData:S3Object/CustomIdentifier

オブジェクトには、1 つ以上のカスタムデータ識別子の検出基準に一致するテキストが含まれていま
す。オブジェクトには、複数のタイプの機密データが含まれている場合があります。

SensitiveData:S3Object/Financial

オブジェクトには、銀行口座番号やクレジットカード番号などの財務情報が含まれています。
SensitiveData:S3Object/Multiple

オブジェクトには、認証情報、財務情報、個人情報、または 1 つ以上のカスタムデータ識別子の検出
基準に一致するテキストなど、複数のカテゴリの機密データが含まれています。

SensitiveData:S3Object/Personal

オブジェクトには、個人を特定できる情報 (郵送先住所や運転免許証識別番号など)、個人の健康情報 
(健康保険や医療識別番号など)、またはこれらの 2 つの組み合わせが含まれています。

Macie が組み込み型の基準と手法を使用して検出できる機密データのタイプについては、「」を参照して
くださいマネージドデータ識別子の使用 (p. 49)。Macie が分析できる S3 オブジェクトのタイプの詳細に
ついては、「サポートされるストレージクラスと形式 (p. 181)」を参照してください。

Amazon Macie でのサンプル調査結果の使用
Amazon Macie が生成できるさまざまな [types of findings] (p. 185) (調査結果のタイプ) を探索して学ぶ
ために、サンプル調査結果を作成できます。サンプル調査結果では、データ例とプレースホルダー値を使
用して、各タイプの調査結果に含まれる可能性のある情報の種類を示します。

たとえば、[Policy: IAMUser/S3]BucketPublic サンプル調査結果には、架空の Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットの詳細が含まれています。調査結果の詳細には、バケットのアクセスコン
トロールリスト (ACL) を変更し、バケットをパブリックにアクセスできるようにしたアクターとアクショ
ンに関するデータ例が含まれます。同様に、[S3Object/Multiple] SensitiveDataサンプル調査結果には、架
空の Microsoft Excel ワークブックの詳細が含まれています。調査結果の詳細には、ワークブック内の機密
データのタイプと場所に関するデータ例が含まれます。

さまざまなタイプの調査結果に含まれる可能性のある情報に習熟するのに加え、サンプル調査結果を使
用して、他のアプリケーション、サービス、およびシステムとの統合をテストできます。アカウントの 
[suppression rules (p. 251)] (抑制ルール) に応じて、Macie はサンプル調査結果を Amazon EventBridge 
にイベントとして発行できます。サンプル調査結果のデータ例を使用することで、これらのイベントをモ
ニタリングおよび処理するための自動ソリューションを開発およびテストできます。アカウントで選択し
た [publication settings] (p. 264) (発行設定) に応じて、Macie は AWS Security Hub にそのサンプル調査
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結果を発行することもできます。これは、サンプル調査結果を使用して、Security Hub で Macie の調査結
果をモニタリングおよび処理するためのソリューションを開発およびテストできることも意味します。調
査結果をこれらのサービスに発行する方法については、「調査結果のモニタリングと処理 (p. 263)」を参
照してください。

トピック
• サンプル調査結果の作成 (p. 189)
• サンプル調査結果を確認する (p. 189)
• サンプル調査結果の抑制 (p. 191)

サンプル調査結果の作成
Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用して、サンプル調査結果を作成できます。
コンソールを使用する場合、Macie がサポートする調査結果のタイプごとに 1 つのサンプル調査結果を 
Macie が自動的に生成します。API を使用する場合、各タイプに対してサンプルを作成することも、指定
した特定のタイプのみにサンプルを作成することもできます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用してサンプル調査結果を作成するには、次のステップに従います。

調査結果サンプルを作成するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Sample findings] で、[Generate sample findings] を選択します。

API

サンプル調査結果をプログラムで作成するには、Amazon Macie API CreateSampleFindingsのオペ
レーションを使用します。リクエストを送信するときは、オプションで findingTypes パラメータ
を使用して、作成する特定のタイプのサンプル調査結果のみを指定します。すべてのタイプのサンプ
ルを自動的に作成するには、このパラメータをリクエストに含めないでください。

AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用してサンプル結果を作成するには、create-sample-
findingsコマンドを実行します。すべてのタイプの調査結果のサンプルを自動的に作成するに
は、finding-types パラメータを含めないでください。特定のタイプの調査結果のみのサンプルを
作成するには、このパラメータを含めて、作成するサンプル調査結果のタイプを指定します。例:

C:\> aws macie2 create-sample-findings --finding-types "SensitiveData:S3Object/
Multiple" "Policy:IAMUser/S3BucketPublic"

ここで、[Sensitiple] SensitiveData#、作成するポリシーの調査結果のタイプです。[Sensitiple] #
BucketPublic、作成するポリシーの調査結果のタイプです。

コマンドが正常に実行されると、Macie は空のレスポンスを返します。

サンプル調査結果を確認する
作成したサンプル調査結果を特定しやすくするために、Macie は各サンプル調査結果の [Sample] (サン
プル) フィールドの値を [True] に設定しています。さらに、影響を受けた S3 バケットの名前は、macie-
sample-finding-bucketすべてのサンプル調査結果で同じです。Amazon Macie コンソールの [Findings] (調
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査結果) ページを使用してサンプル調査結果を確認する場合、Macie が各サンプルの [Finding type] (調査結
果タイプ) の [SAMPLE] プレフィックスを表示します。

Console

Amazon Macie コンソールを使用してサンプル調査結果を確認するには、次のステップに従います。

サンプル調査結果を確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Findings] (調査結果) を選択します。
3. [Findings] (調査結果) ページで、次のいずれかの操作を行います。

• [Finding type] (調査結果タイプ) 列で、次のイメージに示すように、タイプが [SAMPLE] で始ま
る調査結果を見つけます。

• テーブルの上にあるフィルターバーを使用して、テーブルをフィルタリングして、サンプル調
査結果のみを表示します。これを行うには、フィルターバーにカーソルを置きます。表示され
るフィールドのリストで、[Sample] (サンプル) を選択します。[True] を選択し、次に [Apply]
(適用) を選択します。これにより、次のフィルター条件がテーブルに追加されます。

4. 特定のサンプル調査結果の詳細を確認するには、調査結果のチェックボックス以外のフィールド
を選択します。詳細パネルに、調査結果の情報が表示されます。

1 つ以上のサンプル調査結果の詳細を JSON ファイルとしてダウンロードして保存することもできま
す。これを行うには、ダウンロードして保存する各サンプル調査結果のチェックボックスをオンにし
ます。次に、[Findings] (調査結果) ページの上部にある [Actions] (アクション) メニューから [Export 
(JSON)] (エクスポート (JSON)) を選択します。表示されたウィンドウで、[Download] (ダウンロード) 
を選択します。調査結果に含めることができる JSON フィールドの詳細な説明については、Amazon 
Macie API リファレンスの「調査結果」を参照してください。

API

サンプル調査結果をプログラムで確認するには、まず Amazon Macie API ListFindingsのオペレー
ションを使用して、作成した各サンプル調査結果の一意の識別子 (findingId) を取得します。次
に、GetFindingsオペレーションを使用して、それらの調査結果の詳細を取得します。
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ListFindings リクエストを送信するときに、結果にサンプル調査結果のみを含めるようにフィルター基
準を指定できます。これを行うには、sample フィールドの値が true であるフィルター条件を追加
します。AWS CLI を使用している場合、[list-findings] コマンドを実行し、finding-criteria パラ
メータを使用して、フィルター条件を指定します。例:

C:\> aws macie2 list-findings --finding-criteria={\"criterion\":{\"sample\":{\"eq\":
[\"true\"]}}}

リクエストが成功すると、Macie は findingIds 配列を返します この配列には、現在の AWS リー
ジョン 内のアカウントのサンプル調査結果ごとに一意の識別子がリスト化されています。

次に、サンプル調査結果の詳細を取得するには、GetFindings リクエスト内のこれらの一意の識別子
を指定するか、AWS CLI では、[get-findings] コマンドを実行しているときに行います。

サンプル調査結果の抑制
他の調査結果と同様に、Macie はサンプル調査結果を 90 日間保存します。サンプルの確認と実験が終了
したら、必要に応じて [creating a suppression rule] (p. 251) (抑制ルールの作成) を行い、サンプルをアー
カイブできます。これを行うと、サンプル調査結果がデフォルトでコンソールに表示されなくなるため、
それらのステータスが [archived] (アーカイブ済み) に変わります。

Amazon Macie コンソールを使用してサンプル結果をアーカイブするには、[Sample] (サンプル) フィール
ドの値が [True] である場合、調査結果をアーカイブするようにルールを設定します。Amazon Macie API 
を使用してサンプル結果をアーカイブするには、sample フィールドの値が true である場合、調査結果
をアーカイブするようにルールを設定します。

Amazon Macie コンソールで調査結果を確認する
Amazon Macie は、AWS環境をモニタリングして、潜在的なポリシー違反や、Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) バケットの潜在的なポリシー違反を検出したときに、ポリシーの調査結果を生成し
ます。Macie は、S3 オブジェクト内の機密データを検出するときに、機密データの調査結果を生成しま
す。Macie は、ポリシーと機密データの調査結果を 90 日間保存します。

各結果には、結果のタイプと重要度評価が指定されています (p. 257) (p. 185)。その他の詳細には、影
響を受けたリソースに関する情報、Macie が問題を見つけたタイミングと方法、または調査結果で報告さ
れた機密データが含まれます。各所見の重症度と詳細は、所見の種類と性質によって異なります。

Amazon Macie コンソールを使用して、調査結果を確認して分析し、個別の調査結果の詳細にアクセスで
きます。1 つ以上の調査結果を JSON ファイルにエクスポートすることもできます。分析を合理化するた
めに、コンソールには、調査結果のカスタムビューを構築するためのいくつかのオプションが用意されて
います。

[Use predefined groupings] (事前定義されたグループを使用する)

特定のページを使用して、影響を受けた S3 バケット、調査結果タイプ、機密データ検出ジョブなど
の基準別にグループ化された結果を確認します。これらのページでは、重要度別の調査結果の数な
ど、各グループの集計された統計を確認できます。ドリルダウンして、グループ内の個別の調査結果
の詳細を確認したり、フィルターを適用して分析を絞り込んだりすることもできます。

たとえば、すべての調査結果を S3 バケット別にグループ化し、特定のバケットにポリシー違反があ
ることに注目した場合、バケットの機密データの調査結果があるかどうかをすばやく判断できます。
これを行うには、ナビゲーションペイン ([Findings] (調査結果) の下) の [By bucket] (バケット別) を選
択し、バケットを選択します。表示される詳細パネルの [タイプ別の結果] セクションには、次の図に
示すように、バケットに当てはまる結果のタイプが一覧表示されます。
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特定のタイプを調べるには、そのタイプの番号を選択します。Macie は、選択されたタイプと一致
し、バケットに適用されるすべての調査結果のテーブルを表示します。調査結果を絞り込むには、
テーブルをフィルタリングします。

フィルターの作成と適用

特定の調査結果属性を使用して、特定の調査結果を [Findings] (調査結果) テーブルに含めるか除外し
ます。検索属性は、結果のタイプ、重要度、影響を受けるS3バケットの名前など、結果に関する特定
のデータを格納するフィールドです。テーブルをフィルタリングすると、特定の特性を持つ調査結果
をより簡単に特定できます。次に、ドリルダウンして、それらの調査結果の詳細を確認できます。

たとえば、機密データの結果をすべて確認するには、「カテゴリ」フィールドにフィルター条件を追
加します。結果を絞り込み、特定の種類の機密データ検索のみを含めるには、「検索タイプ」フィー
ルドにフィルター条件を追加します。例:

特定の調査結果の詳細を確認するには、調査結果を選択します。詳細パネルに、調査結果の情報が表
示されます。

特定のフィールドで、調査結果を昇順または降順で並べ替えることもできます。これを行うには、フィー
ルドの列見出しをクリックします。並べ替え順序を変更するには、列見出しをもう一度クリックします。

192



Amazon Macie ユーザーガイド
調査結果を確認する

コンソールで調査結果を確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Findings] (調査結果) を選択します。調査結果ページには、Macie が過去 

90AWS リージョン 日間にがががアカウントを作成または更新した結果が表示されます。デフォルト
では、これには [suppression rule] (p. 251) (抑制ルール) で抑制された調査結果は含まれません。

3. 定義済みの論理グループごとに結果をピボットして確認するには、ナビゲーションペイン ([結果] の
下) で [バケット別]、[タイプ別]、または [ジョブ別] を選択します。次に、テーブル内の項目を選択し
ます。詳細パネルで、ピボットするフィールドのリンクを選択します。

4. 特定の基準で調査結果をフィルタリングするには、テーブルの上にあるフィルターバーを使用しま
す。

• 抑制ルールによって抑制された調査結果を表示するには、フィルターバーの [Current] (現在) を選択
します。次に [Archived] (アーカイブ済み) を選択して、抑制された調査結果のみを表示するか、[All]
(すべて) を選択して、現在の調査結果と抑制された調査結果の両方を表示します。

• 特定の属性を持つ調査結果のみを表示するには、フィルターバーにカーソルを置き、属性のフィル
ター条件を追加します。調査結果をさらに絞り込むには、追加の属性で条件を追加します。フィル
ター条件の使用に関する詳細については、「フィルターの作成と調査結果への適用 (p. 200)」を参
照してください。

• フィルター条件を削除するには、フィルターボックスで [remove condition] (条件の削除) アイコン 

( ) を選択します。

フィルター設定を保存するには、フィルターバーの [Save rule] (ルールを保存) を選択します。次に、
設定の名前を入力し、オプションで説明を入力します。終了したら、[Save] (保存) を選択します。

5. 特定のフィールドで調査結果を並べ替えるには、フィールドの列見出しをクリックします。並べ替え
順序を変更するには、列見出しをもう一度クリックします。

6. 特定の調査結果の詳細を確認するには、調査結果のチェックボックス以外のフィールドを選択しま
す。詳細パネルに、調査結果の情報が表示されます。

Tip

詳細パネルを使用して、特定のフィールドをピボットしてドリルダウンできます。フィール
ドに対して同じ値を持つ調査結果を表示するには、フィールドで  を選択します。または

 を選択して、フィールドの他の値を持つ調査結果を表示します。
機密データの調査結果では、詳細パネルを使用して、Macie が影響を受けた S3 オブジェク
トで見つけた機密データを調べることもできます。

• 機密データの出現を見つけるには、[Occurrences] (出現) フィールドのリンクを選択しま
す。Macie は Macie がデータを見つけた場所に関する情報を (JSON 形式で) 表示します。
詳細については、「機密データを見つける (p. 232)」を参照してください。

• Macie が見つけた機密データのサンプルを取得するには、「Reveal samples」フィー
ルドで「Review」を選択します。詳細については、「機密データのサンプルの取
得 (p. 234)」を参照してください。

• 対応する機密データの検出結果に移動するには、[Detailed result location] (詳細な調査結果
の場所) フィールドのリンクを選択します。Macie は Amazon S3 コンソールを開き、検出
結果を含むファイルまたはフォルダーを表示します。詳細については、機密データ検出結
果の保存と保持 (p. 171) を参照してください。

1 つ以上の調査結果の詳細を JSON ファイルとしてダウンロードして保存することもできます。これを行
うには、ダウンロードして保存する各調査結果のチェックボックスをオンにします。次に、[Findings] (調
査結果) ページの上部にある [Actions] (アクション) メニューから [Export (JSON)] (エクスポート (JSON)) 
を選択します。表示されたウィンドウで、[Download] (ダウンロード) を選択します。調査結果に含めるこ
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とができる JSON フィールドの詳細な説明については、Amazon Macie API リファレンスの「調査結果」
を参照してください。

Amazon Macie の調査結果のフィルタリング
ターゲット分析を実行し、調査結果をより効率的に分析するために、Amazon Macie の調査結果をフィル
タリングできます。フィルターを使用すると、調査結果のカスタムビューとクエリを構築します。これは
特定の特性を持つ調査結果を特定して、それに焦点を絞るのに役立ちます。Amazon Macie コンソールを
使用して調査結果をフィルタリングするか、Amazon Macie API を使用してプログラムでクエリを送信し
ます。

フィルターを作成するときは、調査結果の特定の属性を使用して、ビューまたはクエリ結果から結果を含
めるか除外するための基準を定義できます。[finding attribute] (調査結果の属性) は、調査結果が適用される 
S3 バケットの重要度、タイプ、名前などの特定のデータを保存するフィールドです。

Macie では、フィルターは 1 つ以上の条件で構成されます。各条件は、[criterion] (基準) とも呼ばれ、3 つ
の部分で構成されています。

• 属性ベースのフィールド ([Severity] (重要度) や [Finding type] (調査結果タイプ) など)。
• 演算子 ([equals] や [not equals] など)。
• 1 つまたは複数の値。値のタイプと数は、選択するフィールドと演算子によって異なります。

再度使用するフィルターを作成する場合は、それを [filter rule] (フィルタールール) として保存できます。
[filter rule] (フィルタールール) は、Amazon Macie コンソールで調査結果を表示するときに再度適用するた
めに作成および保存するフィルター基準のセットです。

また、フィルターを [suppression rule] (抑制ルール) として保存することもできます。[suppression rule] 
(抑制ルール) は、ルールの基準を満たす調査結果を自動的にアーカイブするために作成および保存する
フィルター基準のセットです。抑制ルールの詳細については、「調査結果を抑制する (p. 251)」を参照し
てください。

トピック
• 調査結果のフィルタリングの基礎 (p. 194)
• フィルターの作成と調査結果への適用 (p. 200)
• 調査結果のフィルタールールの作成と管理 (p. 206)
• 調査結果をフィルタリングするためのフィールド (p. 212)

調査結果のフィルタリングの基礎
フィルターを作成する場合は、次の特徴とガイドラインに留意してください。また、フィルターされ
た調査結果は、過去ので90日間および現在ので限定されることにも注意してくださいAWS リージョ
ン。Amazon Macie は、調査結果をそれぞれのAWS リージョンで90日間のみ保存します。

トピック
• フィルターで複数の条件を使用する (p. 195)
• フィールドの値を指定する (p. 195)
• 1 つのフィールドに複数の値を指定する (p. 197)
• 条件での演算子の使用 (p. 197)
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フィルターで複数の条件を使用する
フィルターには、1 つ以上の条件を含めることができます。各条件は、[criterion] (基準) とも呼ばれ、3 つ
の部分で構成されています。

• 属性ベースのフィールド ([Severity] (重要度) や [Finding type] (調査結果タイプ) など)。使用できる
フィールドのリストについては、「調査結果をフィルタリングするためのフィールド (p. 212)」を参照
してください。

• 演算子 ([equals] や [not equals] など)。使用できる演算子のリストについては、「条件での演算子の使
用 (p. 197)」を参照してください。

• 1 つまたは複数の値。値のタイプと数は、選択するフィールドと演算子によって異なります。

フィルターに複数の条件が含まれている場合、Macie は AND ロジックを使用して条件を結合し、フィル
ター基準を評価します。これは、調査結果は、[all] (すべて) のフィルター内の条件に一致した場合にの
み、フィルター基準を満たすことを意味します。

たとえば、重要度の高い調査結果のみを含めるように条件を追加し、機密データの調査結果のみを含め
るように別の条件を追加した場合、Macie は高い重要度の機密データの調査結果をすべて返します。つま
り、Macie は、すべてのポリシーの調査結果と、中程度の重要度および低い重要度の機密データの調査結
果をすべて除外します。

フィルターでは、フィールドを 1 回だけ使用できます。ただし、多くのフィールドに複数の値を指定する
ことができます。

たとえば、高い重要度の調査結果のみを含めるように条件で [Severity] (重要度) フィールドを使用する場
合は、中程度の重要度または低い重要度の調査結果を含めるように別の条件で [Severity] (重要度) フィー
ルドを使用することはできません。代わりに、既存の条件に複数の値を指定するか、既存の条件に別の演
算子を使用します。たとえば、中程度の重要度と高い重要度の調査結果をすべて含めるには、[Severity]
(重要度) [equals] [Medium, High] (ミディアム、高) 条件を追加するか、[Severity] (重要度) [not equals]
[Low] (低) 条件を追加します。

フィールドの値を指定する
フィールドの値を指定する場合、値はフィールドの基盤となるデータタイプに準拠する必要があります。
フィールドに応じて、次のいずれかのタイプの値を指定できます。

[Array of text (strings)] (テキスト (文字列) の配列)

フィールドのテキスト (文字列) 値のリストを指定します。各文字列は、フィールドの定義済み値
または既存の値に対応しています。たとえば、重要度フィールドは High、検索タイプフィールド
は:S3Object/FinancialSensitiveData、S3 バケット名フィールドは S3 バケット名などです。

配列を使用する場合は、次の点に注意してください。
• 値は大文字と小文字が区別されます。
• 部分的な値を指定したり、値にワイルドカード文字を使用したりすることはできません。フィール

ドに完全で有効な値を指定する必要があります。

たとえば、[my-S3-bucket] という名前の S3 バケットの調査結果をフィルタリングするには、S3 
bucket name (S3 バケット名) フィールドの値として my-S3-bucket と入力します。my-s3-bucket
や my-S3 などの他の値を入力した場合、Macie はバケットの調査結果を返しません。

各フィールドの有効な値のリストについては、「調査結果をフィルタリングするためのフィール
ド (p. 212)」を参照してください。

配列には、最大 50 個までの値を指定できます。値の指定方法は、「1 つのフィールドに複数の値を指
定する (p. 197)」で説明されているように、Amazon Macie コンソールと Amazon Macie API のどち
らを使用するかによって異なります。
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[Boolean] (ブール値)

フィールドの 2 つの相互に排他的な値のうちの 1 つを指定します。

Amazon Macie コンソールを使用してこのタイプの値を指定する場合、コンソールには選択可能な値
のリストが表示されます。Amazon Macie API を使用する場合は、値で true または false を指定し
ます。

[Date/Time (and time ranges)] (日付/時刻 (および時間範囲))

フィールドで絶対的な日付と時刻を指定します。このタイプの値を指定する場合は、日付と時刻の両
方を指定する必要があります。

Amazon Macie コンソールでは、日付と時刻の値はお客様のローカルタイムゾーンにあり、24 
時間表記を使用します。その他のすべてのコンテキストでは、これらの値は協定世界時 (UTC) 
形式および拡張 ISO 8601 形式になります。たとえば、2:31:13 PM UTC September 1, 2020 で
は、2020-09-01T14:31:13Z。

フィールドに日付/時刻値が保存されている場合、フィールドを使用して固定時間範囲または相対時間
範囲を定義できます。たとえば、2 つの特定の日時の間に作成された調査結果のみ、または特定の日
時の前後に作成された調査結果のみを含めることができます。時間範囲の定義方法は、Amazon Macie 
コンソールと Amazon Macie API のどちらを使用するかによって異なります。
• コンソールで、日付ピッカーを使用するか、テキストを [From] および [To] ボックスに直接入力し

ます。
• API を使用して、範囲内の最初の日付と時刻を指定する条件を追加して固定時間範囲を定義し、範

囲内の最後の日付と時刻を指定する別の条件を追加します。これを行うと、Macie は AND ロジッ
クを使用して条件を結合します。相対時間範囲を定義するには、範囲内の最初または最後の日付と
時刻を指定する条件を 1 つ追加します。値を Unix のタイムスタンプとしてミリ秒単位で指定しま
す。たとえば、22:49:32 UTC November 5, 2020 では、1604616572653。

コンソールでは、時間範囲は包括的です。API を使用すると、選択した演算子に応じて、時間範囲を
包括的または排他的にすることができます。)

[Number (and numeric ranges)] (数値 (および数値範囲)

フィールドで長い整数を指定します。

フィールドに数値が保存されている場合、フィールドを使用して固定または相対数値範囲を定義でき
ます。たとえば、S3 オブジェクトでは、50～90 回の機密データの出現をレポートする結果のみを含
めることができます。数値範囲の定義方法は、Amazon Macie コンソールと Amazon Macie API のど
ちらを使用するかによって異なります。
• コンソールで、[From] および [To] ボックスを使用して、範囲内の最小および最大の数値をそれぞれ

入力します。
• API を使用して、範囲内の最小の数値を指定する条件を追加して固定数値範囲を定義し、範囲内の

最大の数値を指定する別の条件を追加します。これを行うと、Macie は AND ロジックを使用して条
件を結合します。相対数値範囲を定義するには、範囲内の最小または最大の数値を指定する条件を 
1 つ追加します。

コンソールでは、数値範囲は包括的です。API を使用すると、選択した演算子に応じて、数値範囲を
包括的または排他的にすることができます。

[Text (string)] (テキスト (文字列))。

フィールドの単一のテキスト (文字列) 値を指定します。各文字列は、フィールドの事前定義された値
または既存の値と相関します。たとえば、[Severity] (重要度)フィールドでは {High] (高)、[S3 bucket 
name] (S3 バケット名) フィールドでは S3 バケットの名前、または [Job ID] (ジョブ ID) フィールドで
は機密データ検出ジョブの一意の識別子です。

単一のテキスト文字列を指定する場合は、次の点に注意してください。

196



Amazon Macie ユーザーガイド
フィルターの基礎

• 値は大文字と小文字が区別されます。
• 部分的な値を使用したり、値にワイルドカード文字を使用したりすることはできません。フィール

ドに完全で有効な値を指定する必要があります。

たとえば、[my-S3-bucket] という名前の S3 バケットの調査結果をフィルタリングするには、S3 
bucket name (S3 バケット名) フィールドの値として my-S3-bucket と入力します。my-s3-bucket
や my-S3 などの他の値を入力した場合、Macie はバケットの調査結果を返しません。

各フィールドの有効な値のリストについては、「調査結果をフィルタリングするためのフィール
ド (p. 212)」を参照してください。

1 つのフィールドに複数の値を指定する
特定のフィールドと演算子では、フィールドに複数の値を指定できます。これを行うと、Macie は OR ロ
ジックを使用して値を結合し、フィルター基準条件を評価します。これは、調査結果は、フィールドの値
の [any] (いずれか) を持つ場合に、基準を満たすことを意味します。

たとえば、Finding type (調査結果タイプ) の値が [S3Object/Financial,: SensitiveDataS3Object/Personal] と
等しい調査結果を含めるように条件を追加した場合、 SensitiveData Macie は財務データのみを含む S3 オ
ブジェクトと、個人情報のみを含む S3 オブジェクトの機密データの調査結果を返します。つまり、Macie 
はすべてのポリシーの調査結果を除外します。Macie は、他のタイプの機密データまたは複数のタイプの
機密データを含むオブジェクトに関するすべての機密データの調査結果を除外します。

例外は、eqExactMatch演算子を使用する条件です。この演算子では、Macie は AND ロジックを使用して
値を結合し、フィルター基準を評価します。これは、調査結果は、フィールドの値の [all] (すべて) および
フィールドのそれらの値 [only] (のみ) を持つ場合のみ、基準を満たすことを意味します。この演算子の詳
細については、「条件での演算子の使用 (p. 197)」を参照してください。

フィールドに複数の値を指定する方法は、Amazon Macie API と Amazon Macie コンソールのどちらを使
用するかによって異なります。API では、値をリスト化する配列を使用します。

コンソールでは通常、リストから値を選択します。ただし、一部のフィールドでは、値ごとに異なる条件
を追加する必要があります。たとえば、Macie が特定のカスタムデータ識別子を使用して検出したデータ
の調査結果を含めるには、以下を行います。

1. フィルタバーにカーソルを置き、[Custom data identifier name] (カスタムデータ識別子の名前を入力し) 
フィールドに、カスタムデータ識別子の名前を入力し、次に [Apply] (適用) を選択します。

2. フィルターで指定する追加のカスタムデータ ID ごとに、上記のステップを繰り返します。

これを行う必要があるフィールドのリストについては、「調査結果をフィルタリングするためのフィール
ド (p. 212)を参照してください。

条件での演算子の使用
個別の条件で、次のタイプの演算子を使用できます。

[Equals (eq)] (等しい (式))

フィールドで指定された値に一致します (=)。次のタイプの値を持つ [equals] 演算子を使用できます: 
テキスト (文字列) の配列、ブール値、日付/時刻、数値、テキスト (文字列)。

多くのフィールドでは、この演算子を使用して、フィールドの値を最大 50 個まで指定できます。こ
れを行うと、Macie は OR ロジックを使用して値を結合します。これは、調査結果は、フィールドの
指定された値の [any] (いずれか) を持つ場合に、基準を満たすことを意味します。

例:
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• 財務情報、個人情報、または財務情報と個人情報両方の出現をレポートする調査結果を含めるに
は、[Sensitive data category] (機密データのカテゴリ) フィールドとこの演算子を使用する条件を追
加し、[Financial information] (財務情報) と [Personal information] (個人情報) をフィールドの値とし
て指定します。

• クレジットカード番号、郵送先住所、またはクレジットカード番号と郵送先住所両方の出現をレ
ポートする調査結果を含めるには、[Sensitive data detection type] (機密データの検出タイプ) フィー
ルドの条件を追加し、この演算子を使用し、[CREDIT_CARD_NUMBER] と [ADDRESS] をフィール
ドの値として指定します。

Amazon Macie API を使用して日付/時刻値でこの演算子を使用する条件を定義する場合は、その値を 
Unix タイムスタンプとしてミリ秒単位で指定します。たとえば、22:49:32 UTC November 5, 2020 で
は、1604616572653。

[all] (完全一致と等しいeqExactMatch) ()

フィールドに指定されたすべての値に排他的に一致します。フィールドの選択セットを持つ [equals 
exact match] (完全一致と等しい) 演算子を使用できます。

この演算子を使用してフィールドに複数の値を指定すると、Macie は AND ロジックを使用して値を結
合します。これは、調査結果は、フィールドの指定された値の [all] (すべて) およびフィールドのそれ
らの値 [only] (のみ) を持つ場合のみ、基準を満たすことを意味します。フィールドには、最大 50 個ま
での値を指定できます。

例:
• クレジットカード番号の出現をレポートし、他のタイプの機密データをレポートしない調査結果を

含めるには、[Sensitive data detection type] (機密データの検出タイプ) フィールドの条件を追加し、
この演算子を使用し、[CREDIT_CARD_NUMBER] のみをフィールドの値として指定します。

• クレジットカード番号と郵送先住所両方の出現をレポートする (他のタイプの機密データをレポート
しない) 調査結果を含めるには、[Sensitive data detection type] (機密データの検出タイプ) フィール
ドの条件を追加し、この演算子を使用し、[CREDIT_CARD_NUMBER] と [ADDRESS] をフィールド
の値として指定します。

Macie は AND ロジックを使用してフィールドの値を結合するため、同じフィールドの他の演算子と
組み合わせてこの演算子を使用することはできません。つまり、1 つの条件でフィールドの [equals 
exact match] (完全一致と等しい) 演算子を使用する場合、同じフィールドを使用する他のすべての条
件でそれを使用する必要があります。

他の演算子と同様に、フィルター内の複数の条件で [equals exact match] (完全一致と等しい) 演算子
を使用できます。これを行うと、Macie は AND ロジックを使用して条件を結合し、フィルターを評価
します。これは、調査結果は、フィルター内の [all] (すべて) の条件によって指定された [all] (すべて) 
の値を持つ場合のみ、フィルター基準を満たすことを意味します。

たとえば、特定の時間後に作成された結果を含めるようにし、クレジットカード番号の出現をレポー
トし、他のタイプの機密データをレポートしない場合は、以下を行います。
1. [Created at] (作成日時) フィールドを使用し、[greater than] (～より大きい) 演算子を使用し、フィ

ルターの開始日時を指定する条件を追加します。
2. 機密データの検出タイプフィールドを使用し、[equals exact match] (完全一致と等しい) 演算子を

使用し、[CREDIT_CARD_NUMBER] をフィールドの唯一の値として指定する別の条件を追加しま
す。

次のフィールドを持つ [equals exact match] (完全一致と等しい) 演算子を使用できます。
• カスタムデータ識別子 ID (customDataIdentifiers.detections.arn)
• カスタムデータ識別子名 (customDataIdentifiers.detections.name)
• S3 バケットタグキー (resourcesAffected.s3Bucket.tags.key)
• S3 バケットタグ値 (resourcesAffected.s3Bucket.tags.value)
• S3 オブジェクトタグキー (resourcesAffected.s3Object.tags.key)
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• S3 オブジェクトタグ値 (resourcesAffected.s3Object.tags.value)
• 機密データの検出タイプ (sensitiveData.detections.type)
• 機密データのカテゴリ (sensitiveData.category)

前のリストでは、括弧内の名前は、調査結果と Amazon Macie API の JSON 表現内のフィールドの名
前を示すために、ドット表記を使用しています。

[Greater than (gt)] (～より大きい (gt))

フィールドに指定された値より大きい (>)。数値と日付/時刻の値を持つ [greater than] (～より大きい) 
演算子を使用できます。

たとえば、S3 オブジェクトで 90 件を超える機密データの出現をレポートする調査結果のみを含め
るには、[Sensitive data total count] (機密データの合計カウント) フィールドとこの演算子を使用する
条件を追加し、フィールドの値として 90 を指定します。Amazon Macie コンソールでこれを行うに
は、[From] ボックスに 91 と入力し、[To] ボックスには値を入力せず、次に [Apply] (適用) を選択しま
す。コンソールでは、数値と時間ベースの比較は包括的です。

Amazon Macie API を使用してこの演算子を使用する時間範囲を定義する場合は、日付/時刻の値
を Unix タイムスタンプとしてミリ秒単位で指定する必要があります。たとえば、22:49:32 UTC 
November 5, 2020では、1604616572653。

[Greater than or equal to (gte)] (～以上 (gte))

この値は、フィールドで指定した値以上 (>=) にする必要があります。数値と日付/時刻の値を持つ
[greater than or equal to] (～以上) 演算子を使用できます。

たとえば、S3 オブジェクトで 90 件以上の機密データの出現をレポートする調査結果のみを含める
には、[Sensitive data total count] (機密データの合計カウント) フィールドとこの演算子を使用する
条件を追加し、フィールドの値として 90 を指定します。Amazon Macie コンソールでこれを行うに
は、[From] ボックスに 90 と入力し、[To] ボックスには値を入力せず、次に [Apply] (適用) を選択しま
す。

Amazon Macie API を使用してこの演算子を使用する時間範囲を定義する場合は、日付/時刻の値
を Unix タイムスタンプとしてミリ秒単位で指定する必要があります。たとえば、22:49:32 UTC 
November 5, 2020では、1604616572653。

[Less than (lt)] (～より小さい (lt))

フィールドに指定された値より小さい (<)。数値と日付/時刻の値を持つ [Less than (lt)] (～より小さい 
(lt)) 演算子を使用できます。

たとえば、S3 オブジェクトで 90 件未満の機密データの出現をレポートする調査結果のみを含める
には、[Sensitive data total count] (機密データの合計カウント) フィールドとこの演算子を使用する
条件を追加し、フィールドの値として 90 を指定します。Amazon Macie コンソールでこれを行うに
は、[To] ボックスに 89 と入力し、[From] ボックスには値を入力せず、次に [Apply] (適用) を選択しま
す。コンソールでは、数値と時間ベースの比較は包括的です。

Amazon Macie API を使用してこの演算子を使用する時間範囲を定義する場合は、日付/時刻の値
を Unix タイムスタンプとしてミリ秒単位で指定する必要があります。たとえば、22:49:32 UTC 
November 5, 2020では、1604616572653。

[Less than or equal to (lte)] (～以下 (lte))

この値は、フィールドで指定した値以下 (<=) にする必要があります。数値と日付/時刻の値を持つ
[less than or equal to] (～以下) 演算子を使用できます。

たとえば、S3 オブジェクトで 90 件以下の機密データの出現をレポートする調査結果のみを含める
には、[Sensitive data total count] (機密データの合計カウント) フィールドとこの演算子を使用する
条件を追加し、フィールドの値として 90 を指定します。Amazon Macie コンソールでこれを行うに
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は、[To] ボックスに 90 と入力し、[From] ボックスには値を入力せず、次に [Apply] (適用) を選択しま
す。

Amazon Macie API を使用してこの演算子を使用する時間範囲を定義する場合は、日付/時刻の値
を Unix タイムスタンプとしてミリ秒単位で指定する必要があります。たとえば、22:49:32 UTC 
November 5, 2020では、1604616572653。

[Not equals (neq)] (等しくない (neq))

フィールドで指定された値に一致しません (≠)。次のタイプの値を持つ [not equals] 演算子を使用でき
ます: テキスト (文字列) の配列、ブール値、日付/時刻、数値、テキスト (文字列)。

多くのフィールドでは、この演算子を使用して、フィールドの値を最大 50 個まで指定できます。こ
れを行うと、Macie は OR ロジックを使用して値を結合します。これは、調査結果は、フィールドの
指定された値の [any] (いずれか) を持たない場合に、基準を満たすことを意味します。

例:
• 財務情報、個人情報、または財務情報と個人情報両方の出現をレポートする調査結果を除外するに

は、[Sensitive data category] (機密データのカテゴリ) フィールドとこの演算子を使用する条件を追
加し、[Financial information] (財務情報) と [Personal information] (個人情報) をフィールドの値とし
て指定します。

• クレジットカード番号の出現をレポートする調査結果を除外するには、[Sensitive data 
detection type] (機密データの検出タイプ) フィールドの条件を追加し、この演算子を使用
し、[CREDIT_CARD_NUMBER] をフィールドの値として指定します。

• クレジットカード番号、郵送先住所、またはクレジットカード番号と郵送先住所両方の出現をレ
ポートする調査結果を除外するには、[Sensitive data detection type] (機密データの検出タイプ) 
フィールドの条件を追加し、この演算子を使用し、[CREDIT_CARD_NUMBER] と [ADDRESS] を
フィールドの値として指定します。

Amazon Macie API を使用して日付/時刻値でこの演算子を使用する条件を定義する場合は、その値を 
Unix タイムスタンプとしてミリ秒単位で指定します。たとえば、22:49:32 UTC November 5, 2020 で
は、1604616572653。

フィルターの作成と調査結果への適用
特定の特性を持つ調査結果を特定し、それに焦点を絞るには、Amazon Macie コンソールで、および 
Amazon Macie API を使用してプログラムで送信するクエリで調査結果をフィルタリングできます。フィ
ルターを作成するときは、調査結果の特定の属性を使用して、ビューまたはクエリ結果から結果を含める
か除外するための基準を定義できます。[finding attribute] (調査結果の属性) は、調査結果が適用される S3 
バケットの重要度、タイプ、名前などの特定のデータを保存するフィールドです。

Macie では、フィルターは 1 つ以上の条件で構成されます。各条件は、[criterion] (基準) とも呼ばれ、3 つ
の部分で構成されています。

• 属性ベースのフィールド ([Severity] (重要度) や [Finding type] (調査結果タイプ) など)。
• 演算子 ([equals] や [not equals] など)。
• 1 つまたは複数の値。値のタイプと数は、選択するフィールドと演算子によって異なります。

フィルター条件の定義および適用方法は、Amazon Macie コンソールと Amazon Macie API のどちらを使
用するかによって異なります。

トピック
• Amazon Macie コンソールでの調査結果のフィルタリング (p. 201)
• Amazon Macie API を用いて調査結果をプログラムでフィルタリングする (p. 203)
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Amazon Macie コンソールでの調査結果のフィルタリング
Amazon Macie コンソールを使用して調査結果をフィルタリングする場合、Macie は個別の条件のフィー
ルド、演算子、値を選択するのに役立つオプションを提供します。これらのオプションにアクセスするに
は、次の画像に示すように、[Findings] (調査結果) ページのフィルターバーを使用します。

フィルターバーにカーソルを置くと、Macie はフィルター条件で使用できるフィールドのリストを表示し
ます。フィールドは論理カテゴリ別に整理されています。たとえば、[Common fields] (一般的なフィール
ド) カテゴリには、任意のタイプの調査結果に適用されるフィールドが含まれ、[Classification fields] (分類
フィールド) カテゴリには、機密データの調査結果にのみ適用されるフィールドが含まれます。フィール
ドは、各カテゴリ内でアルファベット順に並べ替えられます。

条件を追加するには、まずリストからフィールドを選択します。フィールドを見つけるには、完全なリス
トを参照するか、フィールド名の一部を入力してフィールドのリストを絞り込みます。

選択したフィールドに応じて、Macie は異なるオプションを表示します。オプションには、選択した
フィールドのタイプと性質が反映されます。たとえば、重要度フィールドを選択した場合、Macie は選択
する値のリストを表示します ([Low] (低)、[Medium] (ミディアム)、および[High] (高))。[S3 bucket name]
(S3 バケット名) フィールドを選択した場合、Macie は、バケット名を入力できるテキストボックスを表示
します。どのフィールドを選択しても、Macie はフィールドに必要な設定を含む条件を追加するステップ
を順を追ってガイドします。

条件を追加すると、次の図に示すように、Macie はその条件の基準を適用し、フィルターバーのフィル
ターボックスに条件を追加します。

この例では、中程度の重要度および高い重要度の調査結果をすべて含め、低い重要度の調査結果をすべて
除外するように条件が設定されています。これは、[Severity] (重要度) フィールドの値 [equals] [Medium]
(ミディアム) または [High] (高) の場合に調査結果を返します。

Tip

多くのフィールドでは、フィルターボックスの [equals] (等しい) アイコン ( ) を選択して、条
件の演算子を [equals] から [not equals] に変更できます。これを行うと、Macie は演算子を [not 

equals] に変更し、フィルターボックスに [not equals] (等しくない) アイコン ( ) を表示します。
再度 [equals] 演算子に切り替えるには、[not equals] (等しくない) アイコンを選択します。

条件を追加すると、Macie はその基準を適用し、それらをフィルターバーに追加します。フィルターバー
をいつでも参照して、適用した基準を確認できます。条件を削除するには、条件のフィルターボックスで 

[remove condition] (条件の削除) アイコン ( ) を選択します。

コンソールを使用して調査結果をフィルタリングするには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Findings] (調査結果) を選択します。
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3. (オプション) 事前定義された論理グループで最初に調査結果を表示してピボットするには、ナビゲー
ションペイン ([Findings] (調査結果) の下) の [By bucket] (バケット別)、[By type] (タイプ別)、また
は [By job] (ジョブ別) を選択し、次にテーブル内で項目を選択します。詳細パネルで、ピボットする
フィールドのリンクを選択します。

4. (オプション) [suppression rule] (p. 251) (抑制ルール) によって抑制された調査結果を表示するには、
フィルターバーの [Current] (現在) を選択します。次に [Archived] (アーカイブ済み) を選択して、抑制
された調査結果のみを表示するか、[All] (すべて) を選択して、現在の調査結果と抑制された調査結果
の両方を表示します。

5. フィルタ条件を追加するには:

a. フィルターバーにカーソルを置き、条件に使用するフィールドを選択します。使用可能なフィー
ルドの詳細については、「調査結果をフィルタリングするためのフィールド (p. 212)」を参照し
てください。

b. フィールドに適切なタイプの値を入力します。さまざまなタイプの値の詳細については、
「フィールドの値を指定する (p. 195)」を参照してください。

[Array of text (strings)] (テキスト (文字列) の配列)

このタイプの値では、Macie は多くの場合、選択する値のリストを提供します。この場合、
条件で使用するそれぞれの値を選択します。

Macie が値のリストを提供しない場合は、フィールドに完全で有効な値を入力します。
フィールドに追加の値を指定するには、[Apply] (適用) を選択し、次に追加の値ごとに別の条
件を追加します。

[values] (値) では、大文字と小文字が区別されることに注意してください。また、値には部
分的な値やワイルドカード文字を使用することはできません。たとえば、[my-S3-bucket] と
いう名前の S3 バケットの調査結果をフィルタリングするには、S3 bucket name (S3 バケッ
ト名) フィールドの値として my-S3-bucket と入力します。my-s3-bucket や my-S3 など
の他の値を入力した場合、Macie はバケットの調査結果を返しません。

[Boolean] (ブール値)

このタイプの値について、Macie は選択する値のリストを提供します。条件で使用する値を
選択します。

[Date/Time (time ranges)] (日付/時刻 (時間範囲))

このタイプの値には、[From] および [To] ボックスを使用して、包括的な時間範囲を定義しま
す。
• 固定時間範囲を定義するには、[From] および [To] ボックスを使用して、範囲内の最初の日

時と最後の日時をそれぞれ指定します。
• 特定の日時に開始し、現在の時刻で終了する相対時間範囲を定義するには、開始日時を

[From] ボックスに入力し、[To] ボックス内のテキストを削除します。
• 特定の日時に終了する相対時間範囲を定義するには、終了日時を [To] ボックスに入力

し、[From] ボックス内のテキストを削除します。

時間値は 24 時間表記を使用することに注意してください。日付ピッカーを使用して日付を
選択する場合は、テキストを[From] および [To] ボックスに直接入力して、値を絞り込むこと
ができます。

[Number (numeric ranges)] (数値 (数値範囲))

このタイプの値では、[From] および [To] ボックスを使用して、包括的、固定、または相対の
数値範囲を定義する 1 つ以上の整数を入力します。

[Text (string) values] (テキスト (文字列) 値)

このタイプの値では、フィールドに完全で有効な値を入力します。
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[values] (値) では、大文字と小文字が区別されることに注意してください。また、値には部
分的な値やワイルドカード文字を使用することはできません。たとえば、[my-S3-bucket] と
いう名前の S3 バケットの調査結果をフィルタリングするには、S3 bucket name (S3 バケッ
ト名) フィールドの値として my-S3-bucket と入力します。my-s3-bucket や my-S3 など
の他の値を入力した場合、Macie はバケットの調査結果を返しません。

c. フィールドの値の追加が終了したら、[Apply] (適用) を選択します。Macie はフィルター基準を適
用し、フィルターバーのフィルターボックスに条件を追加します。

6. 追加する追加の条件ごとに、ステップ 5 を繰り返します。
7. 条件を削除するには、条件のフィルターボックスで [remove condition] (条件の削除) アイコン ( ) を

選択します。
8. 条件を変更するには、条件のフィルターボックスで [remove condition} (条件の削除) アイコン ( ) を

選択して、条件を削除します。次に、ステップ 5 を繰り返して、正しい設定を持つ条件を追加しま
す。

後でこの条件のセットを再度使用する場合は、フィルターをフィルタールールとして保存できます。これ
を行うには、フィルターバーの [Save rule] (ルールを保存する) を選択します。次に、ルールの名前を入力
し、オプションで説明を入力します。終了したら、[Save] (保存) を選択します。

Amazon Macie API を用いて調査結果をプログラムでフィルタリ
ングする
調査結果をプログラムでフィルタリングするには、Amazon Macie APIのListFindingsまた
はGetFindingStatisticsオペレーションを使用して送信するクエリでフィルター基準を指定しま
す。ListFindingsオペレーションは、フィルター基準を満たす結果ごとの 1 つの ID である、検索条件 ID の
配列を返します。GetFindingStatisticsオペレーションは、リクエストで指定したフィールド別にグループ
化された、フィルター基準を満たすすべての調査結果に関する集計統計データを返します。

以下の点に注意してください。ListFindings および GetFindingStatistics オペレーションは、[suppress 
findings] (p. 251) (結果を抑制する) ために使用するオペレーションとは異なることに注意してください 
フィルター基準も指定する抑制オペレーションとは異なり、ListFindings および GetFindingStatistics オペ
レーションは、調査結果データのみをクエリします。それらは、フィルター基準を満たす検出結果に対す
るアクションは実行しません。調査結果を抑制するには、Amazon Macie API CreateFindingsFilterのオペ
レーションを使用します。

クエリでフィルター基準を指定するには、リクエストにフィルター基準のマップを含めます。条件ごと
に、フィールド、演算子、およびフィールドの 1 つ以上の値を指定します。値のタイプと数は、選択す
るフィールドと演算子によって異なります。条件で使用できるフィールド、演算子、および値のタイプ
については、「調査結果をフィルタリングするためのフィールド (p. 212)」、「条件での演算子の使
用 (p. 197)」、および「フィールドの値を指定する (p. 195)」を参照してください。

次の例は、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して送信するクエリでフィルター基準を指
定する方法を示しています。これを行うには、現在のバージョンの別のAWSコマンドラインツールまた
はAWS SDKを使用してこれを行うこともできます。AWS のツールと SDK に関する詳細については、
「AWS での構築ツール」を参照してください。

例
• 例 1: 重要度に基づいて調査結果をフィルタリングする (p. 204)
• 例 2: 機密データのカテゴリに基づいて調査結果をフィルタリングする (p. 204)
• 例 3: 固定時間範囲に基づいて結果をフィルタリングする (p. 205)
• 例 4: 抑制ステータスに基づいて調査結果をフィルタリングする (p. 205)
• 例 5: 複数のフィールドと値のタイプに基づいて調査結果をフィルタリングする (p. 206)
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この例では [list-findings] コマンドを使用します。例が正常に実行されると、Macie は findingIds 配列を
返します。配列には、次の例に示すように、フィルター基準を満たす各調査結果の一意の識別子がリスト
化されます。

{ 
    "findingIds": [ 
        "1f1c2d74db5d8caa76859ec52example", 
        "6cfa9ac820dd6d55cad30d851example", 
        "702a6fd8750e567d1a3a63138example", 
        "826e94e2a820312f9f964cf60example", 
        "274511c3fdcd87010a19a3a42example" 
    ]
}

フィルター基準を満たす調査結果がない場合、MaciefindingIds は空の配列を返します。

{ 
    "findingIds": []
}

例 1: 重要度に基づいて調査結果をフィルタリングする

この例では [list-finding] コマンドを使用して、現在の高い重要度および中程度の重要度のすべての調査結果
の調査結果 ID を取得しますAWS リージョン。

Linux、macOS、Unix の場合:

$ aws macie2 list-findings --finding-criteria '{"criterion":{"severity.description":{"eq":
["High","Medium"]}}}'

Microsoft Windows の場合:

C:\> aws macie2 list-findings --finding-criteria={\"criterion\":{\"severity.description\":
{\"eq\":[\"High\",\"Medium\"]}}}

ここで、

• [severity.description] は [Severity] (重要度) フィールドの JSON 名を指定します。
• [eq]は、[equals] 演算子を指定します。
• [High] (高) および [Medium] (ミディアム) は、[Severity] (重要度) フィールドの列挙値の配列です。

例 2: 機密データのカテゴリに基づいて調査結果をフィルタリングする

この例では [list-findings] コマンドを使用して、現在のリージョン内にある機密データの調査結果の調査結
果 ID を取得し、S3 オブジェクト内の財務データ (他のカテゴリの機密データは含まない) の出現をレポー
トします。

Linux、macOS、または Unix の場合、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行連結文字
を使用します。

$ aws macie2 list-findings \
--finding-criteria '{"criterion":{"classificationDetails.result.sensitiveData.category":
{"eqExactMatch":["FINANCIAL_INFORMATION"]}}}'

Microsoft Windows の場合、読みやすさを向上させるためにキャレット (^) の行連結文字を使用します。
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C:\> aws macie2 list-findings ^
--finding-criteria={\"criterion\":{\"classificationDetails.result.sensitiveData.category\":
{\"eqExactMatch\":[\"FINANCIAL_INFORMATION\"]}}}

ここで、

• [classificationDetails.result.sensitiveData.category] は、[Sensitive data category]
(機密データのカテゴリ) フィールドの JSON 名を指定します。

• eqExactMatch等価完全一致演算子を指定します。
• [FINANCIAL_INFORMATION] は、[Sensitive data category] (機密データのカテゴリ) フィールドの列挙

値です。

例 3: 固定時間範囲に基づいて結果をフィルタリングする
この例では [list-findings] コマンドを使用して、現在のリージョン内にあり、07:00 UTC October 5, 2020 
から 07:00 UTC November 5, 2020 の間に作成されたすべての調査結果の調査結果 ID を取得します (包括
的)。

Linux、macOS、Unix の場合:

$ aws macie2 list-findings --finding-criteria '{"criterion":{"createdAt":
{"gte":1601881200000,"lte":1604559600000}}}'

Microsoft Windows の場合:

C:\> aws macie2 list-findings --finding-criteria={\"criterion\":{\"createdAt\":
{\"gte\":1601881200000,\"lte\":1604559600000}}}

実行する条件は以下のとおりです。

• [createdAt]は、[Created at] (作成日時) フィールドの JSON 名を指定します。
• [gte]は、[greater than or equal to] (～以上) 演算子を指定します。
• [1601881200000] は、時間範囲内の最初の日付と時刻です (ミリ秒単位での Unix のタイムスタンプと

して)。
• [lte] は、[less than or equal to] (～以下) 演算子を指定します。
• [1604559600000] は、時間範囲内の最後の日付と時刻です (ミリ秒単位での Unix のタイムスタンプと

して)。

例 4: 抑制ステータスに基づいて調査結果をフィルタリングする
この例では [list-findings] コマンドを使用して、現在のリージョン内にあり、抑制ルールによって抑制され
た (自動的にアーカイブされた) すべての調査結果の調査結果 ID を取得します)。

Linux、macOS、Unix の場合:

$ aws macie2 list-findings --finding-criteria '{"criterion":{"archived":{"eq":["true"]}}}'

Microsoft Windows の場合:

C:\> aws macie2 list-findings --finding-criteria={\"criterion\":{\"archived\":{\"eq\":
[\"true\"]}}}

実行する条件は以下のとおりです。
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• [archived] は、[Archived] (アーカイブ済み) フィールドの JSON 名を指定します。
• [eq]は、[equals] 演算子を指定します。
• [true]は、[Archived] (アーカイブ済み) フィールドのブール値です。

例 5: 複数のフィールドと値のタイプに基づいて調査結果をフィルタリングする

この例では [list-finding] コマンドを使用して、現在のリージョン内にあり、以下の基準を満たすすべての調
査結果の調査結果 ID を取得します:07:00 UTC October 5, 2020 から 07:00 UTC November 5, 2020 の間に
作成された (排他的); S3 オブジェクト内の財務データ (他のカテゴリの機密データは含まない) の出現をレ
ポートする; 抑制ルールによって抑制 (自動的にアーカイブ) されていない。

Linux、macOS、または Unix の場合、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行連結文字
を使用します。

$ aws macie2 list-findings \
--finding-criteria '{"criterion":{"createdAt":
{"gt":1601881200000,"lt":1604559600000},"classificationDetails.result.sensitiveData.category":
{"eqExactMatch":["FINANCIAL_INFORMATION"]},"archived":{"eq":["false"]}}}'

Microsoft Windows の場合、読みやすさを向上させるためにキャレット (^) の行連結文字を使用します。

C:\> aws macie2 list-findings ^
--finding-criteria={\"criterion\":{\"createdAt\":{\"gt\":1601881200000,
\"lt\":1604559600000},\"classificationDetails.result.sensitiveData.category\":
{\"eqExactMatch\":[\"FINANCIAL_INFORMATION\"]},\"archived\":{\"eq\":[\"false\"]}}}

ここで、

• [createdAt]は、[Created at] (作成日時) フィールドの JSON 名を指定し、
• [gt]は、[greater than or equal to] (～以上) 演算子を指定します。
• [1601881200000] は、時間範囲内の最初の日付と時刻です (ミリ秒単位での Unix のタイムスタンプ

として)。
• [lt] は、[less than or equal to] (～以下) 演算子を指定します。
• [1604559600000] は、時間範囲内の最後の日付と時刻です (ミリ秒単位での Unix のタイムスタンプ

として)。
• [classificationDetails.result.sensitiveData.category] は、[Sensitive data category]

(機密データのカテゴリ) フィールドの JSON 名を指定し、
• eqExactMatch等価完全一致演算子を指定します。
• [FINANCIAL_INFORMATION] は、フィールドの列挙値です。

• [archived] は、[Archived] (アーカイブ済み) フィールドの JSON 名を指定し、
• [eq]は、[equals] 演算子を指定します。
• [false] は、フィールドのブール値です。

調査結果のフィルタールールの作成と管理
[filter rule] (フィルタールール) は、Amazon Macie コンソールで調査結果を確認するときに再度使用する
ために作成および保存するフィルター基準のセットです。フィルタールールは、特定の特性を持つ調査結
果の一貫した分析を実行するのに役立ちます。たとえば、暗号化されていないオブジェクトを含む S3 バ
ケットの高い重要度のポリシーの調査結果をすべて分析するための 1 つのフィルタールールと、特定の
種類の機密データをレポートする高い重要度の機密データの調査結果をすべて分析するためのもう 1 つの
フィルタールールを作成できます。
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フィルタールールは、抑制ルールとは異なることに注意してください。[suppression rule] (抑制ルール) 
は、ルールの基準を満たす調査結果を自動的にアーカイブするために作成および保存するフィルター基準
のセットです。どちらのタイプのルールもフィルター基準を保存および適用しますが、フィルタールール
は、ルールの基準に一致する調査結果に対してアクションを実行しません。代わりに、フィルタールール
は、ルールを適用した後にコンソールに表示される調査結果の決定のみを行います。抑制ルールの詳細に
ついては、「調査結果を抑制する (p. 251)」を参照してください。

フィルタールールを作成および管理するには、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を
使用できます。次のトピックでは、その方法を説明します。API のトピックには、AWS Command Line 
Interface(AWS CLI) を使用してこれらのタスクを実行する方法の例が含まれています。AWS別のコマンド
ラインツールまたはAWS SDKの現在のバージョンを使用するか、HTTPS リクエストを Macie に直接送
信することで、これらのタスクを実行することもできます。AWS のツールと SDK に関する詳細について
は、「AWS での構築ツール」を参照してください。

トピック
• フィルタールールの作成 (p. 207)
• フィルタールールの適用 (p. 209)
• フィルタールールの変更 (p. 209)
• フィルタールールの削除 (p. 211)

フィルタールールの作成
フィルタールールールールールールを作成するときは、フィルター基準、名前、および必要に応じて説明
を指定します。フィルタールールールールは、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使
用して作成できます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用してフィルタールールを作成するには、次のステップに従います。

フィルタールールを作成するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Findings] (調査結果) を選択します。

Tip

既存のフィルタールールを開始点として使用するには、[Saved rules] (保存されたルー
ル) のリストからルールを選択します。
また、事前定義された論理グループによる調査結果を最初にピボットしてドリルダウン
することで、ルールの作成を合理化することもできます。これを行うと、Macie は適切
なフィルター条件を自動的に作成して適用します。これは、ルールを作成するために役
立つ開始点となる場合があります。これを行うには、ナビゲーションペイン ([Findings]
(調査結果) の下) の [By bucket] (バケット別)、[By type] (タイプ別)、または [By job]
(ジョブ別) を選択し、次にテーブル内で項目を選択します。詳細パネルで、ピボットす
るフィールドのリンクを選択します。

3. フィルターバーで、ルールのフィルター基準を定義する条件を追加します。この方法の詳細は、
「フィルターの作成と調査結果への適用 (p. 200)」を参照してください。

4. ルールのフィルター基準の定義が終了したら、フィルターバーの [Save rule] (ルールを保存する) 
を選択します。

5. [Filter rule] (フィルタールール) の下で、ルールの名前を入力し、必要に応じて説明を入力しま
す。
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6. [Save] (保存) を選択します。

API

プログラムでフィルタールールールを作成するには、Amazon Macie API CreateFindingsFilterのオペ
レーションを使用して、必要なパラメータに適切な値を指定します。

• actionパラメータでは、Macie がルールの基準を満たす調査結果を抑制 (自動的にアーカイブ) し
ないように指定しますNOOP。

• criterion パラメータでは、ルールのフィルター基準を定義する条件のマップを指定します。

マップでは、条件ごとに、フィールド、演算子、およびフィールドの 1 つ以上の値を指定する必要
があります。値のタイプと数は、選択するフィールドと演算子によって異なります。条件で使用で
きるフィールド、演算子、および値のタイプについては、「調査結果をフィルタリングするための
フィールド (p. 212)」、「条件での演算子の使用 (p. 197)」、および「フィールドの値を指定す
る (p. 195)」を参照してください。

を使用してフィルタールールールを作成するにはAWS CLI、create-findings-filterコマンドを実行し、
必要なパラメータに適切な値を指定します。次の例では、AWS リージョン現在あり、S3 オブジェク
ト内の個人情報 (他のカテゴリの機密データは含まない) の出現をレポートするすべての機密データの
調査結果を返すフィルタールールを作成します。

この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるために
バックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

$ aws macie2 create-findings-filter \
--action NOOP \
--name my_filter_rule \
--finding-criteria '{"criterion":
{"classificationDetails.result.sensitiveData.category":{"eqExactMatch":
["PERSONAL_INFORMATION"]}}}'

この例は Microsoft Windows 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにキャレッ
ト (^) の行連結文字を使用します。

C:\> aws macie2 create-findings-filter ^
--action NOOP ^
--name my_filter_rule ^
--finding-criteria={\"criterion\":
{\"classificationDetails.result.sensitiveData.category\":{\"eqExactMatch\":
[\"PERSONAL_INFORMATION\"]}}}

実行する条件は以下のとおりです。

• [my_filter_rule] は、ルールのカスタム名です。
• criterion は、ルールのフィルター条件のマップです。

• [classificationDetails.result.sensitiveData.category] は、[Sensitive data 
category] (機密データのカテゴリ) フィールドの JSON 名です。

• eqExactMatch等価完全一致演算子を指定します。
• [PERSONAL_INFORMATION] は、[Sensitive data category] (機密データのカテゴリ) フィールドの

列挙値です。

コマンドが正常に実行された場合は、以下のような出力が表示されます。

{ 
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    "arn": "arn:aws:macie2:us-west-2:123456789012:findings-filter/9b2b4508-aa2f-4940-
b347-d1451example", 
    "id": "9b2b4508-aa2f-4940-b347-d1451example"
}

ここで、arn は、作成されたフィルタールールの Amazon リソースネーム (ARN)で、id は、ルール
の一意の識別子です。

フィルター基準のその他の例については、「Amazon Macie API を用いて調査結果をプログラムで
フィルタリングする (p. 203)」を参照してください。

フィルタールールの適用
フィルタールールを適用すると、Macie はルールの基準を使用して、コンソール上の調査結果の表示に含
めるか除外する調査結果を決定します。Macie は、フィルターバーに基準を表示します。

フィルタールールは Amazon Macie コンソールで使用するために設計されていることに注意してくださ
い。Amazon Macie API を使用してプログラムで送信するクエリでそれらを直接使用することはできませ
ん。ただし、API を使用して調査結果をクエリする場合は、GetFindingsFilterオペレーションを使用して
ルールのフィルター基準を取得できます。その後、クエリに条件を追加できます。クエリでフィルター基
準を指定する方法については、「フィルターの作成と調査結果への適用 (p. 200)」を参照してください。

フィルタールールを適用して、コンソールで調査結果をフィルタリングするには、次のステップに従いま
す。

フィルタールールを適用するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Findings] (調査結果) を選択します。
3. [Saved rules] (保存されたルール) のリストで、適用するフィルタールールを選択します。Macie は、

ルールの基準を適用し、フィルターバーに基準を表示します。
4. (オプション) 基準を絞り込むには、フィルターバーを使用してフィルター条件を追加または削除しま

す。これを行っても、変更はルールの設定に影響しません。Macie は、明示的に新しいルールとして
保存しない限り、変更を保存しません。

5. 別のフィルタールールを適用するには、ステップ 3 を繰り返します。

フィルタールールを適用した後、フィルターバーの [X] を選択して、フィルター基準のすべてをビューか
らすみやかに削除することができます。

フィルタールールの変更
フィルタールールの設定は、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用していつでも変
更できます。ルールにタグを割り当てて管理することもできます。

タグは、AWS定義して特定の種類のリソースに割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプ
ションのタグ値で構成されています。タグは、目的、所有者、環境、その他の条件など、さまざまな方法
で、リソースを特定、分類、および管理するのに役立ちます。詳細については、Amazon Macie リソース
のタグ付け (p. 373) を参照してください。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して既存のフィルタールールの設定を変更するには、次のステップ
に従います。

フィルタールールを変更するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで [Findings] (調査結果) を選択します。
3. [Saved rules] (保存されたルール) のリストで、変更するフィルタールールの隣にある [edit] (編集) 

アイコン ( ) を選択します。
4. 次のいずれかを実行します。

• ルールのフィルター基準を変更するには、フィルターバーを使用して、目的の基準の条件を入
力します。この方法の詳細は、「フィルターの作成と調査結果への適用 (p. 200)」を参照して
ください。

• ルールの名前を変更するには、新しい名前を [Filter rule] (フィルタールール) の下の [Name] (名
前) ボックスに入力します。

• ルールの説明を変更するには、新しい説明を [Filter rule] (フィルタールール) の下の
[Description] (説明) ボックスに入力します。

• ルールにタグを割り当て、確認、または編集するには、[フィルタルール] の [タグの管理] を選
択します。次に、必要に応じてタグを確認および変更します。1 つのルールには、最大 50 個の
タグを含めることができます。

5. 変更が完了したら、[Save] を選択します。

API

フィルタールールールをプログラムで変更するには、Amazon Macie API UpdateFindingsFilterのオペ
レーションを使用します。リクエストを送信するときは、サポートされているパラメータを使用し
て、変更する設定ごとに新しい値を指定します。

id パラメータでは、変更するルールの一意の識別子を指定します。[ListFindingsFilterオペレーション
を使用してアカウントのフィルタールールと抑制ルールのリストを取得することで、この識別子が得
られます。を使用している場合はAWS CLI、list-findings-filtersコマンドを実行してこのリストを取得
します。

を使用してフィルタールールールを変更するにはAWS CLI、update-findings-filterコマンドを実行し、
サポートされているパラメータを使用して、変更する設定ごとに新しい値を指定します。たとえば、
次のコマンドは、既存のフィルタールールの名前を変更します。

C:\> aws macie2 update-findings-filter --id 9b2b4508-aa2f-4940-b347-d1451example --
name personal_information_only

実行する条件は以下のとおりです。

• [9b2b4508-aa2f-4940-b347-d1451example] は、ルールの一意の識別子です。
• [personal_information_only] は、ルールの新しい名前です。

コマンドが正常に実行された場合は、以下のような出力が表示されます。

{ 
    "arn": "arn:aws:macie2:us-west-2:123456789012:findings-filter/9b2b4508-aa2f-4940-
b347-d1451example", 
    "id": "9b2b4508-aa2f-4940-b347-d1451example"
}

ここで、arn は、変更されたルールの Amazon リソースネーム (ARN)で、id は、ルールの一意の識
別子です

同様に、次の例では、action パラメータの値を ARCHIVE から NOOP に変更することで、抑制ルール
をフィルタールールに変換します。
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C:\> aws macie2 update-findings-filter --id 8a1c3508-aa2f-4940-b347-d1451example --
action NOOP

実行する条件は以下のとおりです。

• [8a1c3508-aa2f-4940-b347-d1451example] は、ルールの一意の識別子です。
• NOOP は、ルールの基準を満たす調査結果に対して Macie が実行する新しいアクションです (アク

ションは実行しません (アクションは実行しません (調査結果を抑制しません))。

コマンドが正常に実行された場合は、次のような出力が表示されます。

{ 
    "arn": "arn:aws:macie2:us-west-2:123456789012:findings-filter/8a1c3508-aa2f-4940-
b347-d1451example", 
    "id": "8a1c3508-aa2f-4940-b347-d1451example"
}

ここで、arn は、変更されたルールの Amazon リソースネーム (ARN)で、id は、ルールの一意の識
別子です

フィルタールールの削除
フィルタールールールは、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用していつでも削除
できます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用してフィルタールールを削除するには、次のステップに従います。

フィルタールールを削除するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Findings] (調査結果) を選択します。
3. [Saved rules] (保存されたルール) のリストで、削除するフィルタールールの隣にある [edit] (編集) 

アイコン ( ) を選択します。
4. [Filter rule] (フィルタールール) の下で、[Delete] (削除) を選択します。

API

フィルタールールールをプログラムで削除するには、Amazon Macie API DeleteFindingsFilterのオペ
レーションを使用します。id パラメータでは、削除するフィルタールールの一意の識別子を指定し
ます。[ListFindingsFilterオペレーションを使用してアカウントのフィルタールールと抑制ルールの
リストを取得することで、この識別子が得られます。を使用している場合はAWS CLI、list-findings-
filtersコマンドを実行してこのリストを取得します。

を使用してフィルタルールを削除するにはAWS CLI、delete-findings-filterコマンドを実行します。例:

C:\> aws macie2 delete-findings-filter --id 9b2b4508-aa2f-4940-b347-d1451example

[9b4508-aa2f-4940-b347-d1451example] は、削除するフィルタールの一意の識別子です。

コマンドが正常に実行されると、Macie は空の HTTP 200 レスポンスを返します。それ以外の場
合、Macie は HTTP 4xx またはオペレーションが失敗した理由を示す 500 レスポンスを返します。
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調査結果をフィルタリングするためのフィールド
調査結果をより効率的に分析できるようにするために、Amazon Macie コンソールと Amazon Macie API 
では、結果をフィルタリングするためのいくつかのフィールドセットにアクセスできます。

• [Common fields] (一般的なフィールド) -これらのフィールドには、あらゆるタイプの調査結果に適用さ
れるデータが保存されます。これらのフィールドは、重要度、調査結果タイプ、調査結果 IDなど、調査
結果の一般的な属性に関連しています。

• 影響を受けるリソースフィールド — これらのフィールドには、影響を受けるS3バケットまたはオブ
ジェクトの名前、タグ、暗号化設定など、結果が適用されるリソースに関するデータが格納されます。

• [Policy fields] (ポリシーフィールド) — これらのフィールドには、調査結果を生成したアクション、アク
ションを実行したエンティティなど、ポリシーの調査結果に固有のデータが保存されます。

• 機密データの分類フィールド — これらのフィールドには、影響を受けた S3 オブジェクトで見つけた機
密データのカテゴリやタイプなど、機密データの調査結果の一意のデータが格納されます。

フィルターは、上記のいずれかのセットのフィールドの組み合わせを使用できます。

このセクションのトピックでは、調査結果をフィルタリングするために使用できる個別のフィールドを
リスト化し、説明します。フィールド間の関係など、これらのフィールドの詳細については、Amazon 
Macie API リファレンスの「調査結果」を参照してください。

トピック
• 一般的なフィールド (p. 212)
• 影響を受けたリソースフィールド (p. 214)
• ポリシーフィールド (p. 220)
• 機密データの分類フィールド (p. 226)

一般的なフィールド
次のテーブルでは、一般的な調査結果の属性に基づいて調査結果をフィルタリングするために使用できる
フィールドのリストと説明を示します。これらのフィールドには、あらゆるタイプの調査結果に適用され
るデータが保存されます。

テーブルでは、[Field] (フィールド) 列は Amazon Macie コンソールのフィールドの名前を示しま
す。[JSON field] (JSON フィールド) 列はドット表記を使用して、調査結果と Amazon Macie API の JSON 
表現でフィールドの名前を示します。[Description] (説明) 列はフィールドに保存されるデータの簡単な説
明と、フィルター値の要件を示します。テーブルは、フィールドごとにアルファベット順に昇順で並べ替
えられ、次に JSON フィールド別に並べ替えられます。

フィールド JSON フィールド 説明

アカウント ID* accountId 調査結果が適用されるAWS アカ
ウントの一意の識別子。これは
通常、影響を受けたリソースを
所有するアカウントです。

— archived 調査結果が抑制ルールによって
アーカイブされたかどうかを指
定するブール値。

このフィールドをコンソールの
フィルターに追加するには、
フィルターバーの [Current] (現
在)、[Archived] (アーカイブ済
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フィールド JSON フィールド 説明
み)、または [All] (すべて) を選択
します。

カテゴリ category 検出結果のカテゴリ。

コンソールには、このフィール
ドをフィルターに追加するとき
に選択する値のリストが表示さ
れます。API では、有効な値は次
のとおりです: 機密データの調査
結果では、CLASSIFICATION、
および、ポリシーの調査結果で
は、POLICY。

— count 調査結果の合計出現数。機密
データの調査結果では、この値
は常に 1 です。機密データの
調査結果は、一意とみなされま
す。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。API を使用す
ると、このフィールドを使用し
てフィルターの数値範囲を定義
できます。

作成日時 createdAt Macie が調査結果を作成した日
時。

このフィールドを使用して、
フィルターの時間範囲を定義で
きます。

調査結果 ID* id フィルターの一意の識別子。こ
れは、調査結果を作成したとき
に、Macie が生成して調査結果に
割り当てるランダムな文字列で
す。

調査結果タイプ* type 調査結果のタイプ。たとえ
ば、SensitiveData:S3Object/
Personal または
Policy:IAMUser/
S3BucketPublic。

コンソールには、このフィール
ドをフィルターに追加するとき
に選択する値のリストが表示さ
れます。API の有効な値のリスト
については、Amazon Macie API
FindingTypeリファレンスのを参
照してください。
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フィールド JSON フィールド 説明

リージョン region AWS リージョンそのMacieが
調査結果を作成しました。たと
えば、us-east-1またはca-
central-1。

サンプル sample 調査結果がサンプル調査結
果かどうかを指定するブール
値。[sample finding] (サンプル
調査結果) は、何が調査結果に
含まれる可能があるかを示す
ために、データ例とプレースホ
ルダー値を使用する調査結果で
す。

コンソールには、このフィール
ドをフィルターに追加するとき
に選択する値のリストが表示さ
れます。

重要度 severity.description 調査結果の重要度の定性的表
現。

コンソールには、このフィール
ドをフィルターに追加するとき
に選択する値のリストが表示さ
れます。API では、有効な値は
Low、Medium、および High で
す。

更新時刻 updatedAt 調査結果が最終更新された日
時。機密データの調査結果で
は、この値は [Created at] (作成
日時) フィールドの値と同じで
す。機密データの調査結果は、
新規とみなされます (一意とみな
されます)。

このフィールドを使用して、
フィルターの時間範囲を定義で
きます。

* コンソールでこのフィールドに複数の値を指定するには、フィールドを使用してフィルターに個別の値
を指定する条件を追加し、次に追加の値ごとにそのステップを繰り返します。API でこれを行うには、
フィルターに使用する値をリスト化する配列を使用します。

影響を受けたリソースフィールド
次のトピックでは、調査結果が適用されるリソースに基づいて結果をフィルタリングするために使用でき
るフィールドのリストと説明を示します。トピックは、リソースタイプごとに整理されます。

トピック
• S3 バケット (p. 215)
• S3 オブジェクト (p. 219)
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S3 バケット

次のテーブルでは、調査結果が適用される S3 バケットの特性に基づいて結果をフィルタリングするため
に使用できるフィールドのリストと説明を示します。

テーブルでは、[Field] (フィールド) 列は Amazon Macie コンソールのフィールドの名前を示しま
す。[JSON field] (JSON フィールド) 列はドット表記を使用して、調査結果と Amazon Macie API の JSON 
表現でフィールドの名前を示します。(長い JSON フィールド名は、読みやすさを向上させるために改行
文字シーケンス (\n) を使用します。) [Description] (説明) 列はフィールドに保存されるデータの簡単な説明
と、フィルター値の要件を示します。テーブルは、フィールドごとにアルファベット順に昇順で並べ替え
られ、次に JSON フィールド別に並べ替えられます。

フィールド JSON フィールド 説明

— resourcesAffected.s3Bucket.createdAt影響を受けるバケットが作成さ
れた日付と時刻、またはバケッ
トのポリシーの編集などの変
更が影響を受けるバケットに対
して最後に加えられた日付と時
刻。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。API では、
このフィールドを使用してフィ
ルターの時間範囲を定義できま
す。

S3 バケットのデフォルトの暗号
化

resourcesAffected.s3Bucket.defaultServerSideEncryption.encryptionType影響を受けたバケットに追加さ
れたオブジェクトを暗号化する
ためにデフォルトで使用される
サーバー側の暗号化のタイプ。

コンソールには、このフィール
ドをフィルターに追加するとき
に選択する値のリストが表示さ
れます。API の有効な値のリスト
については、Amazon Macie API
EncryptionTypeリファレンスのを
参照してください。

S3 バケット暗号化 KMS キー ID* resourcesAffected.s3Bucket.defaultServerSideEncryption.kmsMasterKeyIdAmazon リソースネーム (ARN) 
または影響を受けたバケットに
追加されたオブジェクトを暗号
化するためにデフォルトで使用
される AWS KMS key の一意の
識別子 (キー ID)。

バケットポリシーで必要な S3 バ
ケットの暗号化

resourcesAffected.s3Bucket.allowsUnencryptedObjectUploadsオブジェクトがバケットに追加
されるときに、影響を受けたバ
ケットポリシーで、オブジェク
トのサーバー側の暗号化が必要
かどうかを指定します。

コンソールには、このフィール
ドをフィルターに追加するとき
に選択する値のリストが表示さ
れます。API の有効な値のリスト
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フィールド JSON フィールド 説明
については、Amazon Macie API 
リファレンスの「S3Bucket」を
参照してください。

S3 バケット名* resourcesAffected.s3Bucket.name影響を受けたバケットのフル
ネーム。

S3 バケット所有者の表示名* resourcesAffected.s3Bucket.owner.displayName影響を受けたバケットを所有す
る AWS ユーザーの表示名。

S3 バケットのパブリックアクセ
ス許可

resourcesAffected.s3Bucket.publicAccess.effectivePermissionバケットに適用されるアクセス
許可設定の組み合わせに基づい
て、影響を受けたバケットがパ
ブリックにアクセス可能かどう
かを指定します。

コンソールには、このフィール
ドをフィルターに追加するとき
に選択する値のリストが表示さ
れます。API の有効な値のリスト
については、Amazon Macie API
BucketPublicAccessリファレン
スのを参照してください。

— resourcesAffected.s3Bucket.publicAccess.permissionConfiguration.
\n

accountLevelPermissions.blockPublicAccess.blockPublicAcls

影響を受けたバケットとバケッ
ト内のオブジェクトのパブリッ
クアクセスコントロールリスト 
(ACL) が、Amazon S3 によって
ブロックされるかどうかを指定
するブール値。これは、バケッ
トのアカウントレベルのブロッ
クパブリックアクセス設定で
す。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

— resourcesAffected.s3Bucket.publicAccess.permissionConfiguration.
\n

accountLevelPermissions.blockPublicAccess.blockPublicPolicy

影響を受けたバケットのパブ
リックバケットポリシーを 
Amazon S3 がブロックするかど
うかを指定するブール値。これ
は、バケットのアカウントレベ
ルのブロックパブリックアクセ
ス設定です。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。
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フィールド JSON フィールド 説明

— resourcesAffected.s3Bucket.publicAccess.permissionConfiguration.
\n

accountLevelPermissions.blockPublicAccess.ignorePublicAcls

影響を受けたバケットおよびバ
ケット内のオブジェクトのパブ
リック ACL を Amazon S3 が無
視するかどうかを指定するブー
ル値。これは、バケットのア
カウントレベルのブロックパブ
リックアクセス設定です。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

— resourcesAffected.s3Bucket.publicAccess.permissionConfiguration.
\n

accountLevelPermissions.blockPublicAccess.restrictPublicBuckets

影響を受けたバケットのパブ
リックバケットポリシーを 
Amazon S3 が制限するかどうか
を指定するブール値。これは、
バケットのアカウントレベルの
ブロックパブリックアクセス設
定です。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

— resourcesAffected.s3Bucket.publicAccess.permissionConfiguration.
\n

bucketLevelPermissions.accessControlList.allowsPublicReadAccess

影響を受けたバケットのバケッ
トレベルの ACL が、一般ユー
ザーにバケットの読み取りアク
セス許可を付与するかどうかを
指定するブール値。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

— resourcesAffected.s3Bucket.publicAccess.permissionConfiguration.
\n

bucketLevelPermissions.accessControlList.allowsPublicWriteAccess

影響を受けたバケットのバケッ
トレベルの ACL が、一般ユー
ザーにバケットの書き込みアク
セス許可を付与するかどうかを
指定するブール値。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

— resourcesAffected.s3Bucket.publicAccess.permissionConfiguration.
\n

bucketLevelPermissions.blockPublicAccess.blockPublicAcls

影響を受けたバケットおよびバ
ケット内のオブジェクトのパブ
リック ACL を Amazon S3 がブ
ロックするかどうかを指定する
ブール値。これは、バケットの
バケットレベルのブロックパブ
リックアクセス設定です。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。
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フィールド JSON フィールド 説明

— resourcesAffected.s3Bucket.publicAccess.permissionConfiguration.
\n

bucketLevelPermissions.blockPublicAccess.blockPublicPolicy

影響を受けたバケットのパブ
リックバケットポリシーを 
Amazon S3 がブロックするかど
うかを指定するブール値。これ
は、バケットのバケットレベル
のブロックパブリックアクセス
設定です。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

— resourcesAffected.s3Bucket.publicAccess.permissionConfiguration.
\n

bucketLevelPermissions.blockPublicAccess.ignorePublicAcls

影響を受けたバケットおよびバ
ケット内のオブジェクトのパブ
リック ACL を Amazon S3 が
無視するかどうかを指定する
ブール値。これは、バケットの
バケットレベルのブロックパブ
リックアクセス設定です。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

— resourcesAffected.s3Bucket.publicAccess.permissionConfiguration.
\n

bucketLevelPermissions.blockPublicAccess.restrictPublicBuckets

影響を受けたバケットのパブ
リックバケットポリシーを 
Amazon S3 が制限するかどうか
を指定するブール値。これは、
バケットのバケットレベルのブ
ロックパブリックアクセス設定
です。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

— resourcesAffected.s3Bucket.publicAccess.permissionConfiguration.
\n

bucketLevelPermissions.bucketPolicy.allowsPublicReadAccess

影響を受けたバケットのポリ
シーが、一般ユーザーがバケッ
トへの読み取りアクセス権を持
つことを許可するかどうかを指
定するブール値。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

— resourcesAffected.s3Bucket.publicAccess.permissionConfiguration.
\n

bucketLevelPermissions.bucketPolicy.allowsPublicWriteAccess

影響を受けたバケットのポリ
シーが、一般ユーザーがバケッ
トへの書き込みアクセス権を持
つことを許可するかどうかを指
定するブール値。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。
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フィールド JSON フィールド 説明

S3 バケットタグキー* resourcesAffected.s3Bucket.tags.key影響を受けたバケットに関連付
けられたタグキー。

S3 バケットタグ値* resourcesAffected.s3Bucket.tags.value影響を受けたバケットに関連付
けられたタグ値。

* コンソールでこのフィールドに複数の値を指定するには、フィールドを使用してフィルターに個別の値
を指定する条件を追加し、次に追加の値ごとにそのステップを繰り返します。API でこれを行うには、
フィルターに使用する値をリスト化する配列を使用します。

S3 オブジェクト

次のテーブルでは、調査結果が適用される S3 オブジェクトの特性に基づいて結果をフィルタリングする
ために使用できるフィールドのリストと説明を示します。

テーブルでは、[Field] (フィールド) 列は Amazon Macie コンソールのフィールドの名前を示しま
す。[JSON field] (JSON フィールド) 列はドット表記を使用して、調査結果と Amazon Macie API の JSON 
表現でフィールドの名前を示します。[Description] (説明) 列はフィールドに保存されるデータの簡単な説
明と、フィルター値の要件を示します。テーブルは、フィールドごとにアルファベット順に昇順で並べ替
えられ、次に JSON フィールド別に並べ替えられます。

フィールド JSON フィールド 説明

S3 オブジェクトの暗号化 KMS 
キー ID*

resourcesAffected.s3Object.serverSideEncryption.kmsMasterKeyIdAmazon リソースネーム (ARN) 
または影響を受けたオブジェク
トを暗号化するために使用され
た AWS KMS key の一意の識別
子 (キー ID) です。

S3 オブジェクトの暗号化タイプ resourcesAffected.s3Object.serverSideEncryption.encryptionType影響を受けたオブジェクトの暗
号化に使用されたサーバー側の
暗号化のタイプ。

コンソールには、このフィール
ドをフィルターに追加するとき
に選択する値のリストが表示さ
れます。API の有効な値のリスト
については、Amazon Macie API
EncryptionTypeリファレンスのを
参照してください。

— resourcesAffected.s3Object.extension影響を受けたオブジェクトの
ファイル名拡張子。ファイル
名拡張子のないオブジェクトで
は、フィルターの値として "" を
指定します。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

— resourcesAffected.s3Object.lastModified影響を受けたオブジェクトが作
成された日時、または最後に変
更された日時 (いずれか最新の日
時)。
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フィールド JSON フィールド 説明
このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。API では、
このフィールドを使用してフィ
ルターの時間範囲を定義できま
す。

S3 オブジェクトキー* resourcesAffected.s3Object.key該当オブジェクトのプレフィッ
クスを含む、影響を受けるオブ
ジェクトのフルネーム (キー)。

— resourcesAffected.s3Object.path影響を受けるバケットの名前と
オブジェクトの名前 (キー) を含
む、影響を受けるオブジェクト
へのフルパス。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

S3 オブジェクトのパブリックア
クセス

resourcesAffected.s3Object.publicAccessオブジェクトに適用されるアク
セス許可設定の組み合わせに基
づいて、影響を受けたオブジェ
クトがパブリックにアクセス
可能かどうかを指定するブール
値。

コンソールには、このフィール
ドをフィルターに追加するとき
に選択する値のリストが表示さ
れます。

S3 オブジェクトタグキー* resourcesAffected.s3Object.tags.key影響を受けたオブジェクトに関
連付けられたタグキー。

S3 オブジェクトタグ値* resourcesAffected.s3Object.tags.value影響を受けたオブジェクトに関
連付けらたタグ値。

* コンソールでこのフィールドに複数の値を指定するには、フィールドを使用してフィルターに個別の値
を指定する条件を追加し、次に追加の値ごとにそのステップを繰り返します。API でこれを行うには、
フィルターに使用する値をリスト化する配列を使用します。

ポリシーフィールド
次のテーブルでは、ポリシーの調査結果をフィルタリングするために使用できるフィールドのリストと説
明を示します。これらのフィールドは、ポリシーの調査結果に固有のデータを保存します。

テーブルでは、[Field] (フィールド) 列は Amazon Macie コンソールのフィールドの名前を示しま
す。[JSON field] (JSON フィールド) 列はドット表記を使用して、調査結果と Amazon Macie API の JSON 
表現でフィールドの名前を示します。(長い JSON フィールド名は、読みやすさを向上させるために改行
文字シーケンス (\n) を使用します。) [Description] (説明) 列はフィールドに保存されるデータの簡単な説明
と、フィルター値の要件を示します。テーブルは、フィールドごとにアルファベット順に昇順で並べ替え
られ、次に JSON フィールド別に並べ替えられます。

220



Amazon Macie ユーザーガイド
調査結果をフィルタリングするためのフィールド

フィールド JSON フィールド 説明

アクションタイプ policyDetails.action.actionType結果を生成したアクションのタ
イプ。このフィールドで唯一の
有効な値は AWS_API_CALL で
す。

API コール名* policyDetails.action.apiCallDetails.api最後に呼び出され、調査
結果を生成したオペレー
ションの名前。たとえ
ば、PutBucketPublicAccessBlock。

API サービス名* policyDetails.action.apiCallDetails.apiServiceName呼び出され、AWS のサービス調
査結果を生成したオペレーショ
ンを提供するのの URL。たとえ
ばs3.amazonaws.com。

— policyDetails.action.apiCallDetails.firstSeenいずれかのオペレーションが呼
び出され、調査結果を生成した
最初の日付と時刻。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。API では、
このフィールドを使用してフィ
ルターの時間範囲を定義できま
す。

— policyDetails.action.apiCallDetails.lastSeen指定されたオペレーション ([API 
call name] (API コール名) または
api) が呼び出され、調査結果が
生成された最新の日時。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。API では、
このフィールドを使用してフィ
ルターの時間範囲を定義できま
す。

— policyDetails.actor.domainDetails.domainNameアクションの実行に使用された
デバイスのドメイン名。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

IP 都市* policyDetails.actor.ipAddressDetails.ipCity.nameアクションの実行に使用された
デバイスの IP アドレスの発信元
の都市の名前。

IP 国* policyDetails.actor.ipAddressDetails.ipCountry.nameアクションの実行に使用された
デバイスの IP アドレスの発信元
の国の名前。たとえば、United 
States。

— policyDetails.actor.ipAddressDetails.ipOwner.asnアクションの実行に使用された
デバイスの IP アドレスを含む自
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フィールド JSON フィールド 説明
律システムの自律システム番号 
(ASN)。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

IP 所有者 ASN 組織* policyDetails.actor.ipAddressDetails.ipOwner.asnOrgアクションの実行に使用された
デバイスの IP アドレスを含む、
自律システムの ASN に関連付け
られた組織 ID。

IP 所有者 ISP* policyDetails.actor.ipAddressDetails.ipOwner.ispアクションの実行に使用された
デバイスの IP アドレスを所有し
ていたインターネットサービス
プロバイダー (ISP) の名前。

IP V4 アドレス* policyDetails.actor.ipAddressDetails.ipAddressV4アクションの実行に使用された
デバイスのインターネットプロ
トコルバージョン 4 (IPv4) のア
ドレス。

— policyDetails.actor.userIdentity.assumedRole.accessKeyIdAWS STS APIの AssumeRole
オペレーションを使用して取得
された一時的なセキュリティ認
証情報で実行したアクションで
は、認証情報を識別する AWS ア
クセスキー ID。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

ユーザー ID が引き受けたロール
アカウント ID*

policyDetails.actor.userIdentity.assumedRole.accountIdAssumeRoleAWS STSAPIの
オペレーションを使用して取得
された一時的セキュリティ認証
情報で実行されたアクションで
は、認証情報を取得するために
使用されたエンティティを所有
するの一意の識別子。AWS アカ
ウント

ユーザー ID が引き受けたロール
プリンシパル ID*

policyDetails.actor.userIdentity.assumedRole.principalIdAWS STS APIの AssumeRole
オペレーションを使用して取得
された一時的セキュリティ認証
情報で実行されたアクションで
は、認証情報を取得するために
使用されたエンティティの一意
の識別子。
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フィールド JSON フィールド 説明

ユーザー ID が引き受けたロール
セッション ARN*

policyDetails.actor.userIdentity.assumedRole.arnAWS STS APIの AssumeRole
オペレーションを使用して取
得された一時的セキュリティ
認証情報で実行されたアクショ
ンでは、認証情報を取得するた
めに使用されたソースアカウン
ト、IAM ユーザー、またはロー
ルの Amazon リソースネーム 
(ARN)。

— policyDetails.actor.userIdentity.assumedRole.sessionContext.
\n

sessionIssuer.type

AWS STS APIの AssumeRole
オペレーションを使用して取
得された一時的セキュリティ
認証情報で実行されたアク
ションでは、一時的セキュリ
ティ認証情報のソース。たとえ
ば、Root、IAMUser、または
Role。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

— policyDetails.actor.userIdentity.assumedRole.sessionContext.
\n

sessionIssuer.userName

AWS STS APIの AssumeRole
オペレーションを使用して取得
された一時的セキュリティ認証
情報で実行されたアクションで
は、セッションを発行したユー
ザーまたはロールの名前または
エイリアス エイリアスを持たな
いルートアカウントから認証情
報が取得された場合、この値は 
null になることに注意してくださ
い。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

ユーザー ID AWS アカウントの
アカウント ID*

policyDetails.actor.userIdentity.awsAccount.accountIdAWS アカウント別のアクション
では、アカウントの一意の識別
子。

ユーザー ID AWS アカウントの
プリンシパル ID*

policyDetails.actor.userIdentity.awsAccount.principalId別のアクションではAWS アカウ
ント、アクションを実行したエ
ンティティの一意の識別子。

呼び出されたユーザー ID AWS 
サービス

policyDetails.actor.userIdentity.awsService.invokedByに属するアカウントによって実
行されたアクションではAWS の
サービス、サービスの名前。
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フィールド JSON フィールド 説明

— policyDetails.actor.userIdentity.federatedUser.accessKeyIdAWS STS APIの
GetFederationToken オペ
レーションを使用して取得され
た一時的なセキュリティ認証情
報で実行したアクションでは、
認証情報を識別する AWS アクセ
スキー ID。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

ユーザー ID フェデレーティッド
セッション ARN*

policyDetails.actor.userIdentity.federatedUser.arnAWS STS APIの
GetFederationToken オペ
レーションを使用して取得され
た一時的セキュリティ認証情報
で実行されたアクションでは、
認証情報を取得するために使用
されたエンティティの ARN。

ユーザー ID フェデレーテッド
ユーザーアカウント ID*

policyDetails.actor.userIdentity.federatedUser.accountIdGetFederationTokenAWS 
STSAPIのオペレーションを使
用して取得された一時的セキュ
リティ認証情報で実行されたア
クションでは、認証情報を取得
するために使用されたエンティ
ティを所有するの一意の識別
子。AWS アカウント

ユーザー ID フェデレーティッド
ユーザープリンシパル ID*

policyDetails.actor.userIdentity.federatedUser.principalIdAWS STS APIの
GetFederationToken オペ
レーションを使用して取得され
た一時的セキュリティ認証情報
で実行されたアクションでは、
認証情報を取得するために使用
されたエンティティの一意の識
別子。

— policyDetails.actor.userIdentity.federatedUser.sessionContext.
\n

sessionIssuer.type

AWS STS APIの
GetFederationToken オ
ペレーションを使用して取得
された一時的セキュリティ認
証情報で実行されたアクショ
ンでは、一時的セキュリティ
認証情報のソース。たとえ
ば、Root、IAMUser、または
Role。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。
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フィールド JSON フィールド 説明

— policyDetails.actor.userIdentity.federatedUser.sessionContext.
\n

sessionIssuer.userName

AWS STS APIの
GetFederationToken オペ
レーションを使用して取得され
た一時的セキュリティ認証情報
で実行されたアクションでは、
セッションを発行したユーザー
またはロールの名前またはエイ
リアス エイリアスを持たない
ルートアカウントから認証情報
が取得された場合、この値は 
null になることに注意してくださ
い。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

ユーザー ID IAM アカウント ID* policyDetails.actor.userIdentity.iamUser.accountIdIAM ユーザーの認証情報を使
用して実行されたアクションで
は、アクションを実行した IAM 
ユーザーに関連付けられたの一
意の識別子。AWS アカウント

ユーザー ID IAM プリンシパル 
ID*

policyDetails.actor.userIdentity.iamUser.principalIdIAM ユーザーの認証情報を使
用して実行されたアクションで
は、アクションを実行した IAM 
ユーザーの一意の識別子。

ユーザー ID IAM ユーザー名* policyDetails.actor.userIdentity.iamUser.userNameIAM ユーザーの認証情報を使
用して実行されたアクションで
は、アクションを実行した IAM 
ユーザーのユーザー名。

ユーザー ID ルートアカウント 
ID*

policyDetails.actor.userIdentity.root.accountIdユーザーの認証情報を使用して
実行されたアクションではAWS 
アカウント、アカウントの一意
の識別子。

ユーザー ID ルートプリンシパル 
ID*

policyDetails.actor.userIdentity.root.principalIdユーザーの認証情報を使用して
実行されたアクションではAWS 
アカウント、アクションを実行
したエンティティの一意の識別
子。

ユーザー ID タイプ policyDetails.actor.userIdentity.type調査結果を生成したアクション
を実行したエンティティのタイ
プ。

コンソールには、このフィール
ドをフィルターに追加するとき
に選択する値のリストが表示さ
れます。API の有効な値のリスト
については、Amazon Macie API
UserIdentityTypeリファレンスの
を参照してください。
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* コンソールでこのフィールドに複数の値を指定するには、フィールドを使用してフィルターに個別の値
を指定する条件を追加し、次に追加の値ごとにそのステップを繰り返します。API でこれを行うには、
フィルターに使用する値をリスト化する配列を使用します。

機密データの分類フィールド
次のテーブルでは、機密データの調査結果をフィルタリングするために使用できるフィールドのリストと
説明を示します。これらのフィールドは、機密データの調査結果に固有のデータを保存します。

テーブルでは、[Field] (フィールド) 列は Amazon Macie コンソールのフィールドの名前を示しま
す。[JSON field] (JSON フィールド) 列はドット表記を使用して、調査結果と Amazon Macie API の JSON 
表現でフィールドの名前を示します。[Description] (説明) 列はフィールドに保存されるデータの簡単な説
明と、フィルター値の要件を示します。テーブルは、フィールドごとにアルファベット順に昇順で並べ替
えられ、次に JSON フィールド別に並べ替えられます。

フィールド JSON フィールド 説明

カスタムデータ識別子 ID* classificationDetails.result.customDataIdentifiers.detections.arnデータを検出して結果を生成し
たカスタムデータ識別子のの一
意の識別子。

カスタムデータ識別子の名前* classificationDetails.result.customDataIdentifiers.detections.nameデータを検出して結果を生成し
たカスタムデータ識別子の名
前。

カスタムデータ識別子の合計カ
ウント

classificationDetails.result.customDataIdentifiers.detections.countカスタムデータ識別子によって
検出され、調査結果を生成した
データの合計出現数。

このフィールドを使用して、
フィルターの数値範囲を定義で
きます。

ジョブ ID* classificationDetails.jobId調査結果を生成した機密データ
検出ジョブの一意の識別子。

オリジンタイプ classificationDetails.originTypeMacieAUTOMATED_SENSITIVE_DATA_DISCOVERY
が調査結果の原因となっ
た機密データをどのよ
うに見つけたか:また
はSENSITIVE_DATA_DISCOVERY_JOB.

— classificationDetails.result.mimeType調査結果が適用される MIME タ
イプなどのコンテンツのタイ
プ。たとえば、CSV ファイルで
は、text/csv、Adobe Portable 
Document Format ファイルで
は、application/pdf。

このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。

— classificationDetails.result.sizeClassified調査結果が適用される S3 オブ
ジェクトの合計ストレージサイ
ズ (バイト単位)。
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フィールド JSON フィールド 説明
このフィールドは、コンソール
ではフィルターオプションとし
て使用できません。API を使用す
ると、このフィールドを使用し
てフィルターの数値範囲を定義
できます。

結果ステータスコード* classificationDetails.result.status.code調査結果のステータス。有効な 
値は次のとおりです。

• COMPLETE — Macie はオブ
ジェクトの分析を完了しまし
た。

• PARTIAL — Macie はオブジェ
クト内のデータのサブセット
のみを分析しました。たとえ
ば、オブジェクトはサポート
されていない形式のファイル
を含むアーカイブファイルで
す。

• SKIPPED — Macie はオブジェ
クトを分析できませんでし
た。たとえば、オブジェク
トの形式が不正なファイルで
す。

機密データのカテゴリ classificationDetails.result.sensitiveData.category検出され、調査結果を生成した
機密データのカテゴリ。

コンソールには、このフィール
ドをフィルターに追加するとき
に選択する値のリストが表示さ
れます。API では、有効な値は
CREDENTIALS、FINANCIAL_INFORMATION、
および
PERSONAL_INFORMATION で
す。

機密データの検出タイプ classificationDetails.result.sensitiveData.detections.type検出され、結果を生成した機密
データのタイプ。

コンソールには、このフィール
ドをフィルターに追加するとき
に選択する値のリストが表示さ
れます。タイプの詳細なリスト
については、「機密データの検
出タイプ (p. 228)」を参照して
ください。

機密データの合計カウント classificationDetails.result.sensitiveData.detections.count検出され、結果を生成した機密
データの出現の合計数。

このフィールドを使用して、
フィルターの数値範囲を定義で
きます。
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* コンソールでこのフィールドに複数の値を指定するには、フィールドを使用してフィルターに個別の値
を指定する条件を追加し、次に追加の値ごとにそのステップを繰り返します。API でこれを行うには、
フィルターに使用する値をリスト化する配列を使用します。

機密データの検出タイプ
次のトピックでは、フィルター内の [Sensitive data detection type] (機密データの検
出タイプ) に対して指定できる値のリストを示します。(このフィールドの JSON 名は
classificationDetails.result.sensitiveData.detections.type です。) トピックは、Macie 
がマネージドデータ識別子を使用して検出できる機密データのカテゴリ別に整理されています。

カテゴリ
• 認証情報 (p. 228)
• 財務情報 (p. 228)
• 個人情報 (p. 229)

特定の検出タイプの詳細については、「マネージドデータ識別子の使用 (p. 49)」を参照してください。

認証情報

次の値を指定して、S3 オブジェクトでの認証情報データの出現をレポートする調査結果をフィルタリング
できます。

検出タイプ フィルターの値

AWS シークレットアクセスキー AWS_CREDENTIALS

HTTP 基本認証ヘッダー HTTP_BASIC_AUTH_HEADER

JSON ウェブトークン (JWT) JSON_WEB_TOKEN

OpenSSH プライベートキー OPENSSH_PRIVATE_KEY

PGP プライベートキー PGP_PRIVATE_KEY

公開鍵暗号標準 (PKCS) プライベートキー PKCS

PuTTY プライベートキー PUTTY_PRIVATE_KEY

財務情報

次の値を指定して、S3 オブジェクトでの財務データの出現をレポートする結果をフィルタリングできま
す。

検出タイプ フィルターの値

銀行口座番号 BANK_ACCOUNT_NUMBER (カナ
ダおよび米国の銀行口座番号の場
合)、FRANCE_BANK_ACCOUNT_NUMBER, 
GERMANY_BANK_ACCOUNT_NUMBER, 
ITALY_BANK_ACCOUNT_NUMBER, 
SPAIN_BANK_ACCOUNT_NUMBER, 
UK_BANK_ACCOUNT_NUMBER

クレジットカードの有効期限 CREDIT_CARD_EXPIRATION

クレジットカードの磁気ストライプデータ CREDIT_CARD_MAGNETIC_STRIPE
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検出タイプ フィルターの値

クレジットカード番号 CREDIT_CARD_NUMBER (キーワードに
近いクレジットカード番号の場合) と
CREDIT_CARD_NUMBER_(NO_KEYWORD) (キー
ワードに近くないクレジットカード番号の場合)

クレジットカード認証コード CREDIT_CARD_SECURITY_CODE

個人情報

次の値を指定して、S3 オブジェクトでの個人ヘルス情報 (PHI) の出現をレポートする結果をフィルタリン
グできます。

検出タイプ フィルターの値

麻薬取締局 (DEA) 登録番号 US_DRUG_ENFORCEMENT_AGENCY_NUMBER

健康保険請求番号 (HICN) USA_HEALTH_INSURANCE_CLAIM_NUMBER

健康保険または医療識別番号 CANADA_HEALTH_NUMBER, 
EUROPEAN_HEALTH_INSURANCE_CARD_NUMBER, 
FINLAND_EUROPEAN_HEALTH_INSURANCE_NUMBER, 
FRANCE_HEALTH_INSURANCE_NUMBER, 
UK_NHS_NUMBER, 
USA_MEDICARE_BENEFICIARY_IDENTIFIER

ヘルスケア共通手順コーディングシステム 
(HCPCS) コード

USA_HEALTHCARE_PROCEDURE_CODE

全米医薬品コード (NDC) USA_NATIONAL_DRUG_CODE

国家プロバイダー識別子 (NPI) USA_NATIONAL_PROVIDER_IDENTIFIER

機器固有識別子 (UDI) MEDICAL_DEVICE_UDI

次の値を指定して、S3 オブジェクトでの個人識別情報 (PII) の出現をレポートする結果をフィルタリング
できます。

検出タイプ フィルターの値

生年月日 DATE_OF_BIRTH

運転免許証識別番号 AUSTRALIA_DRIVERS_LICENSE, 
AUSTRIA_DRIVERS_LICENSE, 
BELGIUM_DRIVERS_LICENSE, 
BULGARIA_DRIVERS_LICENSE, 
CANADA_DRIVERS_LICENSE, 
CROATIA_DRIVERS_LICENSE, 
CYPRUS_DRIVERS_LICENSE, 
CZECHIA_DRIVERS_LICENSE, 
DENMARK_DRIVERS_LICENSE, 
DRIVERS_LICENSE (米国の場
合)、ESTONIA_DRIVERS_LICENSE, 
FINLAND_DRIVERS_LICENSE, 
FRANCE_DRIVERS_LICENSE, 
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検出タイプ フィルターの値
GERMANY_DRIVERS_LICENSE, 
GREECE_DRIVERS_LICENSE, 
HUNGARY_DRIVERS_LICENSE, 
IRELAND_DRIVERS_LICENSE, 
ITALY_DRIVERS_LICENSE, 
LATVIA_DRIVERS_LICENSE, 
LITHUANIA_DRIVERS_LICENSE, 
LUXEMBOURG_DRIVERS_LICENSE, 
MALTA_DRIVERS_LICENSE, 
NETHERLANDS_DRIVERS_LICENSE, 
POLAND_DRIVERS_LICENSE, 
PORTUGAL_DRIVERS_LICENSE, 
ROMANIA_DRIVERS_LICENSE, 
SLOVAKIA_DRIVERS_LICENSE, 
SLOVENIA_DRIVERS_LICENSE, 
SPAIN_DRIVERS_LICENSE, 
SWEDEN_DRIVERS_LICENSE, 
UK_DRIVERS_LICENSE

選挙人名簿番号 UK_ELECTORAL_ROLL_NUMBER

フルネーム NAME

全地球測位システム (GPS) 座標 LATITUDE_LONGITUDE

HTTP クッキー HTTP_COOKIE

郵送先住所 ADDRESS, BRAZIL_CEP_CODE

国民識別番号 BRAZIL_RG_NUMBER, 
FRANCE_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER, 
GERMANY_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER, 
ITALY_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER, 
SPAIN_DNI_NUMBER

国民保険番号 (NINO) UK_NATIONAL_INSURANCE_NUMBER

パスポート番号 CANADA_PASSPORT_NUMBER, 
FRANCE_PASSPORT_NUMBER, 
GERMANY_PASSPORT_NUMBER, 
ITALY_PASSPORT_NUMBER, 
SPAIN_PASSPORT_NUMBER, 
UK_PASSPORT_NUMBER, 
USA_PASSPORT_NUMBER

本籍地 CANADA_NATIONAL_IDENTIFICATION_NUMBER

電話番号 BRAZIL_PHONE_NUMBER, 
FRANCE_PHONE_NUMBER, 
GERMANY_PHONE_NUMBER, 
ITALY_PHONE_NUMBER, PHONE_NUMBER (カ
ナダと米国の場合)、SPAIN_PHONE_NUMBER, 
UK_PHONE_NUMBER

社会保険番号 (SIN) CANADA_SOCIAL_INSURANCE_NUMBER
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検出タイプ フィルターの値

社会保障番号 (SSN) SPAIN_SOCIAL_SECURITY_NUMBER, 
USA_SOCIAL_SECURITY_NUMBER

納税者識別番号または参照番号 AUSTRALIA_TAX_FILE_NUMBER, 
BRAZIL_CNPJ_NUMBER, BRAZIL_CPF_NUMBER, 
FRANCE_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER, 
GERMANY_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER, 
SPAIN_NIE_NUMBER, SPAIN_NIF_NUMBER, 
SPAIN_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER, 
UK_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER, 
USA_INDIVIDUAL_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER

車両識別番号 (VIN) VEHICLE_IDENTIFICATION_NUMBER

Amazon Macie の調査結果で機密データを調べる
機密データ検出ジョブを実行、または Amazon Macie が機密データ自動検出を実行すると、Macie は 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) オブジェクトで見つかった機密データの各出現箇所につ
いて詳細を取得します。これには、Macie が [マネージドデータ識別子 (p. 49))] (マネージドデータ識別
子 (p. 67)) を使用して検出した機密データが含まれます。

機密データの調査結果を使用して、各 S3 オブジェクトで Macie が見つけた機密データ最大 15 個までに
ついて、詳細をレビューできます。この詳細情報から、特定の S3 バケットとオブジェクトに含まれてい
る可能性がある機密データのカテゴリとタイプの幅広さについて、インサイトが得られます。オブジェク
ト内の機密データの個々の出現箇所を特定し、特定のバケットやオブジェクトについてさらに深い調査を
行うかどうかを判断できます。

さらに詳しい情報を得るために、オプションで Macie を設定して使用し、Macie が個々の調査結果で報
告する機密データのサンプルを取得することもできます。サンプルは、Macie が見つけた機密データの性
質を検証し、影響を受けた S3 バケットとオブジェクトの調査を調整するのに役立ちます。結果から機密
データサンプルを取得することを選択した場合、Macie は結果のデータを使用して、調査結果によって報
告された各タイプの機密データを 1 ～ 10 件検出します。その後、Macie は該当するオブジェクトから機
密データを抽出し、そのデータを表示して確認できるようにします。

S3 オブジェクトに多数の機密データが含まれる場合、調査結果は、対応する機密データ検出結果を見つけ
るのにも役立ちます。機密データ検出結果は、機密データ調査結果と異なり、Macie がオブジェクト内で
見つけた各タイプの機密データ最大 1,000 個について、詳細な場所データを提供します。Macie は、機密
データの調査結果と機密データの検出結果の場所データに同じスキーマを使用します。機密データの検出
結果の詳細については、「機密データ検出結果の保存と保持 (p. 171)」を参照してください。

このセクションのトピックでは、機密データ調査結果で報告された機密データを見つけ、オプションでそ
の出現箇所を取得する方法について説明します。また、Macie が見つけた個々の機密データの出現箇所を
報告するのに使用するスキーマについても説明します。

トピック
• Amazon Macie の調査結果を用いて機密データを見つける (p. 232)
• Amazon Macie の調査結果を含む機密データのサンプルの取得 (p. 234)
• 機密データの場所の JSON スキーマ (p. 245)
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Amazon Macie の調査結果を用いて機密データを見つ
ける
機密データの検出ジョブを実行するか、Amazon Macie が機密データの自動検出を実行すると、Macie は
分析する各 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) オブジェクトの最新バージョンの詳細な検査を
実行します。Macie は、[depth-first search] (深さ優先検索) アルゴリズムも使用して、Macie が S3 オブ
ジェクトで見つけた機密データの特定の出現の場所に関する詳細を結果に入力します。これらの出現は、
影響を受けた S3 バケットおよびオブジェクトに含まれる可能性のある機密データのカテゴリとタイプに
関する洞察を提供します。この詳細から、オブジェクト内の機密データの個別の出現を見つけ、特定のバ
ケットやオブジェクトの詳細な調査を行うかどうかを判断することができます。

機密データの調査結果を使用すると、Macie が影響を受けた S3 オブジェクトで見つけた機密データのう
ち最大 15 件までの出現の場所を特定できます。これには、Macie が [managed data identifiers] (マネージ
ドデータ識別子 (p. 49)) を使用して検出した機密データ、および使用するジョブまたは Macie を構成した
カスタムデータ識別子 (p. 67) (カスタムデータ識別子) の基準に一致するデータが含まれます。

機密データの調査結果では、次のような詳細を提供できます。

• Microsoft Excel ワークブック、CSV ファイル、または TSV ファイルのセルまたはフィールドの列番号
と行番号。

• JSON または JSON Lines ファイル内のフィールドまたは配列へのパス。
• CSV、JSON、JSON Lines、または TSV ファイル以外の非バイナリテキストファイル 

(HTML、TXT、XML ファイルなど) 内の行の行番号。
• Adobe Portable Document Format (PDF) ファイル内のページのページ番号。
• Apache Avro オブジェクトコンテナまたは Apache Parquet ファイル内のレコードのレコードインデッ

クスとフィールドへのパス。

Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用してこれらの詳細にアクセスできます。ま
た、Macie が他のAWS のサービス方 (Amazon EventBridge との両方) に発行した調査結果でのこれらの詳
細にもアクセスできますAWS Security Hub。Macie がこれらの詳細を報告するために使用する JSON 構
造については、を参照してください機密データの場所の JSON スキーマ (p. 245)。Macie が他のAWS の
サービスユーザーに発行した調査結果の詳細にアクセスする方法を示しています調査結果のモニタリング
と処理 (p. 263)。

S3 オブジェクトに多くの機密データの出現が含まれている場合は、調査結果を使用して対応する機密
データの検出結果に移動することもできます。機密データの調査結果とは異なり、機密データの検出結
果は、Macie がオブジェクト内で検出した各タイプの機密データの最大 1,000 件までの出現の詳細な場所
データを提供します。S3 オブジェクトが .tar ファイルや .zip ファイルなどのアーカイブファイルの場合、
これには Macie がアーカイブから抽出した個別のファイル内の機密データの出現が含まれます。(Macie 
は、機密データの調査結果にこの情報を含めません。) 機密データの検出結果の詳細については、「機密
データ検出結果の保存と保持 (p. 171)」を参照してください。Macie は、機密データの調査結果と機密
データの検出結果の場所データに同じスキーマを使用します。

機密データの出現を見つける
機密データの出現を見つけるには、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用できま
す。以下のステップでは、コンソールを使用して機密データを検索する方法を示しています。

機密データをプログラムで検索するには、Amazon Macie API GetFindingsのオペレーションを使
用します。結果に特定の種類の機密データが 1 つ以上出現した場所に関する詳細が含まれている場
合、occurrences結果内のオブジェクトはこれらの詳細を提供します。詳細については、「機密データの
場所の JSON スキーマ (p. 245)」を参照してください。

機密データの出現を見つけるには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
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2. ナビゲーションペインで [Findings] (調査結果) を選択します。

Tip

[Jobs] (ジョブ) ページを使用して、特定の機密データ検出ジョブのすべての調査結果を表示
できます。これを行うには、ナビゲーションペインで [Jobs] (ジョブ) を選択し、次にジョブ
の名前を選択します。詳細パネルの上部で、[Show results] (結果を表示する) を選択し、次に
[Show findings] (調査結果を表示する) を選択します。

3. [Findings] (調査結果) ページで、見つけたい機密データの調査結果を選択します。詳細パネルに、調査
結果の情報が表示されます。

4. 詳細パネルで、[機密データ] (機密データ) セクションにスクロールします。このセクションで
は、Macie が影響を受けた S3 オブジェクトで見つけた機密データのカテゴリとタイプに関する情報
を提供します。Macie が検出した機密データのタイプごとの出現の数も示されます。

たとえば、次の画像は、クレジットカード番号が 30 件、名前が 30 件、米国の社会保障番号が 30 件
出現したと報告された結果の詳細を示しています。

調査結果に、特定の種類の機密データの 1件以上の出現の場所に関する詳細が含まれている場合、出
現の数はリンクを示しています。リンクを選択すると、詳細が表示されます。Macie は新しいウィン
ドウを開き、詳細を JSON 形式で表示します。

たとえば、以下の画像は、影響を受けた S3 オブジェクト内のクレジットカード番号の 2 つまでの出
現の場所を示しています。

詳細を JSON ファイルとして保存するには、[Download] (ダウンロード) を選択し、次にファイルの名
前と場所を指定します。
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5. (オプション) すべての調査結果の詳細を JSON ファイルとして保存するには、詳細パネルの上部にあ
る調査結果の識別子 ([Finding ID] (調査結果 ID)) を選択します。Macie は新しいウィンドウを開き、す
べての詳細を JSON 形式で表示します。[Download] (ダウンロード) を選択し、次にファイルの名前と
場所を指定します。

影響を受けたオブジェクト内の各タイプの機密データの最大 1,000 件までの出現の場所に関する詳細に
アクセスするには、その調査結果に対して対応する機密データの検出結果を示しています。これを行うに
は、パネルの「詳細」セクションの先頭までスクロールします。次に、「詳細な結果場所」フィールドで
リンクを選択します。Macie は Amazon S3 コンソールを開き、対応する検出結果を含むファイルまたは
フォルダーを表示します。

Amazon Macie の調査結果を含む機密データのサンプ
ルの取得
Amazon Macie が検出して調査結果で報告する機密データの性質を検証するには、オプションで Macie 
を設定して使用し、個々の調査結果によって報告された機密データのサンプルを取得して公開すること
ができます。これには、Macie が、マネージドデータ識別子、およびカスタムデータ識別子 (p. 49)、お
よびカスタムデータ識別子、検査結果の基準に一致するデータが含まれます (p. 67)。これらのサンプル
は、Macie が見つけたデータの性質を検証するのに役立ちますし、影響を受けた Amazon Simple Storage 
Service (Amazon S3) のオブジェクトとバケットの調査をカスタマイズするのにも役立ちます。

機密データのサンプルを取得して結果を得るたびに、Macie は次の一般的なタスクを実行します。

1. 検査結果では、機密データの個別の出現の場所と、検査結果の対応する機密データの検出結果の場所が
特定されていることを確認します。

2. 検査結果の対応する機密データの検出結果を評価し、影響を受けたオブジェクト内の機密データのメタ
データと、影響を受けたオブジェクト内の機密データの出現の場所データの有効性をチェックします。

3. 機密データ検出結果のデータを使用して、調査結果によって報告された機密データの最初の 1 ～ 10 件
を特定し、該当する S3 オブジェクトから各出現箇所の最初の 1 ～ 128 文字を抽出します。調査結果か
ら複数の種類の機密データが報告された場合、Macie は最大 100 種類の機密データを分析します。

4. 抽出されたデータを、指定したAWS Key Management Service (AWS KMS) キーで暗号化します。
5. 暗号化されたデータを一時的にキャッシュに保存し、確認できるようにデータを表示します。データ

は、転送中と不使用時のデータは常に暗号化されます。
6. 運用上の問題を解決するために一時的に追加の保存が必要でない限り、抽出と暗号化の直後に、キャッ

シュからデータを完全に削除します。

Macie は、アカウントの Macie サービスにリンクされたロールを使用してこれらのタスクを実行すること
はありません (p. 359)。代わりに、自分のAWS Identity and Access Management (IAM) ID を使用して、
サンプルの検索、取得、暗号化、公開を行います。必要なリソースとデータへのアクセスが許可され、必
要なアクションを実行することが許可されていれば、機密データのサンプルを取得して調査結果を出すこ
とができます。必要なアクションはすべてログインされていますAWS CloudTrail (p. 370)。

Important

カスタム IAMポリシーを使用して (p. 342)、この機能へのアクセスを制限することをお勧めしま
す。アクセス制御を強化するために、AWS KMS key取得した機密データサンプルの暗号化専用を
作成し、キーの使用を機密データサンプルの取得と公開を許可する必要があるプリンシパルのみ
に制限することもお勧めします。
この機能へのアクセスを制御するために使用できるポリシーの推奨事項と例については、AWSセ
キュリティブログの「Amazon Macie を使用して S3 バケット内の機密データをプレビューする方
法」ブログ投稿を参照してください。

このセクションのトピックでは、Macie を構成および使用して、検査結果の機密データのサンプルを取得
および表示する方法について説明します。アジアパシフィック (大阪) リージョンを除く、Macie が現在利
用可能なすべてのでこれらのタスクを実行できます。AWS リージョン
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トピック
• Amazon Macie が機密データサンプルを取得して調査結果を得るように設定する (p. 235)
• Amazon Macie の調査結果を用いて機密データサンプルを取得し、公開する (p. 238)

Amazon Macie が機密データサンプルを取得して調査結果を得る
ように設定する
オプションで Amazon Macie を設定して使用し、Macie が個々の機密データ結果で検出して報告する機密
データのサンプルを取得して表示することができます。サンプルは、Macie が見つけた機密データの性質
を検証し、影響を受けた Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) オブジェクトとバケットの調査を
調整するのに役立ちます。

調査結果で機密データのサンプルを取得して公開すると、Macie は対応する機密データの検出結果のデー
タを使用して、影響を受ける S3 オブジェクト内の機密データの出現を見つけます。次に、Macie は該当
オブジェクトからそれらのオカレンスのサンプルを抽出します。Macie は、抽出されたデータを指定した
AWS Key Management Service (AWS KMS) キーで暗号化し、暗号化されたデータを一時的にキャッシュ
に保存し、結果にデータを返します。Macie は、運用上の問題を解決するために一時的に追加の保存が必
要でない限り、抽出と暗号化の完了後すぐにデータをキャッシュから完全に削除します。

調査結果の機密データサンプルを取得して公開するには、まず Macie アカウントの設定を構成する必要が
あります。AWS KMS keyつまり、サンプルの暗号化に使用するアカウントを指定し、アカウントの設定を
有効にします。アジアパシフィック (大阪) リージョンを除く、Macie が現在利用可能なすべてので設定を
構成できます。AWS リージョンお客様が組織の Macie 管理者である場合、設定はお客様のアカウントに
のみ適用されます。選択は、関連付けられたメンバーアカウントには適用されません。

このトピックでは、機密データのサンプルを取得して公開するように Macie を設定するプロセスについて
説明します。このプロセスを開始する前に、機密データの検出結果のリポジトリを設定したことを確認し
ます (p. 171)。そうしないと、Macie は、取得して公開する機密データのサンプルを見つけることができ
なくなります。

タスク
• ステップ 1: アクセス許可を確認する (p. 235)
• ステップ 2: 選択するAWS KMS key (p. 236)
• ステップ 3: Amazon Macie 設定を構成する (p. 237)

Tip

この機能へのアクセスを制御するために使用できるポリシーの推奨事項と例については、AWSセ
キュリティブログの「Amazon Macie を使用して S3 バケット内の機密データをプレビューする方
法」ブログ投稿を参照してください。

ステップ 1: アクセス許可を確認する

機密データのサンプルを取得して公開するように Amazon Macie を設定する前に、必要なアクセス許可が
あることを確認します。権限を確認するには、AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して 
IAM ID に添付されている IAM ポリシーを確認してください。次に、それらのポリシー内の情報を、実行
が許可される必要がある次のアクションのリストと比較します。

Amazon Macie

Macie の場合、次のアクションの実行が許可されていることを確認します。
• macie2:GetMacieSession
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• macie2:UpdateRevealConfiguration

最初のアクションでは、Macie アカウントにアクセスできます。2 つ目のアクションでは、機密デー
タのサンプルを取得および公開するためのアカウント設定を変更できます。これには、アカウントの
設定の有効化と無効化が含まれます。

オプションで、macie2:GetRevealConfigurationアクションの実行が許可されていることを確認
します。このアクションにより、アカウントの現在の構成設定と構成の現在のステータスを取得でき
ます。

AWS KMS

Amazon Macie コンソールを使用して設定を入力する場合は、AWS KMS次のアクションを実行できる
ことも確認してください。
• kms:DescribeKey

• kms:ListAliases

これらのアクションにより、AWS KMS keysアカウントの情報を取得できます。その後、設定を入力
するときに、これらのキーのいずれかを選択できます。

必要なアクションの実行が許可されていない場合は、AWS管理者にサポートを依頼してください。

ステップ 2: 選択するAWS KMS key

権限を確認したら、AWS KMS key取得して公開する機密データサンプルの暗号化にどれを使用するかを
決定します。キーは、自分のアカウントの既存の KMS キーでも、別のアカウントが所有する既存の KMS 
キーでもかまいません。別のアカウントが所有するキーを使用する場合、キーの Amazon リソースネー
ム (ARN) を取得します。Macie で設定を構成設定を入力するときに、この ARN を指定する必要がありま
す。

は、AWS KMS keyお客様が管理する対称暗号化キーでなければなりません。また、MacieAWS リージョ
ン アカウントと同じように有効になっている単一リージョンのキーでなければなりません。KMS キーは
外部キーストアに配置できます。ただし、その場合、キーは完全に内部で管理されているキーよりも遅
く、信頼性が低下する可能性がありますAWS KMS。遅延または可用性の問題により、取得して公開した
い機密データサンプルを Macie が暗号化できない場合、エラーが発生し、Macie は結果のサンプルを返し
ません。

さらに、キーのキーポリシーでは、適切なプリンシパル (IAM ロール、IAM ユーザー、またはAWS アカウ
ント) が以下のアクションを実行できるようにする必要があります。

• kms:Decrypt

• kms:DescribeKey

• kms:GenerateDataKey

Important

アクセス制御の追加レイヤーとして、取得した機密データサンプルの暗号化用に専用の KMS 
キーを作成し、そのキーの使用を機密データサンプルの取得と公開を許可する必要があるプリン
シパルのみに制限することをお勧めします。ユーザーがキーに対して前述の操作を実行できない
場合に、ユーザーがキーで暗号化されたサンプルを取得して公開しようとした場合、Macie はリ
クエストを拒否し、結果のサンプルを返しません。

KMS キーの設定の作成と確認については、『AWS Key Management Service開発者ガイド』の「キーの管
理」を参照してください。KMS キーへのアクセス管理については、『AWS Key Management Service開発
者ガイド』AWS KMSの「キーポリシー」を参照してください。
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ステップ 3: Amazon Macie 設定を構成する

アクセス許可を確認し、AWS KMS keyどちらを使用するかを決定したら、Macie アカウントの設定を構成
する準備が整いました。Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用してこれを行うこと
ができます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して設定を構成するには、次のステップに従います。

Macie の設定を構成するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にあるAWS リージョンセレクターを使用して、機密データのサンプルを取得して

表示するように Macie を設定するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインの [設定] で、[Reveal samples] を選択します。
4. [Settings] (設定) セクションで、[Edit] (編集) を選択します。
5. Status (ステータス) で、有効 を選択します。
6. [Encryption] に表示される中から、AWS KMS機密データのサンプルを暗号化するために使用する

キーを指定します。

• 自分のアカウントのキーを使用するには、[アカウントからキーを選択] を選択します。次
に、AWS KMS keyリストから、使用するキーを選択します。リストには、アカウントの既存の
対称暗号化 KMS キーが表示されます。

• 別のアカウントが所有しているキーを使用するには、[別のアカウントのキー
の ARN を入力] を選択します。次に、AWS KMS keyARN ボックスに、使用す
るキーの Amazon リソースネーム (ARN) を入力します (例:arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab。

7. 設定の入力が完了したら、[Save] (保存) を選択します。

後で暗号化設定を構成するには、上のステップを繰り返します。

後で設定を無効にするには、手順 1 ～ 4 を繰り返します。次に、ステップ 5 の [ステータス] で [無効] 
を選択します。完了したら、[保存] を選択します。

API

プログラムで設定するには、Amazon Macie API UpdateRevealConfigurationのオペレーションを使用
して、必要なパラメータに適切な値を指定します。

• kmsKeyIdパラメータには、AWS KMS key機密データサンプルの暗号化に使用するを指定します。

自分のアカウントから KMS キーを使用するには、キーの Amazon リソースネーム (ARN)、ID、ま
たはエイリアスを指定します。エイリアスを指定する場合は、alias/プレフィックスを含めてくだ
さい (例:)alias/ExampleAlias。

別のアカウントが所有している KMS キーを使用するに
は、キーの ARN を指定します (例:)arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab。または、キー
のエイリアスの ARN を指定します (例:)arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:alias/
ExampleAlias。

• statusパラメータには、MacieENABLED アカウントの設定を有効にするように指定します。

リクエストでは、指定した構成を使用する場所も必ず指定してください。AWS リージョン
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AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用して設定を構成するには、update-reveal-
configurationコマンドを実行し、必要なパラメータに適切な値を指定します。例えば、マイクロソフ
ト WindowsAWS CLI でを実行している場合は、以下のようになります。

C:\> aws macie2 update-reveal-configuration ^
--region us-east-1 ^
--configuration={\"kmsKeyId\":\"arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:alias/
ExampleAlias\",\"status\":\"ENABLED\"}

実行する条件は以下のとおりです。

• us-east-1 は、設定を使用するリージョンです。この例では、米国東部 (バージニア北部) リー
ジョンです。

• arn: aws: kms: us-east-1:1111223333: alias/ExampleAlias は、使用する KMS キー
のエイリアスの ARN です。この例では、キーは別のアカウントが所有しています。

• ENABLEDは設定のステータスです。

この例では、読みやすさを向上させるためにキャレット (^) の行連結文字を使用しています。

リクエストを送信すると、Macie は設定をテストします。エラーが発生すると、リクエストは失敗
し、Macie はエラーを説明するメッセージを返します。

リクエストが成功すると、Macie は指定されたリージョンのアカウントの設定を有効化し、お客様は
次のような出力を受け取ります。

{ 
  "configuration": { 
    "kmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:alias/ExampleAlias", 
    "status": "ENABLED" 
  }
}

ここで、取得して公開する機密データサンプルの暗号化に使用する KMS キー
とstatus、MaciekmsKeyId アカウントの設定のステータスを指定します。

アカウントの設定やステータスを後で確認するには、GetRevealConfigurationオペレーションを使用
するかAWS CLI、get-reveal-configurationコマンドを実行します。

アカウントの設定やステータスを後で変更するには、UpdateRevealConfigurationオペレーションを使
用するかAWS CLI、update-reveal-configurationコマンドを実行します。リクエストでは、サポートさ
れているパラメータを使用して、変更する設定ごとに新しい値を指定します。

Amazon Macie の調査結果を用いて機密データサンプルを取得
し、公開する
Amazon Macie を使用すると、Macie が検出して個々の機密データ結果で報告する機密データのサン
プルを取得して明らかにすることができます。これには、Macie が管理データ識別子を使用して検出
した機密データや (p. 49)、カスタムデータ識別子の条件に一致するデータが含まれます (p. 67)。サン
プルは、Macie が見つけた機密データの性質を検証し、影響を受けた Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) オブジェクトとバケットの調査を調整するのに役立ちます。機密データのサンプルは、アジ
アパシフィック (大阪) リージョンを除く、Macie が現在利用可能なすべての地域で取得して公開できま
す。AWS リージョン

調査結果の機密データサンプルを取得して公開すると、Macie は対応する機密データ検出結果のデー
タを使用して、調査結果によって報告された最初の (p. 171) 1 ～ 10 件の機密データを特定します。次
に、Macie は、該当する S3 オブジェクトから、出現するたびに最初の 1 ～ 128 文字を抽出します。調査

238

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/userguide/cli-chap-welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/macie2/update-reveal-configuration.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/macie2/update-reveal-configuration.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/APIReference/reveal-configuration.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/macie2/get-reveal-configuration.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/APIReference/reveal-configuration.html
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/macie2/update-reveal-configuration.html


Amazon Macie ユーザーガイド
機密データのサンプルの取得

結果から複数の種類の機密データが報告された場合、Macie は調査結果によって報告された最大 100 種類
の機密データに対してこれを行います。

Macie が影響を受ける S3 オブジェクトから機密データを抽出すると、Macie は指定したAWS Key 
Management Service (AWS KMS) キーでデータを暗号化し、暗号化されたデータを一時的にキャッシュに
保存して、結果にデータを返します。Macie は、運用上の問題を解決するために一時的に追加の保存が必
要でない限り、抽出と暗号化の完了後すぐにデータをキャッシュから完全に削除します。

機密データのサンプルを再度取得して公開することを選択した場合、Macie はサンプルの検索、抽出、暗
号化、保存、そして最終的には削除のプロセスを繰り返します。

Amazon Macie コンソールを使用して機密データサンプルを取得して公開する方法のデモンストレーショ
ンについては、「Amazon Macie ワンクリック一時取得」の動画をご覧ください。

トピック
• 開始する前に (p. 239)
• 機密データサンプルが調査結果に使用できるかどうかの判断 (p. 240)
• 調査結果のための機密データサンプルの取得と公開 (p. 242)

開始する前に
調査結果の機密データサンプルを取得して公開するには、まず Macie アカウントの設定を行う必要があり
ます (p. 235)。また、AWS管理者と協力して、必要なアクセス許可があることを確認する必要がありま
す。
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機密データのサンプルを取得して公開するたびに、AWS Identity and Access Management (IAM) ID を使用
してサンプルの検索、取得、暗号化、公開を行います。Macie は、お客様のアカウントの Macie サービス
にリンクされたロールを使用して (p. 359)、お客様に代わってこれらのタスクを実行することはありませ
ん。

つまり、調査結果のサンプルを取得して公開するには、調査結果、結果に対応する機密データ検出結果、
影響を受けた S3 バケット、および影響を受けた S3 オブジェクトというデータとリソースにアクセスで
きる必要があります。該当する場合は、AWS KMS key該当オブジェクトの暗号化に使用したもの、AWS 
KMS keyおよび機密データサンプルの暗号化に使用するようにMacieを設定したものを使用することも許
可されている必要があります。IAM ポリシー、リソースポリシー、またはその他の権限設定によって必要
なアクセスが拒否された場合、エラーが発生し、Macie は結果のサンプルを返しません。

また、次の Macie アクションを実行するための許可が必要です。

• macie2:GetMacieSession

• macie2:GetFindings

• macie2:ListFindings

• macie2:GetSensitiveDataOccurrences

最初の 3 つのアクションでは、Macie アカウントにアクセスして結果の詳細を取得できます。最後のアク
ションでは、調査結果用の機密データサンプルを取得できます。

Amazon Macie コンソールを使用して機密データサンプルを取得して公開するには、次のアクションの実
行も許可されている必要があります。

macie2:GetSensitiveDataOccurrencesAvailability

このアクションにより、個々の調査結果にサンプルが使用できるかどうかを判断できます。サンプルをプ
ログラムで取得して表示するには、このアクションを実行するのに権限は必要ありません。ただし、この
権限を持っていると、サンプルの取得を効率化できます。

必要なアクションを実行したり、必要なデータやリソースにアクセスしたりできない場合は、AWS管理者
にサポートを依頼してください。

機密データサンプルが調査結果に使用できるかどうかの判断

調査結果の機密データサンプルを取得して明らかにするには、その結果が一定の基準を満たす必要があり
ます。機密データが特定出現した場合の位置データを含める必要があります。さらに、有効で対応する機
密データ検出結果の場所を指定する必要があります。機密データの検出結果は、AWS リージョン結果と同
じ場所に保存する必要があります。

影響を受ける S3 オブジェクトも特定の基準を満たす必要があります。オブジェクトの合計ストレージサ
イズは 10 MB を超えることはできません。また、オブジェクトの MIME タイプは次のいずれかである必要
があります。

• application/avro、Apache Avro オブジェクトコンテナ (.avro) ファイルの場合
• application/gzip、GNU Zip 圧縮アーカイブ (.gz または.gzip) ファイルの場合
• application/json、JSON または JSON ライン (.json または.jsonl) ファイルの場合
• application/parquet、Apache パーケット (.parquet) ファイル用
• application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet、マイクロソフト Excel ワーク

ブック (.xlsx) ファイル用
• application/zip、ZIP 圧縮アーカイブ (.zip) ファイルの場合
• text/csv、CSV (.csv) ファイルの場合
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• text/plain、CSV、JSON、JSON ラインファイル以外の非バイナリテキストファイルの場合

また、オブジェクトの内容は、結果が作成されたときと同じでなければなりません。Macie はオブジェク
トのエンティティタグ (ETag) をチェックして、結果で指定された ETag と一致するかどうかを判断しま
す。

結果と該当する S3 オブジェクトが前述の基準を満たしている場合、機密データのサンプルが検出に使用
できます。オプションで、特定の所見に当てはまるかどうかを判断してから、その結果のサンプルを取得
して公開することができます。

機密データのサンプルが調査に利用できるかどうかを判断するには

Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用して、調査結果に機密データのサンプルがあ
るかどうかを判断できます。

Console

Amazon Macie コンソールで以下の手順に従って、機密データサンプルを検索できるかどうかを判断
します。

サンプルが調査に利用できるかどうかを判断するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Findings] (調査結果) を選択します。
3. 調査結果ページで、調査結果を選択します。詳細パネルに、調査結果の情報が表示されます。
4. 詳細パネルで、「機密データ」セクションまでスクロールします。次に、「Reveal samples」

フィールドを参照してください。

機密データのサンプルが見つかった場合は、次の図に示すように、フィールドに [レビュー] リン
クが表示されます。

機密データのサンプルが検索結果にない場合は、Reveal samples フィールドに、その理由を示す
テキストが表示されます。

• 分類結果が無効です。Macie は取得する機密データの場所を確認できません。この結果に対応
する機密データ検出結果はありません。または、対応する機密データ検出結果が現在では利用
できないAWS リージョン、形式が正しくないか破損している、サポートされていないストレー
ジ形式が使用されている。結果の詳細な結果の場所フィールドの情報は、問題の調査に役立ち
ます。このフィールドには、Amazon S3 での検出結果への元のパスを指定します。

• オブジェクトがサイズクォータを超えています — 影響を受けるオブジェクトのストレージサイ
ズが 10 MB を超えています。機密データのサンプルを取得して公開するためのサイズ制限を超
えています。

• オブジェクト使用不可 — 該当オブジェクトは使用できません。名前が変更されたか、移動され
たか、削除された可能性があります。または、Macie が結果を作成した後にオブジェクトの内
容が変更されました。

• サポートされていないオブジェクトタイプ — 影響を受けるオブジェクトの MIME タイプ
は、上記のリストの値のどれでもありません (p. 240)。オブジェクトが使用しているファイル
またはストレージ形式は、Macie が機密データのサンプルの取得と公開をサポートしていませ
ん。
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API

機密データサンプルを検索に使用できるかどうかをプログラムで判断するには、Amazon Macie API
GetSensitiveDataOccurrencesAvailabilityのオペレーションを使用します。リクエストを送信するとき
は、findingIdパラメータを使用して調査結果の一意の識別子を指定します。この識別子を取得する
には、ListFindingsオペレーションを使用できます。

AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用している場合は、get-sensitive-data-occurrences-
availability コマンドを実行し、finding-idパラメータを使用して結果の一意の識別子を指定しま
す。この識別子を取得するには、list-find コマンドを実行します。

リクエストが成功し、調査結果のサンプルが調査された場合は、次のような出力が表示されます。

{ 
    "code": "AVAILABLE", 
    "reasons": []
}

リクエストが成功してもサンプルが見つからない場合、codeUNAVAILABLEフィールドの値は
で、reasons配列はその理由を指定します。例:

{ 
    "code": "UNAVAILABLE", 
    "reasons": [ 
        "UNSUPPORTED_OBJECT_TYPE" 
    ]
}

調査結果のための機密データサンプルの取得と公開
調査結果を得るために機密データのサンプルを取得して公開するには、Amazon Macie コンソールまたは 
Amazon Macie API を使用できます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して調査結果を得るには、次のステップに従います。

機密データのサンプルを取得して明らかにし、調査結果を得るには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Findings] (調査結果) を選択します。
3. 調査結果ページで、調査結果を選択します。詳細パネルに、調査結果の情報が表示されます。
4. 詳細パネルで、「機密データ」セクションまでスクロールします。次に、「サンプルを表示」

フィールドで「レビュー」を選択します。

Note

「Reveal samples」フィールドに「Review」リンクが表示されない場合、機密データの
サンプルは検索結果に表示されません。その理由については、前述のトピックを参照し
てください (p. 240)。
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[Review] を選択すると、Macie は結果の主要な詳細をまとめたページを表示します。詳細に
は、Macie が影響を受けた S3 オブジェクトで見つけた機密データのカテゴリ、タイプ、出現の
数が含まれます。

5. ページの「機密データ」セクションで、「サンプルを表示」を選択します。

Macieは、調査結果によって報告された機密データの最初の1～10件のサンプルを取得して明らか
にします。各サンプルには、機密データの出現の最初の1〜128文字が含まれています。これには
数分間かかる場合があります。

調査結果から複数の種類の機密データが報告された場合、Macie は最大 100 種類のサンプルを取
得して明らかにします。たとえば、次の画像は、AWS認証情報、米国の電話番号、名前など、複
数のカテゴリと種類の機密データにまたがるサンプルを示しています。

サンプルは、最初に機密データカテゴリ別に整理され、次に機密データタイプ別に整理されま
す。

API

調査結果を得るために機密データのサンプルをプログラムで取得して公開するには、Amazon Macie 
API GetSensitiveDataOccurrencesのオペレーションを使用します。リクエストを送信するとき
は、findingIdパラメータを使用して調査結果の一意の識別子を指定します。この識別子を取得する
には、ListFindingsオペレーションを使用できます。

を使用して機密データサンプルを取得して表示するにはAWS CLI、get-sensitive-data-occurrencesコ
マンドを実行し、finding-idパラメータを使用して結果の一意の識別子を指定します。例:

C:\> aws macie2 get-sensitive-data-occurrences --finding-id 
 "1f1c2d74db5d8caa76859ec52example"

ここで、1f1c2d74db5d8caa76859ec52example は結果の一意の識別子です。を使用してこの識別
子を取得するにはAWS CLI、list-find コマンドを実行します。

リクエストが成功すると、Macie はリクエストの処理を開始し、お客様は次のような出力を受け取り
ます。

{ 
    "status": "PROCESSING"
}

リクエストの処理に数分かかることがあります。数分以内に、リクエストを再度送信してください。

Macie が機密データサンプルを検索、取得、暗号化できる場
合、MaciesensitiveDataOccurrences はサンプルをマップで返します。マップには、調査結果に
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よって報告された1～100種類の機密データと、種類ごとに1～10個のサンプルが指定されています。
各サンプルには、調査結果によって報告された機密データが出現した最初の1〜128文字が含まれてい
ます。

マップ内の各キーは、機密データを検出した管理データ識別子の (p. 49) ID、または機密データを検出
したカスタムデータ識別子の名前と固有識別子です。値は、指定された管理データ識別子またはカス
タムデータ識別子のサンプルです。たとえば、次のレスポンスでは、管理対象データ識別子によって
検出された人の名前のサンプルが 3 つと、AWSシークレットアクセスキーのサンプルが 2 つ表示され
ます (それぞれAWS_CREDENTIALS、NAMEと)。

{ 
    "sensitiveDataOccurrences": { 
        "NAME": [ 
            { 
                "value": "Akua Mansa" 
            }, 
            { 
                "value": "John Doe" 
            }, 
            { 
                "value": "Martha Rivera" 
            } 
        ], 
        "AWS_CREDENTIALS": [ 
            { 
                "value": "wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY" 
            }, 
            { 
                "value": "je7MtGbClwBF/2Zp9Utk/h3yCo8nvbEXAMPLEKEY" 
            } 
        ] 
    }, 
    "status": "SUCCESS"
}

リクエストが成功しても、機密データのサンプルが検索結果にない場合
は、UnprocessableEntityExceptionサンプルが入手できない理由を示すメッセージが表示され
ます。例:

{ 
    "message": "An error occurred (UnprocessableEntityException) when calling the 
 GetSensitiveDataOccurrences operation: OBJECT_UNAVAILABLE"
}

前の例では、Macie は影響を受けた S3 オブジェクトからサンプルを取得しようとしましたが、その
オブジェクトはもう存在しません。Macie が結果を作成した後に、オブジェクトの名前が変更された
か、移動または削除されたか、オブジェクトの内容が変更されました。

リクエストが成功しても、別のタイプのエラーにより Macie は調査結果に必要な機密データのサンプ
ルを取得して公開できなかった場合は、次のような出力が表示されます。

{ 
    "error": "Macie can't retrieve the samples. You're not allowed to access the 
 affected S3 object or the object is encrypted with a key that you're not allowed to 
 use.", 
    "status": "ERROR"
}

ERRORフィールドの値はで、statuserrorフィールドには発生したエラーが記述されています。前の
トピックの情報は、エラーのトラブルシューティングに役立ちます。
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機密データの場所の JSON スキーマ
Amazon Macie は、標準化された JSON 構造を使用して、Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) 
オブジェクト内の機密データの出現を見つけた場所に関する情報を保存します。構造は、機密データの
調査結果と機密データの検出結果で使用されます。機密データの調査結果では、構造は調査結果の JSON 
スキーマの一部です。JSON スキーマの結果を確認するには、Amazon Macie API リファレンスの「結
果」を参照してください。機密データの検出結果の詳細については、「機密データ検出結果の保存と保
持 (p. 171)」を参照してください。

トピック
• 機密データの場所に関する JSON スキーマの概要 (p. 245)
• 機密データの場所に関する JSON スキーマの詳細と例 (p. 246)

機密データの場所に関する JSON スキーマの概要
Amazon Macie が影響を受けた S3 オブジェクト内で検出した機密データの場所を報告するために、機密
データの検出結果と機密データ検出結果の JSON スキーマには 1customDataIdentifiers つのオブ
ジェクトと 1sensitiveData つのオブジェクトが含まれます。customDataIdentifiers オブジェク
トは、Macie が [custom data identifiers] (p. 67) (カスタムデータ識別子) を使用して検出したデータの詳細
を提供します。sensitiveDataオブジェクトは、Macie が [managed data identifiers] (マネージドデータ
識別子) を使用して検出したデータの詳細を提供します (p. 49)。

それぞれの customDataIdentifiers と sensitiveData オブジェクトには、1 つ以上の
detections 配列が含まれます。

• customDataIdentifiers オブジェクトでは、detections 配列は、データを検出して結果を生成し
たカスタムデータ識別子を示します。各カスタムデータ識別子について、配列は識別子が検出したデー
タの出現の数も示します。また、識別子が検出したデータの場所を示すこともできます。

• sensitiveData オブジェクトでは、detections 配列 は、Macie がマネージドデータ識別子を使用し
て検出した機密データのタイプを示します。機密データのタイプごとに、配列はデータの出現の数も示
し、またデータの場所を示すことができます。

機密データの調査結果では、detections 配列には 1～15 個の occurrences オブジェクトを含めるこ
とができます。occurrences各オブジェクトは、Macie が特定のタイプの機密データの個別の出現を見つ
けた場所を指定します。

たとえば、detections次の配列は、Macie が CSV ファイル内で見つけた 3 つの機密データ (米国社会保
障番号) の場所を示しています。

"sensitiveData": [ 
     { 
       "category": "PERSONAL_INFORMATION", 
       "detections": [ 
          { 
             "count": 30, 
             "occurrences": { 
                "cells": [ 
                   { 
                      "cellReference": null, 
                      "column": 1, 
                      "columnName": "SSN", 
                      "row": 2 
                   }, 
                   { 
                      "cellReference": null, 
                      "column": 1, 
                      "columnName": "SSN", 
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                      "row": 3 
                   }, 
                   { 
                      "cellReference": null, 
                      "column": 1, 
                      "columnName": "SSN", 
                      "row": 4 
                   } 
                ] 
             }, 
             "type": "USA_SOCIAL_SECURITY_NUMBER" 
           }

occurrencesdetections配列内のオブジェクトの場所と数は、Macie が機密データの自動検出分析サイ
クルまたは機密データ検出ジョブの実行中に検出した機密データのカテゴリ、タイプ、および出現の数に
よって異なります。Macie は、分析サイクルまたはジョブの実行ごとに、[depth-first search] (深さ優先検
索) アルゴリズムを使用して、Macie が S3 オブジェクト内で検出した機密データの 1～15 件の出現の場
所データを収集します。これらの出現は、影響を受けた S3 バケットおよびオブジェクトに含まれる機密
データのカテゴリとタイプを示すものです。

occurrencesオブジェクトには、影響を受けた S3 オブジェクトのファイルタイプまたはストレージ形式
に応じて、次の構造を含めることができます。

• cells 配列 — この配列は Microsoft Excel ワークブック、CSV ファイル、および TSV ファイルに適用
されます。この配列内のオブジェクトは、Macie が [機密データの出現を見つけた] セルまたはフィール
ドを指定します。

• lineRanges配列 — この配列は、電子メールメッセージ (EML) ファイルと、CSV、JSON、JSON 
Lines、および TSV ファイル以外の非バイナリテキストファイル (HTML、TXT、XML ファイルなど) に
適用されます。この配列内のオブジェクトは、Macie が機密データの出現を検出した行 (1 つまたは複
数) の包括的な範囲、および指定された行 (1 つまたは複数) のデータの位置を指定します。

場合によっては、配列内のオブジェクトは、lineRanges別のタイプの配列でサポートされているファ
イルタイプまたはストレージ形式で、機密データの検出の場所を指定します。そのような場合とは、
ファイル内のコメントなど、構造化されたファイルの構造化されていないセクション内の検出、Macie 
がプレーンテキストとして分析する不正な形式のファイル内の検出、および機密データの検出を含む 1 
つ以上の列名を持つ CSV ファイルまたは TSV ファイルなどです。

• offsetRanges 配列 – この配列は、将来の利用のために予約されています。この配列が存在する場合、
その配列の値は null です。

• pages 配列 — この配列は Adobe Portable Document Format (PDF) ファイルに適用されます。この配列
内のオブジェクトは、Macie が [機密データの出現を見つけた] ページを指定します。

• records 配列 — この配列は Apache Avro オブジェクトコンテナ、Apache Parquet ファイル、JSON 
ファイル、および JSON Lines ファイルに適用されます。Avro オブジェクトコンテナおよび Parquet 
ファイルでは、この配列内のオブジェクトは、レコードインデックスと Macie が機密データの出現を検
出したレコード内のフィールドへのパスを指定します。JSON Lines ファイルでは、この配列内のオブ
ジェクトは、Macie が機密データの出現を見つけたフィールドまたは配列へのパスを指定します。JSON 
Lines ファイルでは、データを含む行のインデックスも指定します。

これらの配列の内容は、影響を受けた S3 オブジェクトのファイルタイプまたはストレージ形式、および
その内容によって異なります。

機密データの場所に関する JSON スキーマの詳細と例
Amazon Macie は、特定のタイプのファイルやコンテンツ内の機密データを検出した場所を示すために使
用する JSON 構造のコンテンツをカスタマイズします。次のトピックでは、これらの構造について説明
し、例を示します。

トピック
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• セルの配列 (p. 247)
• LineRangesアレイ (p. 248)
• ページ配列 (p. 249)
• レコード配列 (p. 249)

機密データの調査結果に含めることができる JSON 構造の完全なリストについては、Amazon Macie API 
リファレンスの「調査結果」を参照してください。

セルの配列

[Applies to] (適用先): Microsoft Excel ワークブック、CSV ファイル、および TSV ファイル

cells配列内で、Cellオブジェクトは、Macie が [機密データの出現を見つけた] セルまたはフィールド
を指定します。以下のテーブルでは、Cell オブジェクト内の各フィールドの目的について説明していま
す。

フィールド タイプ 説明

cellReference 文字列 出現を含むセルの場所 (絶対セル
参照としてのセル)。このフィー
ルドは、Excel ワークブックにの
み適用されます。CSV ファイル
および TSV ファイルでは、この
値は null です。

column 整数 出現を含む列の列番号。Excel 
ワークブックでは、この値は列
識別子のアルファベット文字に
関連します。たとえば、列 A で
は、1、列 B では、2 など。

columnName 文字列 出現を含む列の名前 (可能な場
合)。

row 整数 出現を含む行の行番号。

次の例は、Macie が CSVCell ファイル内で検出した機密データの出現の場所を指定するオブジェクトの
構造を示しています。

"cells": [ 
   { 
      "cellReference": null, 
      "column": 3, 
      "columnName": "SSN", 
      "row": 5 
   }
]

前の例では、調査結果は、Macie が、ファイルの 3 番目の列の 5 行目のフィールド ([SSN] という名前) の
フィールドで機密データを検出したことを示しています。

次の例は、Macie が ExcelCell ワークブック内で検出した機密データの出現の場所を指定するオブジェク
トの構造を示しています。

"cells": [ 

247

https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/APIReference/findings-describe.html


Amazon Macie ユーザーガイド
機密データの場所のスキーマ

   { 
      "cellReference": "Sheet2!C5", 
      "column": 3, 
      "columnName": "SSN", 
      "row": 5 
   }
]

前の例では、調査結果は、Macie がワークブックの [Sheet2] という名前のワークシートで機密データを検
出したことを示しています。そのワークシートで、Macie は 3 列目の 5 行目 (列 C、[SSN] という名前) の
セルで機密データを検出しました。

LineRangesアレイ

[Applies to] (適用先): 電子メールメッセージ (EML) ファイル、および TSV Lines、および TSV Lines、お
よび TSV Lines、および TSV Lines、および TSV Lines、および TSV Lines、および TSV Lines、および 
TSV Lines、および TSV Lines、および TSV Lines、および TSV Lines

lineRanges配列内で、Macie が機密データの出現を検出した行 (1 つまたは複数) の包括的な範囲、およ
び指定された行 (1 つまたは複数) のデータの位置を指定します。Range

このオブジェクトは、occurrences オブジェクトの他のタイプの配列でサポートされているファイルタ
イプでは空であることがしばしばあります。例外は次のとおりです。

• 構造化されたファイルの構造化されていないセクション内のデータ。
• Macie がプレーンテキストとして分析する不正な形式のファイル内のデータ。
• Macie が機密データを検出した 1 つ以上の列名を持つ CSV ファイルまたは TSV ファイル。

以下のテーブルでは、lineRanges 配列の Range オブジェクト内の各フィールドの目的について説明し
ています。

フィールド タイプ 説明

end 整数 ファイルの先頭から出現の末尾
までの行数。

start 整数 ファイルの先頭から出現の先頭
までの行数。

startColumn 整数 出現を含む最初の行の先頭から
出現を含む文字数。start

次の例は、Macie が Tファイル内の 1Range つの行で検出した機密データの出現の場所を指定するオブ
ジェクトの構造を示しています。

"lineRanges": [ 
   { 
      "end": 1, 
      "start": 1, 
      "startColumn": 119 
   }
]

前の例では、調査結果は、Macie が、ファイルの最初の行に機密データ (郵送先住所) の完全な出現を見つ
けたことを示しています。出現での最初の文字は、その行の先頭から 119 番目の文字 (スペースを含む) で
す。
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次の例は、Range Tファイル内の複数行にまたがる機密データの出現の場所を指定するオブジェクトの構
造を示しています。

"lineRanges": [ 
   { 
      "end": 54, 
      "start": 51, 
      "startColumn": 1 
   }
]

前の例では、調査結果は、Macie が、ファイルの 51 行目から 54 行目にまたがる機密データ (郵送先住所) 
の出現を見つけたことを示しています。出現での最初の文字は、ファイルの 51 行目の最初の文字です。

ページ配列
[Applies to] (適用先): Adobe Portable Document Format (PDF) ファイル

pages配列内で、Pageオブジェクトは、Macie が [機密データの出現を見つけた] ページを指定します。オ
ブジェクトには pageNumber フィールドが含まれます。pageNumberフィールドは、出現を含むページの
ページ番号を指定する整数を格納します。

次の例は、Macie が PDFPage ファイル内で検出した機密データの出現の場所を指定するオブジェクトの
構造を示しています。

"pages": [ 
   { 
      "pageNumber": 10 
   }
]

前の例では、調査結果は、ファイルの 10 ページ目に出現が含まれていることを示しています。

レコード配列
[Applies to] (適用先): Apache Avro オブジェクトコンテナ、Apache Parquet ファイル、JSON ファイル、
および JSON Lines ファイル

Avro オブジェクトコンテナまたは Parquet ファイルでは、Recordrecords配列内のオブジェクトは、レ
コードインデックスと Macie が機密データの出現を検出したレコード内のフィールドへのパスを指定しま
す。JSON Lines ファイルでは、Recordオブジェクトは、Macie が機密データの出現を見つけたフィール
ドまたは配列へのパスを指定します。JSON Lines ファイルでは、出現を含む行のインデックスも指定しま
す。

以下のテーブルでは、Record オブジェクト内の各フィールドの目的について説明しています。

フィールド タイプ 説明

jsonPath 文字列 JSONPath 式としてのオカレン
スへのパス。

Avro オブジェクトコンテナま
たは Parquet ファイルでは、
これは出現を含むレコード 
(recordIndex) 内のフィール
ドへのパスです。JSON または 
JSON Lines ファイルでは、これ
は出現を含むフィールドまたは
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フィールド タイプ 説明
配列へのパスです。データが配
列内の値である場合、パスは出
現を含む値も示します。

Macie がパス内の任意の要素の
名前で機密データを検出した場
合、Macie は Record オブジェ
クトから jsonPath フィールド
を省略します。パス要素の名前
が 20 文字を超える場合、Macie 
は名前の先頭から文字を削除し
て名前を切り捨てます。結果と
してフルパスが 250 文字を超え
る場合、Macie はパスに含まれ
る文字が 250 文字以下になるま
で、パスの最初の要素から開始
してパスを切り捨てます。

recordIndex 整数 Avro オブジェクトコンテナまた
は Parquet ファイルでは、出現
を含むレコードの 0 から始まる
レコードインデックス。JSON 
Lines ファイルでは、出現を含む
行の 0 から始まる行インデック
ス。この値は、JSON ファイルで
は常に 0 です。

次の例は、Macie が ParquetRecord ファイル内で検出した機密データの出現の場所を指定するオブジェク
トの構造を示しています。この例では、Macie は、文字数の制限を満たすように、フィールドで指定され
た、jsonPath出現を含むフィールドの名前を切り捨てました。

"records": [ 
   { 
      "jsonPath": "$['…hijklmnopqrstuvwxyz']", 
      "recordIndex": 7663 
   }
]

前の例では、調査結果は、Macie が 7663 (レコード番号 7664) のレコードで機密データを検出し
たことを示しています。そのレコードで、Macie は名前の末尾がhijklmnopqrstuvwxyzで終わ
るフィールド内の機密データを検出しました。レコード内のフィールドへの完全な JSON パスは
$.abcdefghijklmnopqrstuvwxyz です。

次の例は、Macie が ParquetRecord ファイル内で検出した機密データの出現の場所を指定するオブジェク
トの構造も示しています。この例では、Macie はフルパスと出現を含むフィールドの名前の両方を切り捨
てました。

"records": [ 
   { 
      "jsonPath": 
 "$..usssn2.usssn3.usssn4.usssn5.usssn6.usssnfield7.usssn8.usssn9.usssn10.usssn11.usssn12.usssn13.usssn14.usssn15.usssn16.usssn17.usssn18.usssn19.usssn20.usssn21.usssn22.usssn23.usssn24.usssn25.usssn26.usssn27.usssn28.usssn29['…
hijklmnopqrstuvwxyz']", 
      "recordIndex": 2335 
   }
]
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前の例では、調査結果は、Macie がインデックス 2335 (レコード番号 2336) のレコードで機密データ
を検出したことを示しています。そのレコードで、Macie は名前の末尾がhijklmnopqrstuvwxyzで
終わるフィールド内の機密データを検出しました。レコード内のフィールドへの完全な JSON パスは
$['1234567890']usssn1.usssn2.usssn3.usssn4.usssn5.usssn6.usssnfield7.usssn8.usssn9.usssn10.usssn11.usssn12.usssn13.usssn14.usssn15.usssn16.usssn17.usssn18.usssn19.usssn20.usssn21.usssn22.usssn23.usssn24.usssn25.usssn26. 
usssn27.usssn28.usssn29['abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'] です。

次の例は、Macie が JSONRecord ファイル内で検出した機密データの出現の場所を指定するオブジェク
トの構造を示しています。この例では、出現は配列内の特定の値です。

"records": [ 
   { 
      "jsonPath": "$.access.key[2]", 
      "recordIndex": 0 
   }
]

前の例では、調査結果は、Macie が 2 番目の配列の 2 番目の値から機密データを検出したことを示してい
ますkey。配列は、access という名前のオブジェクトの子です。

次の例は、Macie が JSON LinesRecord ファイル内で検出した機密データの出現の場所を指定するオブ
ジェクトの構造を示しています。

"records": [ 
   { 
      "jsonPath": "$.access.key", 
      "recordIndex": 3 
   }
]

前の例では、調査結果は、Macie が 3 番目の値 (行) で機密データを検出したことを示しています。その行
では、出現はkey、という名前のフィールドにあり、accessこれはという名前のオブジェクトの子です。

Amazon Macie の調査結果を抑制する
調査結果の分析を合理化するために、[suppression rules] (抑制ルール) を作成して使用できま
す。[suppression rules] (抑制ルール) は、Amazon Macie が調査結果を自動的にアーカイブするケースを定
義する属性ベースのフィルター条件のセットです。抑制ルールは、調査結果のクラスを確認した後、それ
らの調査結果を再度通知してほしくない場合に役立ちます。

たとえば、バケットがパブリックアクセスを許可せず、特定のオブジェクトが自動的に暗号化する場合
は、S3 バケットが郵送先アドレスを含めることを許可するように決めることができますAWS KMS key。
この場合、次のフィールドのフィルター基準を指定する抑制ルールを作成して、次のフィールドのフィ
ルター基準を指定する抑制ルールを作成できます:[S3 bucket public access permission] (S3 bucket の暗号
化)、および [S3 bucket public access permission] (S3 bucket の暗号化)。ルールは、フィルター基準と一
致するfuture 調査結果を抑制します。

抑制ルールを使用して調査結果を抑制する場合、Macie は、ルールの基準を満たす機密データおよび
潜在的なポリシー違反の発生について調査結果を生成し続けます。ただし、Macie は調査結果のステー
タスを自動的に [archived] (アーカイブ済み) に変更します。これは、調査結果がデフォルトで Amazon 
Macie コンソールに表示されないけれども、有効期限が切れるまで Macie には保持されることを意味しま
す。Macie は 90 日間調査結果を保存します。

さらに、Macie EventBridge は抑制された調査結果をイベントとして、または Amazon に発行しません
AWS Security Hub。ただし、Macie は、抑制した機密データの調査結果に関連している [sensitive data 
discovery results] (p. 171) (機密データの検出結果) を引き続き作成して保存します。これにより、実施す
るデータプライバシーと保護の監査または調査に関する機密データの調査結果のイミュータブルな履歴を
確実に保持できます。
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Note

ユーザーのアカウントが複数の Macie アカウントを集中管理する組織の一部である場合は、アカ
ウントごとに抑制ルールの仕組みが異なる可能性があります。これは、非表示にする結果のカテ
ゴリと、Macie の管理者アカウントかメンバーアカウントかによって異なります。

• ポリシー結果 — 組織のアカウントのポリシー結果を非表示にできるのは、Macie 管理者だけで
す。

Macie 管理者アカウントを持っている場合に抑制ルールを作成すると、特定のアカウントを除
外するようにルールを設定しない限り、Macie はそのルールを組織内のすべてのアカウント
のポリシー結果に適用します。Macie メンバーアカウントをお持ちで、そのアカウントのポリ
シー結果を非表示にしたい場合は、Macie 管理者に問い合わせてください。

• 機密データの検出 — Macie 管理者および個々のメンバーは、機密データ検出ジョブによって生
成される機密データ検出結果を非表示にできます。Macie 管理者は、組織の機密データの自動
検出を実行する際に Macie が生成する結果を非表示にすることもできます。

機密データ検出ジョブを作成するアカウントのみが、ジョブが生成する機密データの結果抑制
またはアクセスすることができます。組織の Macie 管理者アカウントのみが、機密データの自
動検出によって組織内のアカウントに対して生成される結果を非表示にしたり、その他の方法
でアクセスしたりすることができます。

管理者とメンバーが実行できるタスクの詳細については、「」を参照してくださいAmazon Macie 
管理者とメンバーアカウントの関係について理解する (p. 291)。

抑制ルールを作成および管理するには、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用
できます。次のトピックでは、その方法を説明します。API のトピックには、AWS Command Line 
Interface(AWS CLI) を使用してこれらのタスクを実行する方法の例が含まれています。これらのタスク
は、現在のバージョンの別のAWSコマンドラインツールまたはAWS SDKを使用して実行することもでき
ます。AWS のツールと SDK に関する詳細については、「AWS での構築ツール」を参照してください。

トピック
• 抑制ルールを作成する (p. 252)
• 抑制された調査結果を確認する (p. 254)
• 抑制ルールを変更する (p. 255)
• 抑制ルールを削除する (p. 256)

抑制ルールを作成する
抑制ルールを作成する前に、抑制ルールを使用して抑制した調査結果を復元 (アーカイブ解除) で
きないことに注意してください。ただし、Amazon Macie コンソールで抑制された調査結果を確認
し (p. 254)、Amazon Macie API を使用して抑制された結果にアクセスできます。

抑制ルールを作成するときは、フィルター基準、名前、および必要に応じてルールの説明を指定します。
抑制ルールは、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用して作成できます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して抑制ルールを作成するには、次のステップに従います。

抑制ルールを作成するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Findings] (調査結果) を選択します。
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Tip

既存の抑制ルールまたはフィルタールールを開始点として使用するには、[Saved rules]
(保存されたルール) のリストからルールを選択します。
また、事前定義された論理グループによる調査結果を最初にピボットしてドリルダウン
することで、ルールの作成を合理化することもできます。これを行うと、Macie は適切
なフィルター条件を自動的に作成して適用します。これは、ルールを作成するために役
立つ開始点となる場合があります。これを行うには、ナビゲーションペイン ([Findings]
(調査結果) の下) の [By bucket] (バケット別)、[By type] (タイプ別)、または [By job]
(ジョブ別) を選択し、次にテーブル内で項目を選択します。詳細パネルで、ピボットす
るフィールドのリンクを選択します。

3. フィルターバーで、ルールで抑制する調査結果の属性を指定するフィルター条件を追加します。

フィルター条件を追加する方法については、「フィルターの作成と調査結果への適用 (p. 200)」
を参照してください。

4. ルールのフィルター条件の追加が完了したら、フィルターバーの上にある [Suppress findings] (調
査結果の抑制) を選択します。

5. [Suppression rule] (抑制ルール) の下で、ルールの名前を入力し、必要に応じて説明を入力しま
す。

6. [Save] (保存) を選択します。

API

抑制ルールをプログラムで作成するには、Amazon Macie API CreateFindingsFilterのオペレーション
を使用し、必要なパラメータに適切な値を指定します。

• actionパラメータでは、MacieARCHIVE がルールの基準を満たす調査結果を抑制するように指定
します。

• criterion パラメータでは、ルールのフィルター基準を定義する条件のマップを指定します。

マップでは、条件ごとに、フィールド、演算子、およびフィールドの 1 つ以上の値を指定する必要
があります。値のタイプと数は、選択するフィールドと演算子によって異なります。条件で使用で
きるフィールド、演算子、および値のタイプについては、「調査結果をフィルタリングするための
フィールド (p. 212)」、「条件での演算子の使用 (p. 197)」、および「フィールドの値を指定す
る (p. 195)」を参照してください。

を使用して抑制ルールを作成するには、create-findings-filterコマンドを実行しAWS CLI、必要なパラ
メータに適切な値を指定します。次の例では、AWS リージョン現在あり、S3 オブジェクト内の郵送
先住所 (他のタイプの機密データは含まない) の出現をレポートするすべての機密データの調査結果を
返す抑制ルールを作成します。

この例は Linux、macOS、または Unix 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるために
バックスラッシュ (\) の行継続文字を使用しています。

$ aws macie2 create-findings-filter \
--action ARCHIVE \
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--name my_suppression_rule \
--finding-criteria '{"criterion":
{"classificationDetails.result.sensitiveData.detections.type":{"eqExactMatch":
["ADDRESS"]}}}'

この例は Microsoft Windows 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにキャレッ
ト (^) の行連結文字を使用します。

C:\> aws macie2 create-findings-filter ^
--action ARCHIVE ^
--name my_suppression_rule ^
--finding-criteria={\"criterion\":
{\"classificationDetails.result.sensitiveData.detections.type\":{\"eqExactMatch\":
[\"ADDRESS\"]}}}

実行する条件は以下のとおりです。

• my_suppression_rule は、ルールのカスタム名です。
• criterion は、ルールのフィルター条件のマップです。

• [classificationDetails.result.sensitiveData.detections.type] は、[Sensitive 
data detection type] (機密データの検出タイプ) フィールドの JSON 名です。

• eqExactMatch等価完全一致演算子を指定します。
• [ADDRESS] は、[Sensitive data detection type] (機密データ検出タイプ) フィールドの列挙値で

す。

コマンドが正常に実行された場合は、以下のような出力が表示されます。

{ 
    "arn": "arn:aws:macie2:us-west-2:123456789012:findings-filter/8a3c5608-aa2f-4940-
b347-d1451example", 
    "id": "8a3c5608-aa2f-4940-b347-d1451example"
}

ここで、arn は、作成された抑制ルールの Amazon リソースネーム (ARN)で、id は、ルールの一意
の識別子です。

フィルター基準のその他の例については、「Amazon Macie API を用いて調査結果をプログラムで
フィルタリングする (p. 203)」を参照してください。

抑制された調査結果を確認する
デフォルトでは、Macie は Amazon Macie コンソールに抑制された調査結果を表示しません。ただし、
フィルター設定を変更することで、コンソールでこれらの調査結果を確認できます。

抑制された結果をコンソールに表示するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Findings] (調査結果) を選択します。調査結果ページには、Macie が過去 

90AWS リージョン 日間にアカウントを作成または更新した結果が表示されます。デフォルトでは、
これには抑制ルールで抑制された調査結果は含まれません。

3. フィルターバーで、以下のいずれかを実行します。

• 抑制された調査結果のみを表示するには、[Current] (現在) を選択し、次に Archived (アーカイブ済
み) を選択します。
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• 抑制された調査結果と現在の調査結果の両方を表示するには、[Current] (現在) を選択し、次に [All]
(すべて) を選択します。

Amazon Macie API を使用して、抑制された結果にアクセスすることもできます。検索対象外の結果のリ
ストを取得するには、ListFindingsオペレーションを使用して、truearchivedフィールドに指定するフィ
ルター条件を含めます。AWS CLI を使用してこれを行う方法の例については、「調査結果をプログラムで
フィルタリングするには (p. 203)」を参照してください。次に、1 つ以上の抑制された調査結果の詳細を
取得するには、GetFindingsオペレーションを使用し、取得する各調査結果に一意の識別子を指定します。

抑制ルールを変更する
抑制ルールの設定は、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用していつでも変更でき
ます。ルールにタグを割り当てて管理することもできます。

タグは、AWS定義して特定の種類のリソースに割り当てるラベルです。各タグは、必要なタグキーとオプ
ションのタグ値で構成されています。タグは、目的、所有者、環境、その他の条件など、さまざまな方法
でリソースを識別、分類、および管理するのに役立ちます。詳細については、Amazon Macie リソースの
タグ付け (p. 373) を参照してください。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して既存の抑制ルールの設定を変更するには、次のステップに従い
ます。

抑制ルールを変更するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Findings] (調査結果) を選択します。
3. [Saved rules] (保存されたルール) のリストで、変更する抑制ルールの隣にある [edit] (編集) アイ

コン ( ) を選択します。
4. 次のいずれかを実行します。

• ルールのフィルター基準を変更するには、フィルターバーを使用して、ルールで抑制する調査
結果の属性を指定するフィルター条件を追加します。この方法の詳細は、「フィルターの作成
と調査結果への適用 (p. 200)」を参照してください。

• ルールの名前を変更するには、新しい名前を [Suppression rule] (抑制ルール) の下の [Name]
(名前) ボックスに入力します。

• ルールの説明を変更するには、新しい説明を [Suppression rule] (抑制ルール) の下の
[Description] (説明) ボックスに入力します。

• ルールにタグを割り当て、確認、または編集するには、[抑制ルール] の [タグの管理] を選択し
ます。次に、必要に応じてタグを確認および変更します。1 つのルールには、最大 50 個のタグ
を含めることができます。

5. 変更が完了したら、[Save] を選択します。

API

抑制ルールをプログラムで変更するには、Amazon Macie API UpdateFindingsFilterのオペレーション
を使用します。リクエストを送信するときは、サポートされているパラメータを使用して、変更する
設定ごとに新しい値を指定します。

id パラメータでは、変更するルールの一意の識別子を指定します。ListFindingsFilterオペレーション
を使用してアカウントの抑制ルールとフィルタールールのリストを取得することで、この識別子が得
られます。を使用している場合はAWS CLI、list-findings-filtersコマンドを実行してこのリストを取得
します。
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を使用して抑制ルールを変更するにはAWS CLI、update-findings-filterコマンドを実行し、サポートさ
れているパラメータを使用して、変更する設定ごとに新しい値を指定します。たとえば、次のコマン
ドは、既存の抑制ルールの名前を変更します。

C:\> aws macie2 update-findings-filter --id 8a3c5608-aa2f-4940-b347-d1451example --
name mailing_addresses_only

実行する条件は以下のとおりです。

• [8a3c5608-aa2f-4940-b347-d1451example] は、ルールの一意の識別子です。
• [mailing_addresses_only] は、ルールの新しい名前です。

コマンドが正常に実行された場合は、以下のような出力が表示されます。

{ 
    "arn": "arn:aws:macie2:us-west-2:123456789012:findings-filter/8a3c5608-aa2f-4940-
b347-d1451example", 
    "id": "8a3c5608-aa2f-4940-b347-d1451example"
}

ここで、arn は、変更されたルールの Amazon リソースネーム (ARN)で、id は、ルールの一意の識
別子です

同様に、次の例では、action パラメータの値を NOOP から ARCHIVE に変更することで、フィルター
ルールを抑制ルールに変換します。

C:\> aws macie2 update-findings-filter --id 8a1c3508-aa2f-4940-b347-d1451example --
action ARCHIVE

実行する条件は以下のとおりです。

• [8a1c3508-aa2f-4940-b347-d1451example] は、ルールの一意の識別子です。
• [ARCHIVE] (#####) は、ルールの基準を満たす調査結果に対して Macie が実行する新しいアクショ

ンです (調査結果を抑制します)。

コマンドが正常に実行された場合は、次のような出力が表示されます。

{ 
    "arn": "arn:aws:macie2:us-west-2:123456789012:findings-filter/8a1c3508-aa2f-4940-
b347-d1451example", 
    "id": "8a1c3508-aa2f-4940-b347-d1451example"
}

ここで、arn は、変更されたルールの Amazon リソースネーム (ARN)で、id は、ルールの一意の識
別子です

抑制ルールを削除する
抑制ルールは、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用していつでも削除できます。
抑制ルールを削除すると、Macie は、ルールの基準を満たし、他のルールによって抑制されない調査結果
を新規およびその後の出現の抑制を停止します。ただし、Macie は、現在処理中であり、ルールの基準を
満たす調査結果を抑制する可能性があることに注意してください。
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抑制ルールを削除した後、ルールの基準に一致する調査結果を新規およびその後の出現は、[current] (現在) 
のステータスを持つようになります。これは、それらが Amazon Macie コンソールにデフォルトで表示さ
れることを意味します。さらに、Macie EventBridge はこれらの調査結果をイベントとして Amazon に発
行します。アカウントの発行設定に応じて (p. 264)、Macie は調査結果をにも発行しますAWS Security 
Hub。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して抑制ルールを削除するには、次のステップに従います。

抑制ルールを削除するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Findings] (調査結果) を選択します。
3. [Saved rules] (保存されたルール) のリストで、削除する抑制ルールの隣にある [edit] (編集) アイ

コン ( ) を選択します。
4. [Suppression rule] (抑制ルール) の下で、[Delete] (削除) を選択します。

API

抑制ルールをプログラムで削除するには、Amazon Macie API DeleteFindingsFilterのオペレー
ションを使用します。id パラメータでは、削除する抑制ルールの一意の識別子を指定しま
す。ListFindingsFilterオペレーションを使用してアカウントの抑制ルールとフィルタールールのリスト
を取得することで、この識別子が得られます。を使用している場合はAWS CLI、list-findings-filtersコ
マンドを実行してこのリストを取得します。

を使用して抑制ルールを削除するにはAWS CLI、delete-findings-filterコマンドを実行します。例:

C:\> aws macie2 delete-findings-filter --id 8a3c5608-aa2f-4940-b347-d1451example

ここで、[8a3c5608-aa2f-4940-b347-d1451example] は、削除する抑制ルールの一意の識別子で
す。

コマンドが正常に実行されると、Macie は空の HTTP 200 レスポンスを返します。それ以外の場
合、Macie は HTTP 4xx またはオペレーションが失敗した理由を示す 500 レスポンスを返します。

Amazon Macie 調査結果の重要度スコアリング
Amazon Macie がポリシーまたは機密データの調査結果を生成すると、その調査結果に重要度が自動的に
割り当てられます。調査結果の重要度は、調査結果の主要な特性を反映し、調査結果の評価と優先順位付
けに役立ちます。調査結果の重要度は、影響を受けたリソースが組織に対して緊急性または重要性を意味
する、または示すものではありません。

ポリシーの調査結果では、重要度は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) データのセキュリ
ティまたはプライバシーに関する潜在的な問題の性質に基づいています。機密データの調査結果では、重
要度は、Macie が S3 オブジェクトで見つけた機密データの性質と出現の数に基づいています。

Macie では、調査結果の重要度は 2 つの方法で表されます。

[Severity level] (重要度レベル)

これは重要度の定性的表現です。重要度の範囲は、最も低い重要度での Low から、最も高い重要度で
の High までです。
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重要度レベルは Amazon Macie コンソールに直接表示されます。またそれらは、Macie コンソー
ルで、Amazon Macie API から、および機密データの調査結果に関連する機密データ検出結果で
は、JSON 表現で利用できます。重要度レベルは、Macie が Amazon に発行する調査結果イベント
や、Macie が EventBridge に発行する調査結果イベントや、Macie がAWS Security Hubに発行する調
査結果イベントや、

[Severity score] (重要度スコア)

これは重要度の数値表現です。重要度スコアの範囲は、1 から 3で、重要度レベルに直接マッピング
されます。

重要度スコア 重要度レベル

1 低

2 ミディアム

3 高

重要度スコアは Amazon Macie コンソールに直接表示されません。ただし、それらは、Macie コン
ソールで、Amazon Macie API から、および機密データの調査結果に関連する機密データ検出結果で
は、JSON 表現で利用できます。重要度スコアは、Macie が Amazon EventBridge に発行する調査結
果イベントにも含まれます。それらは、Macie が AWS Security Hub に発行する調査結果には含まれ
ていません。

このセクションのトピックでは、Macie がポリシーの調査結果および機密データの調査結果の重要度をど
のように判断するかを示します。

トピック
• ポリシーの調査結果の重要度スコアリング (p. 258)
• 機密データの調査結果の重要度スコア (p. 259)

ポリシーの調査結果の重要度スコアリング
ポリシーの調査結果の重要度は、S3 バケットのセキュリティまたはプライバシーに関する潜在的な問題の
性質に基づいています。次のテーブルに、Macie がポリシーの調査結果の各タイプに割り当てる重要度レ
ベルをリスト化します。各タイプの説明については、「調査結果のタイプ (p. 185)」を参照してくださ
い。

調査結果タイプ 重要度レベル

Policy:IAMUser/S3BlockPublicAccessDisabled 高

Policy:IAMUser/S3BucketEncryptionDisabled 低

Policy:IAMUser/S3BucketPublic 高

Policy:IAMUser/S3BucketReplicatedExternally 高

Policy:IAMUser/S3BucketSharedExternally 高

Policy:IAMUser/S3BucketSharedWithCloudFront 中

ポリシーの調査結果の重要度は、調査結果の出現の数によって変化しません。
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機密データの調査結果の重要度スコア
機密データの調査結果の重要度は、Macie が S3 オブジェクトで見つけた機密データの性質と出現の数に
基づいています。次のトピックでは、Macie が各タイプの機密データの調査結果の重要度をどのように判
断するかを示します。

• SensitiveData:S3Object/Credentials (p. 259)
• SensitiveData:S3Object/CustomIdentifier (p. 259)
• SensitiveData:S3Object/Financial (p. 260)
• SensitiveData:S3Object/Personal (p. 260)
• SensitiveData:S3Object/Multiple (p. 262)

Macie が機密データの調査結果で検出およびレポートできる機密データのタイプの詳細な情報について
は、マネージドデータ識別子の使用 (p. 49) と カスタムデータ識別子の構築 (p. 67) を参照してください。

SensitiveData:S3Object/Credentials
A: S3Object/Credentials] SensitiveData調査結果は、S3 オブジェクトに認証情報データが含まれているこ
とを示します。このタイプの調査結果では、Macie がオブジェクトで見つけた認証情報データのタイプと
出現の数に基づいて、Macie が重要度を判断します。

次のテーブルに、S3 オブジェクト内の認証情報データの出現をレポートする調査結果に Macie が割り当
てる重要度レベルを示します。

検出タイプ 出現 1 回 出現 2～99 回 出現 100 回以上

AWS シークレットアク
セスキー

高 高 高

HTTP Basic 
Authorization header

高 高 高

T T T T) 高 高 高

OpenSSH プライベート
キー

高 高 高

PGP プライベートキー 高 高 高

公開鍵暗号標準 (PKCS) 
プライベートキー

高 高 高

PuTTY プライベート
キー

高 高 高

SensitiveData:S3Object/CustomIdentifier
A: S3Object/] SensitiveData調査結果は、S3 オブジェクトに 1CustomIdentifier つ以上のカスタムデータ識
別子の検出基準に一致するテキストが含まれていることを示します。オブジェクトには、複数のタイプの
機密データが含まれている場合があります。

デフォルトでは、Macie はこのタイプの調査結果に [Medium] (ミディアム) 重要度レベルを割り当てま
す。S3 オブジェクトに、少なくとも 1 つのカスタムデータ識別子の検出基準に一致するテキストの少な
くとも 1 つの出現が含まれている場合、Macie は調査結果に [Medium] (ミディアム) 重要度レベルを自動
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的に割り当てます。調査結果の重要度は、カスタムデータ識別子の基準に一致するテキストの出現の数に
よって変化しません。

ただし、調査結果を生成したカスタムデータ識別子のカスタム重要度設定を定義した場合、このタイプの
調査結果の重要度は異なる場合があります。この場合、Macie は重要度を次のように判断します。

• S3 オブジェクトに 1 つのみのカスタムデータ識別子の検出基準に一致するテキストが含まれている場
合、Macie はその識別子の重要度設定に基づいて調査結果の重要度を判断します。

• S3 オブジェクトに複数のカスタムデータ識別子の検出基準に一致するテキストが含まれている場
合、Macie は各カスタムデータ識別子の重要度設定を評価し、それらの設定のうちどれが最も高い重要
度を生成するかを判断し、次にその最も高い重要度を調査結果に割り当てることで調査結果の重要度を
判断します。

カスタムデータ識別子の重要度の設定を確認するには、Amazon Macie コンソールのナビゲーションペイ
ンで [Custom data identifiers] (カスタムデータ識別子) を選択します。次に、カスタムデータ識別子の名前
を選択します。[Severity] (重要度) セクションには、設定が表示されます。詳細については、「カスタム
データ識別子の結果の重要度設定の定義 (p. 70)」を参照してください。

SensitiveData:S3Object/Financial
A: SensitiveDataS3オブジェクトに財務情報が含まれていることを示します。このタイプの調査結果で
は、Macie がオブジェクトで見つけた財務情報のタイプと出現の数に基づいて、Macie が重要度を判断し
ます。

次のテーブルに、S3 オブジェクト内の財務情報の出現をレポートする調査結果に Macie が割り当てる重
要度レベルを示します。

検出タイプ 出現 1 回 出現 2～99 回 出現 100 回以上

銀行口座番号 高 高 高

クレジットカードの有
効期限

低 中 高

クレジットカードの磁
気ストライプデータ

高 高 高

クレジットカード番号* 高 高 高

クレジットカード認証
コード

中 高 高

* 重要度レベルは、キーワードの近くにある、またはないクレジットカード番号で同じです。

調査結果がオブジェクト内の複数のタイプの財務情報をレポートする場合、Macie が見つけた財務情報の
タイプごとに重要度を計算し、どのタイプが最も高い重要度を生成するタイプを判断し、その最も高い重
要度を調査結果に割り当てることで、Macie が重要度を判断します。たとえば、Macie がオブジェクト内
で 10 件のクレジットカードの有効期限 ([Medium] (ミディアム) 重要度レベル) と 10 件のクレジットカー
ド番号 ([High] (高) 重要度レベル) を検出した場合、Macie は[High] (高) 重要度レベルを調査結果に割り当
てます。

SensitiveData:S3Object/Personal
ASensitiveData) は、S3 オブジェクトに個人情報 (PHI)、またはこの 2 つの組み合わせ) が含まれているこ
とを示します。このタイプの調査結果では、Macie がオブジェクトで見つけた個人情報のタイプと出現の
数に基づいて、Macie が重要度を判断します。
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次のテーブルに、S3 オブジェクト内の PHI の出現をレポートする機密データの調査結果に Macie が割り
当てる重要度レベルを示します。

検出タイプ 出現 1 回 出現 2～99 回 出現 100 回以上

麻薬取締局 (DEA) 登録
番号

高 高 高

健康保険請求番号 
(HICN)

高 高 高

健康保険または医療識
別番号

高 高 高

ヘルスケア共通手順
コーディングシステム 
(HCPCS) コード

高 高 高

全米医薬品コード 
(NDC)

高 高 高

国家プロバイダー識別
子 (NPI)

高 高 高

機器固有識別子 (UDI) 低 中 高

次のテーブルに、S3 オブジェクト内の PII の出現をレポートする機密データの調査結果に Macie が割り当
てる重要度レベルを示します。

検出タイプ 出現 1 回 出現 2～99 回 出現 100 回以上

生年月日 低 中 高

運転免許証識別番号 低 中 高

選挙人名簿番号 高 高 高

フルネーム 低 中 高

全地球測位システム 
(GPS) 座標

低 中 中

HTTP クッキー 低 中 高

郵送先住所 低 中 高

国民識別番号 高 高 高

国民保険番号 (NINO) 高 高 高

パスポート番号 中 高 高

本籍地 高 高 高

電話番号 低 中 高

社会保険番号 (SIN) 高 高 高

社会保障番号 (SSN) 高 高 高
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検出タイプ 出現 1 回 出現 2～99 回 出現 100 回以上

納税者識別番号または
参照番号

高 高 高

車両識別番号 (VIN) 低 低 中

調査結果がオブジェクト内の複数のタイプの PHI、PII、または PHI と PII の両方をレポートする場
合、Macie が検出タイプごとに重要度を計算し、どの検出タイプが最も高い重要度を生成するタイプを判
断し、その最も高い重要度を調査結果に割り当てることで、Macie が重要度を判断します。

たとえば、Macie がオブジェクト内で 10 件のフルネーム ([Medium] (ミディアム) 重要度レベル) と 5 件の
パスポート番号 ([High] (高) 重要度レベル) を検出した場合、Macie は[High] (高) 重要度レベルを調査結果
に割り当てます。同様に、Macie がオブジェクト内で 10 件のフルネーム ([Medium] (ミディアム) 重要度レ
ベル) と 10 件の健康保険識別番号 ([High] (高) 重要度レベル) を検出した場合、Macie は [High] (高) 重要度
レベルを調査結果に割り当てます。

SensitiveData:S3Object/Multiple
A: S3オブジェクトに、複数の[ Sensitive/MultiveData] SensitiveData調査結果は、S3 オブジェクトに、複
数の[ Sensitiveデータ識別子の検出基準に一致するデータが含まれていることを示します。

このタイプの調査結果では、(前のトピックで示したように) Macie が見つけた機密データのタイプごとに
重要度を計算し、どのタイプが最も高い重要度を生成するタイプを判断し、その最も高い重要度を調査結
果に割り当てることで、Macie が重要度を判断します。

たとえば、Macie がオブジェクト内で 10 件のフルネーム ([Medium] (ミディアム) 重要度レベル) と 10 件
の AWS シークレットアクセスキー ([High] (高) 重要度レベル) を検出した場合、Macie は[High] (高) 重要
度レベルを調査結果に割り当てます。
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Amazon Macie の調査結果のモニタ
リングと処理

モニタリングシステムやイベント管理システムなど、他のアプリケーション、サービス、およびシステム
との統合をサポートするために、Amazon Macie EventBridge はポリシーと機密データの調査結果をイベン
トとして Amazon に自動的に発行します。組織のセキュリティ包括的なビューを提供します。Macie がポ
リシーと機密データの包括的なビューを提供しますAWS Security Hub。

アマゾン EventBridge

以前は Amazon EventBridge CloudWatch Events と呼ばれていた Amazon Events は、アプリケーショ
ンやサービスからのリアルタイムのデータのストリーミングを配信し、そのデータをAWS Lambda関
数、Amazon Simple Notification Service のトピック、および Amazon Kinesis ストリームなどのター
ゲットにルーティングするサーバーレスイベントバスサービスです。は EventBridge、Macie が調査
結果について発行するイベントなど、特定のタイプのモニタリングと処理を自動化できます。詳細に
ついてはEventBridge、Amazon EventBridge ユーザーガイドをご覧ください。

AWS ユーザー通知を Macie と統合すると、 EventBridge イベントを使用して Macie が調査結果用
に公開するイベントに関する通知を自動的に生成することもできます。ユーザー通知では、カス
タムルールを作成し、 EventBridge 関心のあるイベントに関する通知を受信するための配信チャ
ネルを設定します。配信チャネルには、電子メール、AWS Chatbotチャット通知、AWS Console 
Mobile Applicationプッシュ通知が含まれます。通知は、の 1 か所で確認することもできますAWS 
Management Console。ユーザー通知の詳細については、AWS ユーザー通知ユーザーガイドを参照し
てください。

AWS Security Hub

AWS Security Hubは、のセキュリティ包括的なビューを提供しますAWS。AWS のサービスサポート
されるセキュリティデータを収集し、AWS Partner Networkセキュリティ業界標準およびベストプラ
クティスに照らして環境をチェックするのに役立ちます。セキュリティの分析し、特に優先度の高い
セキュリティ傾向を分析し、最も優先度の高いセキュリティ傾向を分析し、最も優先度の高いセキュ
リティ傾向を分析し、最も優先度の高い Security Hub を使用すると、組織のセキュリティ広範な分析
の一部として Macie のセキュリティ包括的なビューを提供します。また、複数のリージョンの結果を
集約したりAWS リージョン、1 つのリージョンの集計結果データを監視および処理したりすることも
できます。Security Hub の詳細については、AWS Security Hub ユーザーガイドを参照してください。

Macie が調査結果を作成すると、 EventBridge その調査結果を新しいイベントとして自動的に発行しま
す。アカウントで選択した発行設定に応じて、Macie は Security Hub にその調査結果を発行することも
できます。Macie は、調査結果の処理が終了した直後に、新しい調査結果をそれぞれ発行します。Macie 
が既存のポリシーを検知したときに、その調査結果への更新を発行し、その調査結果への更新を発行
します。 EventBridge 発行設定に応じて、Macie は Security Hub にその更新を発行することもできま
す。Macie は、アカウントの発行設定で指定した発行頻度を使用して、これらの更新を定期的に発行しま
す。

トピック
• Amazon Macie 調査結果の発行設定を構成する (p. 264)
• Amazon Macie のとの統合 EventBridge (p. 266)
• Amazon Macie の AWS Security Hub との統合 (p. 270)
• Amazon Macie の AWS ユーザー通知との統合 (p. 277)
• Amazon Macie の調査結果の Amazon EventBridge イベントスキーマ (p. 282)
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Amazon Macie 調査結果の発行設定を構成する
他のアプリケーション、サービス、およびシステムとの統合をサポートするために、Amazon Macie 
EventBridge はポリシーの調査結果と機密データの調査結果の両方をイベントとして Amazon に自動的に
発行します。 EventBridge 調査結果のモニタリングと処理を行う方法の詳細については、「」を参照して
くださいAmazon Macie のとの統合 EventBridge (p. 266)。

アカウントの発行設定で指定した送信先オプションを使用して、調査結果を自動的に AWS Security Hub 
に発行するように Macie を設定することもできます これらのオプションを使用すると、ポリシーの調査結
果のみ、機密データの調査結果のみ、またはポリシーと機密データの調査結果の両方を Security Hub に発
行するように Macie を設定できます。また、Security Hub への調査結果の発行を停止するように Macie を
設定することもできます。Security Hub を使用して調査結果のモニタリングと処理を行う方法の詳細につ
いては、「Amazon Macie の AWS Security Hub との統合 (p. 270)」を参照してください。

ポリシーの調査結果では、Macie が別の調査結果を発行するタイミングは、調査結果が新規であるかどう
か、AWS のサービスおよびアカウントに指定する発行頻度によって異なります。機密データの調査結果で
は、タイミングは常に即時です。Macie は、調査結果の処理が終了した直後に機密データの調査結果を発
行します。ポリシーの調査結果とは異なり、Macie は機密データの調査結果はすべて新規 (一意) として処
理します。

Macie は、[suppression rule] (p. 251) (抑制ルール) によって自動的にアーカイブされるポリシーや機密
データの調査結果を発行しないことに注意してください。つまり、Macie は抑制された調査結果を他の人
に発行しませんAWS のサービス。

トピック
• 調査結果の発行先を選択する (p. 264)
• 調査結果の発行頻度を決定する (p. 265)
• 調査結果の発行頻度を変更する (p. 265)

調査結果の発行先を選択する
ポリシーと機密データの調査結果を AmazonAWS Security Hub に加えて Amazon に自動的に発行するよ
うに Amazon Macie を設定できます EventBridge。デフォルトでは、Macie は新規および更新されたポリ
シーの調査結果のみを Security Hub に発行します。デフォルトの構成を変更または拡張するには、アカウ
ントの発行先の設定を調整します。

発行先の設定を調整するときは、Macie が Security Hub に発行する調査結果のカテゴリを選択します。機
密データの調査結果のみ、ポリシーの調査結果のみ、または機密データとポリシーの調査結果の両方を選
択します。調査結果のカテゴリの Security Hub への発行を停止することもできます。

発行先の設定を変更した場合、変更は現在の設定にのみ適用されますAWS リージョン。ユーザーが組織の 
Macie 管理者である場合、変更は自分のアカウントにのみ適用されます。関連付けられているメンバーア
カウントには適用されません。詳細については、「複数のアカウントの管理 (p. 291)」を参照してくださ
い。

調査結果の発行先を選択するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. [Publication of findings] (調査結果の発行) セクションの [Destinations] (発行先) の下で、次のオプショ

ンから選択します。

• [Publish policy findings to] (ポリシーの調査結果の発行先) — [Security Hub] チェックボックス
をオンにして、新規および更新されたポリシーの調査結果を自動的に Security Hub に発行しま
す。Security Hub への新規および更新されたポリシーの調査結果の発行を停止するには、この
チェックボックスをオフにします。
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• [Publish sensitive data findings to] (機密データの調査結果の発行先) — [Security Hub] チェックボッ
クスをオンにして、機密データの調査結果を自動的に Security Hub に発行します。Security Hub へ
の機密データの発行を停止するには、このチェックボックスをオフにします。

4. [Save] (保存) を選択します。

調査結果のカテゴリを Security Hub に発行することを選択した場合は、現在のリージョンで Security Hub 
を有効にし、Macie が発行する調査結果を受け入れるように設定してください。そうしないと、Security 
Hub の調査結果にアクセスできなくなります。Security Hub で調査結果を受け入れる方法について
は、AWS Security Hub ユーザーガイドの「製品統合の管理」を参照してください。

調査結果の発行頻度を決定する
Amazon Macie では、各調査結果に一意の識別子があります。Macie はこの識別子を使用して、別の調査
結果をいつ公開するかを決定しますAWS のサービス。

• [New findings] (新しい調査結果) — Macie が新しいポリシーまたは機密データの調査結果を作成する
と、調査結果の処理の一部として一意の識別子が調査結果に割り当てられます。Macie が調査結果の処
理を完了した直後に、その調査結果を新しい Amazon EventBridge イベントとして発行します。アカウ
ントの発行設定に応じて、Macie はその調査結果を新しい調査結果としてに発行しますAWS Security 
Hub。

• [Updated findings] (更新された調査結果) – Macie は、既存のポリシーの調査結果のその後の出現を検
出すると、その後の出現に関する詳細を追加し、出現の数を増加させて、既存の調査結果を更新しま
す。Macie は、 EventBridgeこれらの更新を既存のイベントに発行し、アカウントの発行設定に応じ
て、既存の Security Hub の調査結果も発行します。Macie は、ポリシーの調査結果についてのみこれを
行います。機密データの調査結果は、ポリシーの調査結果とは異なり、すべて新規 (一意) として処理さ
れます。

デフォルトでは、Macie は定期的な発行サイクルの一部として 15 分ごとに更新された調査結果を発行
します。これは、最新の発行サイクル後に更新されたポリシーの調査結果はすべて保持され、必要に応
じて再度更新され、次の発行サイクル (約 15 分後) に含まれることを意味します。このスケジュールを
変更するには、別の発行頻度を選択します。たとえば、Macie が 1 時間ごとに更新された結果を発行す
るように設定し、発行が 12:00 に発生した場合は、12:00 以降に発生するすべての更新は 13:00 発行さ
れます。

これらのケースはいずれも、[suppression rule] (p. 251) (抑制ルール) によって自動的にアーカイブされる
調査結果には適用されないことに注意してください。Macie は抑制された調査結果を他の人に発行しませ
んAWS のサービス。

調査結果の発行頻度を変更する
Amazon Macie が他のの既存のポリシーの調査結果に対する更新を発行するために使用するスケジュール
を変更できますAWS のサービス。デフォルトでは、Macie は 15 分ごとに更新された調査結果を発行しま
す。このスケジュールを変更した場合、変更は現在のスケジュールにのみ適用されますAWS リージョン。
ユーザーが組織の Macie 管理者である場合、変更はリージョン内のすべての関連付けられたメンバーアカ
ウントにも適用されます。詳細については、「複数のアカウントの管理 (p. 291)」を参照してください。

更新された調査結果の発行頻度を変更するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
3. 「調査結果の公開」セクションの「ポリシー結果の更新頻度」で、Macie が更新されたポリシー結果

を他のユーザーに公開する頻度を選択しますAWS のサービス。
4. [Save] (保存) を選択します。
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Amazon Macie のとの統合 EventBridge
以前は Amazon EventBridge CloudWatch Events と呼ばれていた Amazon Events は、サーバーレスイベン
トバスサービスです。 EventBridge アプリケーションやサービスからのリアルタイムのデータのストリー
ミングを配信し、そのデータをAWS Lambda関数、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) の
トピック、および Amazon Kinesis ストリームなどのターゲットにルーティングします。詳細については
EventBridge、Amazon EventBridge ユーザーガイドをご覧ください。

を使用すると EventBridge、特定のタイプのイベントのモニタリングと処理を自動化できます。これに
は、新しいポリシーの調査結果と機密データの調査結果について Amazon Macie が自動的に発行するイベ
ントが含まれます。これには、Macie が既存のポリシーの調査結果のその後の出現で自動的に発行するイ
ベントも含まれます。Macie がこれらのイベントを発行する方法とタイミングの詳細については、「調査
結果の発行設定を構成する (p. 264)]を参照してください。

Macie が調査結果について発行するイベントを使用することで EventBridge 、ほぼリアルタイムで調査結
果をモニタリングおよび処理できます。次に、他のアプリケーションやサービスを使用して、調査結果に
対してアクションを取ることができます。たとえば、特定のタイプの新しい調査結果を EventBridge AWS 
Lambda関数に送信することができます。次に、Lambda 関数は、データを処理し、セキュリティインシデ
ントおよびイベント管理 (SIEM) システムに送信する場合があります。AWS User NotificationsをMacieと
統合すると (p. 277)、イベントを使用して、指定した配信チャネルを通じて自動的に結果を通知すること
もできます。

自動化されたモニタリングと処理に加えて、を使用すると、 EventBridge 調査結果データの長期保存が可
能になります。Macie は 90 日間調査結果を保存します。を使用すると EventBridge、調査結果データを好
みのストレージプラットフォームに送信し、データをいつまででも保存できます。

Note

長期の保持では、機密データの検出結果を S3 バケットに保存するように Macie を設定すること
もできます。機密データの検出結果は、Macie が S3 オブジェクトに対して実行した分析の詳細
を記録するレコードです。オブジェクトに機密データが含まれているかどうかを判断します。詳
細については、機密データ検出結果の保存と保持 (p. 171) を参照してください。

トピック
• アマゾンとの連携 EventBridge (p. 266)
• 調査結果に関する Amazon EventBridge ルールの作成 (p. 267)

アマゾンとの連携 EventBridge
Amazon では EventBridge、モニタリングするイベントを指定し、それらのイベントに対して自動アク
ションを実行するターゲットを指定するルールを作成します。ターゲットは、 EventBridge イベントを送
信する宛先です。

調査結果のモニタリングと処理タスクを自動化するには、Amazon Macie 調査結果イベントを自動的に検
出し、 EventBridge それらのイベントを処理またはその他のアクションのために別のアプリケーション
またはサービスに送信するルールを作成できます。特定の基準を満たすイベントのみを送信するように
ルールを調整できます。そのためには、から派生した基準を指定しますEventBridge 調査結果のイベント
スキーマ (p. 282)。

たとえば、特定のタイプの新しい調査結果を AWS Lambda 関数に送信するルールを作成できます。次
に、Lambda 関数は、データを処理して SIEM システムへ送信する、S3 オブジェクトに特定のタイプの
サーバー側暗号化を自動的に適用する、オブジェクトのアクセスコントロールリスト (ACL) を変更して 
S3 オブジェクトへのアクセスを制限するなどのタスクを実行できます。あるいは、新しい高い重要度の調
査結果を Amazon SNS トピックに自動的に送信するルールを作成します。これにより、インシデント対応
チームに結果を通知することができます。
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Lambda 関数の呼び出しと Amazon SNS トピックの通知に加えて、Amazon Kinesis Streamsへのイベント
の中継、AWS Step Functionsステートマシンを起動、AWS Systems Manager run commandを呼び出しな
ど、 EventBridge 他のタイプのターゲットやアクションもサポートしています。サポートされているター
ゲットの詳細については、Amazon  EventBridge ユーザーガイドの「Amazon EventBridge  ターゲット」
を参照してください。

調査結果に関する Amazon EventBridge ルールの作成
以下の手順では、Amazon EventBridge コンソールと AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用
して Amazon Macie EventBridge 結果のルールを作成する方法について説明します。ルールは、Macie 
EventBridge 調査結果のイベントスキーマとパターンを使用するイベントを検出し、それらのイベントを
処理のためにAWS Lambda関数に送信します。

AWS Lambda はサーバーをプロビジョニングしたり管理しなくてもコードを実行するために使用できるコ
ンピューティングサービスです。コードをパッケージ化し、[Lambda 関数] としてAWS Lambdaにアップ
ロードします。関数が呼び出されるとAWS Lambdaは関数を実行します。関数は、ユーザーが手動で呼び
出したり、イベントに応答して自動的に呼び出したり、またはアプリケーションやサービスからのリクエ
ストに応答したりすることができます。Lambda 関数の作成および呼び出しについては、 AWS Lambda 開
発者ガイドを参照してください。

Console

この手順では、Amazon EventBridge Console を使用して、すべての Macie 調査結果イベントを処理
のために Lambda 関数に自動的に送信するルールを作成する方法について説明します。このルール
は、特定のイベントを受信したときに実行されるルールのデフォルト設定を使用します。ルール設
定の詳細やカスタム設定を使用するルールの作成方法については、Amazon EventBridge User Guide
の「イベントに反応するルールの作成」を参照してください。

Tip

カスタムパターンを使用して、Macie 調査結果イベントのサブセットのみを検出して処理
するルールを作成することもできます。このサブセットは、Macie が調査結果イベントに
含める特定のフィールドに基づいて作成できます。使用可能なフィールドについては、
「EventBridge 調査結果のイベントスキーマ (p. 282)」を参照してください。このタイプの
ルールを作成する方法については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「イベントパター
ンでのコンテンツフィルター」を参照してください。

このルールを作成する前に、Lambda 関数を作成して、ルールがターゲットとして使用されるように
します。ルールを作成するときは、この関数をルールのターゲットとして指定する必要があります。

コンソールを使用してイベントのルールを作成するには

1. https://console.aws.amazon.com/events/ で Amazon EventBridge コンソールを開きます。
2. ナビゲーションペインの [イベント] で、[ルール] を選択します。
3. [Rules (ルール)] セクションで、[Create Rule (ルールの作成)] を選択します。
4. [ルールを定義] ページで、次のいずれかを実行します。

• [名前] にルールの名前を入力します。
• (オプション) [説明] (説明) に、ルールの簡単な説明を入力します。
• イベントバスの場合は、「デフォルト」が選択され、「選択したイベントバスでルールを有効

にする」がオンになっていることを確認します。
• [Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) 

を選択します。
5. 終了したら、[次へ] を選択します。
6. [Build Events Pattern] ページで、次のいずれかを実行します。
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• [イベントソース] には、[AWSイベント] または [ EventBridgeパートナー] を選択します。
• (オプション) サンプルイベントについては、Macie のサンプル検索イベントを確認して、イベ

ントに含まれる可能性がある内容を確認してください。これを行うには、AWSイベントを選択
します。次に、「サンプルイベント」で「Macie Finding」を選択します。

• [Event pattern] (イベントパターン) で、[Event pattern form] (イベントパターンフォーム) を選
択します。次に、以下の設定を入力します。
• [イベントソース] で [AWS のサービス] を選択します。
• AWS のサービスフォームに「Macie」と入力します。
• [イベントタイプ] に「Macie Finding」と入力します。

7. 終了したら、[次へ] を選択します。
8. [Select arget Target] ページで、次のいずれかを実行します。

• [Target types] (ターゲットタイプ) には、[AWS のサービス] を選択します。
• [ターゲットの選択] に Lambda 関数を入力します。次に、関数で、調査結果イベントを送信す

る Lambda 関数を選択します。
• [Configure version/alias] (バージョン/エイリアスを設定) で、ターゲットの Lambda 関数のバー

ジョンとエイリアスの設定を入力します。
• (オプション) [その他の設定] (カスタム設定) で、Lambda 関数に送信するイベントデータを指定

します。関数に正常に配信されないイベントの処理方法を指定することもできます。
9. 終了したら、[次へ] を選択します。
10. [タグの設定] ページで、ルールに割り当てる 1 つ以上のタグを入力します。続いて、[Next] (次へ) 

を選択します。
11. [確認と作成] ページで、ルールの設定を確認し、それらが正しいことを検証します。

設定を変更するには、設定が含まれるセクションで [Edit] (編集) を選択し、次に正しい設定を入
力します。ナビゲーションタブを使用して、設定が含まれるページに移動することもできます。

12. 設定の確認が完了したら、[ルールを作成] を選択します。

AWS CLI

この手順では、を使用して、すべての Macie 調査結果イベントを処理のために Lambda EventBridge 
関数に送信するルールを作成する方法について説明します。AWS CLIこのルールは、特定のイベント
を受信したときに実行されるルールのデフォルト設定を使用します。手順では、Microsoft Windows 
用にコマンドがフォーマットされています。Linux、macOS、または Unix では、キャレット (^) 行連
結文字をバックスラッシュ (\) に置き換えます。

このルールを作成する前に、Lambda 関数を作成して、ルールがターゲットとして使用されるように
します。関数を作成するときは、関数の Amazon リソースネーム (ARN) を書き留めておきます。ルー
ルのターゲットを指定するときに、この ARN を入力する必要があります。

AWS CLI を使用してイベントルールを作成するには

1. Macie が公開するすべての調査結果のイベントを検出するルールを作成します EventBridge。こ
れを行うには、 EventBridge put-rule コマンドを使用します。例:

C:\> aws events put-rule ^
--name MacieFindings ^
--event-pattern "{\"source\":[\"aws.macie\"]}"

MacieFindingsルールに付ける名前はどこですか。

コマンドが正常に実行された場合は、ルールの ARN EventBridge を使用して応答します。この 
ARN をメモします。それをステップ 3 で入力する必要があります。

268

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/events/put-rule.html


Amazon Macie ユーザーガイド
EventBridge 調査結果のルール作成

Tip

カスタムパターンを使用して、Macie 調査結果イベントのサブセットのみを検出して処
理するルールを作成することもできます。このサブセットは、Macie が調査結果イベン
トに含める特定のフィールドに基づいて作成できます。使用可能なフィールドについて
は、「EventBridge 調査結果のイベントスキーマ (p. 282)」を参照してください。この
タイプのルールを作成する方法については、Amazon EventBridge ユーザーガイドの「イ
ベントパターンでのコンテンツフィルター」を参照してください。

2. ルールのターゲットとして使用する Lambda 関数を指定します。これを行うには、 EventBridge
put-targets コマンドを使用します。例:

C:\> aws events put-targets ^
--rule MacieFindings ^
--targets Id=1,Arn=arn:aws:lambda:regionalEndpoint:accountID:function:my-findings-
function

ここでMacieFindings、ステップ 1 でルールに指定した名前で、Arnパラメータの値は、ルー
ルでターゲットとして使用する関数の ARN です。

3. ルールがターゲットの Lambda 関数を呼び出すことを許可する権限を追加します。これを行うに
は、Lambda 追加権限コマンドを使用します。例:

C:\> aws lambda add-permission ^
--function-name my-findings-function ^
--statement-id Sid ^
--action lambda:InvokeFunction ^
--principal events.amazonaws.com ^
--source-arn arn:aws:events:regionalEndpoint:accountId:rule:MacieFindings

実行する条件は以下のとおりです。

• my-findings-functionルールがターゲットとして使用する Lambda 関数の名前です。
• Sid は、Lambda 関数ポリシーでステートメントを記述するために定義するステートメント識

別子です。
• source-arn EventBridgeルールの ARN です。

コマンドが正常に実行された場合は、次のような出力が表示されます。

{ 
  "Statement": "{\"Sid\":\"sid\", 
    \"Effect\":\"Allow\", 
    \"Principal\":{\"Service\":\"events.amazonaws.com\"}, 
    \"Action\":\"lambda:InvokeFunction\", 
    \"Resource\":\"arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:my-findings-
function\", 
    \"Condition\": 
      {\"ArnLike\": 
        {\"AWS:SourceArn\": 
         \"arn:aws:events:us-east-1:111122223333:rule/MacieFindings\"}}}"
}

Statement 値は、Lambda 関数ポリシーに追加されたステートメントの JSON 文字列バージョ
ンです。
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Amazon Macie の AWS Security Hub との統合
AWS Security Hub は、AWS 環境全体のセキュリティ体制を包括的に把握し、セキュリティ業界標準およ
びベストプラクティスに照らして環境をチェックするのに役立つサービスです。これは、複数のサポート
サれているAWS Partner Networkセキュリティソリューションからの調査結果を消費、集約、AWS のサー
ビスおよび優先順位付けすることによって部分的に行われます。Security Hub は、セキュリティの傾向を
分析し、特に優先度の高いセキュリティ問題を特定するのに役立ちます。Security Hub では、複数の調査
結果を集約しAWS リージョン、1つのリージョンの集計結果データをすべて監視および処理することもで
きます。Security Hub の詳細については、AWS Security Hub ユーザーガイドを参照してください。

Amazon Macie は Security Hub と統合されているため、Macie から Security Hub に調査結果を自動的に
発行できます。Security Hub では、このような調査結果をセキュリティ体制の分析に含めることができま
す。これは、Security Hub を使用して、AWS 環境での大規模で集約された調査結果のデータセットの一部
として、ポリシーと機密データの調査結果をモニタリングおよび処理できることを意味します。Macie の
調査結果を分析する一方で、組織のセキュリティ体制の広範な分析を実行し、必要に応じて結果を修復で
きます。Security Hub は、複数のプロバイダーからの大量の調査結果に対処することの複雑さを低減しま
す。さらに、Macie からの調査結果を含む、すべての調査結果に標準形式を使用します。この形式、すな
わち AWS Security Finding 形式を使用すると、時間のかかるデータ変換作業を実行する必要性を排除しま
す。

トピック
• Amazon Macie が調査結果をに発行する方法AWS Security Hub (p. 270)
• での Amazon Macie 調査結果の例AWS Security Hub (p. 273)
• AWS Security Hub統合の有効化と構成 (p. 277)
• への公開の停止AWS Security Hub (p. 277)

Amazon Macie が調査結果をに発行する方法AWS 
Security Hub
AWS Security Hub では、セキュリティの問題が検出結果として追跡されます。調査結果の中に
は、Amazon Macie などによって検出された問題やAWS のサービス、サポートされているAWS Partner 
Networkセキュリティソリューションによって検出された問題に由来するものもあります。Security Hub 
には、セキュリティの問題を検出し、調査結果を生成するために使用する一連のルールもあります。

Security Hub には、これらすべてのソースからの調査結果を管理するためのツールが用意されています。
調査結果のリストを確認およびフィルタリングして、個別の調査結果の詳細を確認できます。方法につい
ては、『AWS Security Hubユーザーガイド』の「検索結果リストと詳細の表示」を参照してください。調
査結果の調査状況を追跡することもできます この方法については、AWS Security Hub ユーザーガイドの
「調査結果に対するアクションの実行」を参照してください。

Security Hub のすべての調査結果で、AWS Security Finding 形式 (ASFF) と呼ばれる標準の JSON 形式が
使用されます。ASFF には、問題のソース、影響を受けるリソース、および調査結果の現在のステータス
に関する詳細が含まれます。詳細については、AWS Security Hub ユーザーガイドの AWS Security Finding 
形式 (ASFF)を参照してください。

Macie が発行する調査結果のタイプ
Macie アカウント用に選択した発行設定に応じて、Macie は機密データの調査結果とポリシーの調査結果
の両方で作成されるすべての調査結果を Security Hub に発行できます。これらの設定とそれらの変更方法
については、「調査結果の発行設定を構成する (p. 264)」を参照してください。デフォルトでは、Macie 
は新規および更新されたポリシーの調査結果のみを Security Hub に発行します。Macie は機密データの調
査結果を Security Hub に発行しません。
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機密データの調査結果
Macie が [sensitive data findings] (p. 187) (機密データの調査結果) を Security Hub に発行するように設定
した場合、Macie はアカウントに対して作成された各機密データの調査結果を自動的に発行し、調査結果
の処理が終了した直後にそれを行います。Macie は、[suppression rule] (p. 251) (抑制ルール) によって自
動的にアーカイブされないすべての機密データの調査結果に対してこれを行います。

ユーザーが組織の Macie 管理者である場合、発行は、実行した機密データ検出ジョブからの調査結果
と、Macie が組織で実行した機密データ検出アクティビティの調査結果にも制限されます。ジョブを作成
するアカウントのみが、ジョブが生成する機密データの結果を発行できます。Macie 管理者アカウントの
みが、機密データの自動検出によって組織に提供される機密データ結果を公開できます。

Macie が機密データの調査結果をSecurity Hub に発行するときに、Security Hub のすべての調査結果に対
する標準的な形式である AWS Security Finding 形式を使用します。ASFF では、Types フィールドは調査
結果のタイプを示します。このフィールドでは、Macie での調査結果タイプの分類とは若干異なる分類を
使用します。

次のテーブルに、Macie が作成できる機密データの調査結果の各タイプの ASFF 調査結果タイプを示しま
す。

Macie 調査結果タイプ ASFF 調査結果タイプ

SensitiveData:S3Object/Credentials Sensitive Data Identifications/Passwords/
SensitiveData:S3Object-Credentials

SensitiveData:S3Object/CustomIdentifier Sensitive Data Identifications/PII/
SensitiveData:S3Object-CustomIdentifier

SensitiveData:S3Object/Financial Sensitive Data Identifications/Financial/
SensitiveData:S3Object-Financial

SensitiveData:S3Object/Multiple Sensitive Data Identifications/PII/
SensitiveData:S3Object-Multiple

SensitiveData:S3Object/Personal Sensitive Data Identifications/PII/
SensitiveData:S3Object-Personal

ポリシーの調査結果
Macie が [policy findings] (p. 186) (ポリシーの調査結果) を Security Hub に発行するように設定した場
合、Macie は作成した新しい各ポリシーの調査結果を自動的に発行し、調査結果の処理が終了した直後
にそれを行います。Macie が既存のポリシーの調査結果のその後の出現を検出した場合、アカウントに
指定した発行頻度を使用して、Security Hub の既存の調査結果への更新を自動的に発行します。Macie 
は、[suppression rule] (p. 251) (抑制ルール) によって自動的にアーカイブされないすべてのポリシーの調
査結果に対してこれらのタスクを実行します。

ユーザーが組織の Macie 管理者である場合、発行は、ユーザーのアカウントによって直接所有される S3 
バケットのポリシーの調査結果にも制限されます。Macie は、組織内のメンバーアカウントに対して作成
または更新したポリシーの調査結果を発行しません。これにより、Security Hub には重複した調査結果
データがないことが保証されます。

機密データの調査結果の場合と同様に、Macie は、Security Hub に新規および更新されたポリシーの調査
結果を発行するときに、AWS Security Finding 形式 (ASFF) を使用します。ASFF では、Types フィール
ドは、Macie での調査結果タイプの分類とは若干異なる分類を使用します。

次のテーブルに、Macie が作成できるポリシーの調査結果の各タイプについて ASFF 調査結果タイプを示
します。Macie が 2021 年 1 月 28 日以降に Security Hub でポリシーの調査結果を作成または更新した場
合、その調査結果は Security Hub の ASFF Types フィールドに対して次のいずれかの値になります。
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Macie 調査結果タイプ ASFF 調査結果タイプ

Policy:IAMUser/S3BlockPublicAccessDisabled Software and Configuration Checks/AWS 
Security Best Practices/Policy:IAMUser-
S3BlockPublicAccessDisabled

Policy:IAMUser/S3BucketEncryptionDisabled Software and Configuration Checks/AWS 
Security Best Practices/Policy:IAMUser-
S3BucketEncryptionDisabled

Policy:IAMUser/S3BucketPublic Effects/Data Exposure/Policy:IAMUser-
S3BucketPublic

Policy:IAMUser/S3BucketReplicatedExternally Software and Configuration Checks/AWS 
Security Best Practices/Policy:IAMUser-
S3BucketReplicatedExternally

Policy:IAMUser/S3BucketSharedExternally Software and Configuration Checks/AWS 
Security Best Practices/Policy:IAMUser-
S3BucketSharedExternally

Policy:IAMUser/S3BucketSharedWithCloudFront Software and Configuration Checks/AWS 
Security Best Practices/Policy:IAMUser-
S3BucketSharedWithCloudFront

Macie が 2021 年 1 月 28 日より前にポリシーの調査結果を作成または更新した場合、その調査結果は 
Security Hub の ASFF Types フィールド に対して次のいずれかの値になります。

• Policy:IAMUser/S3BlockPublicAccessDisabled
• Policy:IAMUser/S3BucketEncryptionDisabled
• Policy:IAMUser/S3BucketPublic
• Policy:IAMUser/S3BucketReplicatedExternally
• Policy:IAMUser/S3BucketSharedExternally

前のリストの値は、Macieの [Finding type] (調査結果タイプ) (type) フィールドの値に直接マッピングされ
ます。

Note

Security Hub でポリシーの調査結果を確認して処理するときは、次の例外に注意してください。

• Macie はAWS リージョン、早くも 2021 年 1 月 25 日に、新規および更新された調査結果で 
ASFF 調査結果タイプの使用を開始しました。

• Macie がで ASFF 調査結果タイプの使用を開始する前に、ユーザーが Security Hub でポリシー
の調査結果を処理した場合、調査結果の ASFFTypes フィールドの値は、前のリストの Macie 
調査結果タイプのいずれかになります。AWS リージョンそれは、前のテーブルの ASFF 調査
結果タイプのいずれかにはなりません。これは、AWS Security Hub コンソールまたは AWS 
Security Hub APIの BatchUpdateFindings オペレーションを使用して処理したポリシーの調査
結果に当てはまります。

調査結果のレイテンシー
Macie が新しいポリシーまたは機密データの調査結果を作成するときに、調査結果の処理が終了した直後
に Security Hub にその調査結果を発行します。
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Macie が既存のポリシー結果のその後の出現を検出したときに、既存の Security Hub の調査結果への更新
を発行します。更新のタイミングは、Macie アカウントで選択した発行頻度によって異なります。デフォ
ルトでは、Macie は 15 分ごとに更新を発行します。アカウントの設定を変更する方法など、詳細につい
ては、「調査結果の発行設定を構成する (p. 264)」を参照してください。

Security Hub が使用できないときに発行を再試行する
Security Hub が使用できない場合、Macie は Security Hub によって受信されていない調査結果のキューを
作成します。システムが復元されると、Macie は結果が Security Hub によって受信されるまで、発行を再
試行します。

Security Hub の既存の調査結果を更新する
Macie がポリシーの調査結果を Security Hub に発行した後、Macie は調査結果を更新して、調査結果また
は調査結果アクティビティの追加の出現を反映します。Macie は、ポリシーの調査結果についてのみこれ
を行います。機密データの調査結果は、ポリシーの調査結果とは異なり、すべて新規 (一意) として処理さ
れます。

Macie がポリシー結果への更新を発行するときに、Macie は、調査結果の [Updated At] (更新時刻) 
(UpdatedAt) のフィールド値を更新します。この値を使用して、Macie が調査結果を生成した潜在的なポ
リシー違反または問題のその後の出現を Macie が最後に検出したタイミングを判断できます。

Macie は、フィールドの既存の値が [ASFF finding type] (p. 271) (ASFF 調査結果タイプ) ではない場合、
調査結果の [Types] (タイプ) (Types) フィールドの値も更新する場合があります。これは、Security Hub 
での調査結果に基づいて処理したかどうかによって異なります。調査結果を処理していない場合、Macie 
はフィールドの値を適切な ASFF 調査結果タイプに変更します。AWS Security Hub コンソールまたは 
AWS Security Hub APIの BatchUpdateFindings オペレーションのいずれかを使用して、調査結果の処理を
した場合、Macie はフィールドの値を変更しません。

での Amazon Macie 調査結果の例AWS Security Hub
Amazon Macie が調査結果をに発行するときにAWS Security Hub、AWSSecurity Finding 形式 (ASFF) を
使用します。これは、Security Hub のすべての調査結果に対する標準形式です。次の例では、サンプル
データを使用して、Macie がこの形式で Security Hub に発行する調査結果データの構造と性質を示しま
す。

• [Example of a sensitive data finding] (p. 273) (機密データの調査結果の例)
• [Example of a policy finding] (p. 276) (ポリシーの調査結果の例)

Security Hub での機密データの調査の例
以下に、Macie が ASFF を使用してSecurity Hub に発行した機密データの調査結果の例を示します。

{ 
    "SchemaVersion": "2018-10-08", 
    "Id": "5be50fce24526e670df77bc00example", 
    "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/macie", 
    "ProductName": "Macie", 
    "CompanyName": "Amazon", 
    "Region": "us-east-1", 
    "GeneratorId": "aws/macie", 
    "AwsAccountId": "111122223333", 
    "Types":[ 
        "Sensitive Data Identifications/PII/SensitiveData:S3Object-Personal" 
    ], 
    "CreatedAt": "2022-05-11T10:23:49.667Z", 
    "UpdatedAt": "2022-05-11T10:23:49.667Z", 
    "Severity": { 
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        "Label": "HIGH", 
        "Normalized": 70 
    }, 
    "Title": "The S3 object contains personal information.", 
    "Description": "The object contains personal information such as first or last names, 
 addresses, or identification numbers.", 
    "ProductFields": { 
        "JobArn": "arn:aws:macie2:us-east-1:111122223333:classification-
job/698e99c283a255bb2c992feceexample", 
        "S3Object.Path": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1/2022 Sourcing.tsv", 
        "S3Object.Extension": "tsv", 
        "S3Bucket.effectivePermission": "NOT_PUBLIC", 
        "OriginType": "SENSITIVE_DATA_DISCOVERY_JOB", 
        "S3Object.PublicAccess": "false", 
        "S3Object.Size": "14", 
        "S3Object.StorageClass": "STANDARD", 
        "S3Bucket.allowsUnencryptedObjectUploads": "TRUE", 
        "JobId": "698e99c283a255bb2c992feceexample", 
        "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/
macie/5be50fce24526e670df77bc00example", 
        "aws/securityhub/ProductName": "Macie", 
        "aws/securityhub/CompanyName": "Amazon" 
    }, 
    "Resources": [ 
        { 
            "Type": "AwsS3Bucket", 
            "Id": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1", 
            "Partition": "aws", 
            "Region": "us-east-1", 
            "Details": { 
                "AwsS3Bucket": { 
                    "OwnerId": 
 "7009a8971cd538e11f6b6606438875e7c86c5b672f46db45460ddcd08example", 
                    "OwnerName": "johndoe", 
                    "OwnerAccountId": "444455556666", 
                    "CreatedAt": "2020-12-30T18:16:25.000Z", 
                    "ServerSideEncryptionConfiguration": { 
                        "Rules": [ 
                            { 
                                "ApplyServerSideEncryptionByDefault": { 
                                    "SSEAlgorithm": "aws:kms", 
                                    "KMSMasterKeyID": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
                                } 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    "PublicAccessBlockConfiguration": { 
                        "BlockPublicAcls": true, 
                        "BlockPublicPolicy": true, 
                        "IgnorePublicAcls": true, 
                        "RestrictPublicBuckets": true 
                    } 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Type": "AwsS3Object", 
            "Id": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1/2022 Sourcing.tsv", 
            "Partition": "aws", 
            "Region": "us-east-1", 
            "DataClassification": { 
                "DetailedResultsLocation": "s3://macie-data-discovery-results/
AWSLogs/111122223333/Macie/us-east-1/ 
                698e99c283a255bb2c992feceexample/111122223333/32b8485d-4f3a-3aa1-be33-
aa3f0example.jsonl.gz", 
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                "Result":{ 
                    "MimeType": "text/tsv", 
                    "SizeClassified": 14, 
                    "AdditionalOccurrences": false, 
                    "Status": { 
                        "Code": "COMPLETE" 
                    }, 
                    "SensitiveData": [ 
                        { 
                            "Category": "PERSONAL_INFORMATION", 
                            "Detections": [ 
                                { 
                                    "Count": 1, 
                                    "Type": "USA_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", 
                                    "Occurrences": { 
                                        "Cells": [ 
                                            { 
                                                "Column": 10, 
                                                "Row": 1, 
                                                "ColumnName": "Other" 
                                            } 
                                        ] 
                                    } 
                                } 
                            ], 
                            "TotalCount": 1 
                        } 
                    ], 
                    "CustomDataIdentifiers": { 
                        "Detections": [ 
                        ], 
                        "TotalCount": 0 
                    } 
                } 
            }, 
            "Details": { 
                "AwsS3Object": { 
                    "LastModified": "2022-04-22T18:16:46.000Z", 
                    "ETag": "ebe1ca03ee8d006d457444445example", 
                    "VersionId": "SlBC72z5hArgexOJifxw_IN57example", 
                    "ServerSideEncryption": "aws:kms", 
                    "SSEKMSKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
                } 
            } 
        } 
    ], 
    "WorkflowState": "NEW", 
    "Workflow": { 
        "Status": "NEW" 
    }, 
    "RecordState": "ACTIVE", 
    "FindingProviderFields": { 
        "Severity": { 
            "Label": "HIGH" 
        }, 
        "Types": [ 
            "Sensitive Data Identifications/PII/SensitiveData:S3Object-Personal" 
        ] 
    }, 
    "Sample": false, 
    "ProcessedAt": "2022-05-11T10:23:49.667Z"
}
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Security Hub でのポリシーの調査結果の例
以下に、Macie が ASFF で Security Hub に発行した新しいポリシーの調査結果の例を示します。

{ 
    "SchemaVersion": "2018-10-08", 
    "Id": "36ca8ba0-caf1-4fee-875c-37760example", 
    "ProductArn": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/macie", 
    "ProductName": "Macie", 
    "CompanyName": "Amazon", 
    "Region": "us-east-1", 
    "GeneratorId": "aws/macie", 
    "AwsAccountId": "111122223333", 
    "Types": [ 
        "Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/Policy:IAMUser-
S3BlockPublicAccessDisabled" 
    ], 
    "CreatedAt": "2022-04-24T09:27:43.313Z", 
    "UpdatedAt": "2022-04-24T09:27:43.313Z", 
    "Severity": { 
        "Label": "HIGH", 
        "Normalized": 70 
    }, 
    "Title": "Block Public Access settings are disabled for the S3 bucket", 
    "Description": "All Amazon S3 block public access settings are disabled for the Amazon 
 S3 bucket. Access to the bucket is  
      controlled only by access control lists (ACLs) or bucket policies.", 
    "ProductFields": { 
        "S3Bucket.effectivePermission": "NOT_PUBLIC", 
        "S3Bucket.allowsUnencryptedObjectUploads": "FALSE", 
        "aws/securityhub/FindingId": "arn:aws:securityhub:us-east-1::product/aws/
macie/36ca8ba0-caf1-4fee-875c-37760example", 
        "aws/securityhub/ProductName": "Macie", 
        "aws/securityhub/CompanyName": "Amazon" 
    }, 
    "Resources": [ 
        { 
        "Type": "AwsS3Bucket", 
        "Id": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2", 
        "Partition": "aws", 
        "Region": "us-east-1", 
        "Tags": { 
            "Team": "Recruiting", 
            "Division": "HR" 
        }, 
        "Details": { 
            "AwsS3Bucket": { 
              "OwnerId": 
 "7009a8971cd538e11f6b6606438875e7c86c5b672f46db45460ddcd08example", 
              "OwnerName": "johndoe", 
              "OwnerAccountId": "444455556666", 
              "CreatedAt": "2020-11-25T18:24:38.000Z", 
              "ServerSideEncryptionConfiguration": { 
                "Rules": [ 
                    { 
                    "ApplyServerSideEncryptionByDefault": { 
                        "SSEAlgorithm": "aws:kms", 
                        "KMSMasterKeyID": "arn:aws:kms:us-
east-1:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
                    } 
                  } 
                ] 
              }, 
              "PublicAccessBlockConfiguration": { 
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                "BlockPublicAcls": false, 
                "BlockPublicPolicy": false, 
                "IgnorePublicAcls": false, 
                "RestrictPublicBuckets": false 
               } 
            } 
         } 
      } 
    ], 
    "WorkflowState": "NEW", 
    "Workflow": { 
        "Status": "NEW" 
    }, 
    "RecordState": "ACTIVE", 
    "FindingProviderFields": { 
        "Severity": { 
            "Label": "HIGH" 
        }, 
        "Types": [ 
            "Software and Configuration Checks/AWS Security Best Practices/Policy:IAMUser-
S3BlockPublicAccessDisabled" 
        ] 
    }, 
    "Sample": false
}

AWS Security Hub統合の有効化と構成
Amazon Macie の Amazon Macie の Security Hub との統合を利用するにはAWS Security Hub、でSecurity 
Hub を有効化する必要がありますAWS アカウント。Security Hub を有効にする方法の詳細について
は、AWS Security Hub ユーザーガイドの「AWS Security Hub の設定」を参照してください。

Macie と Security Hub の両方を有効化すると、統合は自動的に有効化されます。これは、Macie が 
Security Hub への新規および更新されたポリシーの調査結果の発行を自動的に開始することを意味しま
す。統合を設定するために、追加のステップを実行する必要はありません。

必要に応じて、Macie が Security Hub でポリシーの調査結果に対する更新を発行する頻度を選択して、設
定をカスタマイズできます。ポリシーの調査結果に加えて、機密データの調査結果を Security Hub に発行
することも選択できます。この方法の詳細は、「調査結果の発行設定を構成する (p. 264)」を参照してく
ださい。

への公開の停止AWS Security Hub
調査結果の発行を停止するにはAWS Security Hub、Amazon Macie アカウントの発行設定を変更で
きます。この方法の詳細は、「調査結果の発行先を選択する (p. 264)」を参照してください。これ
は、Security Hub コンソールまたはSecurity Hub API を使用しても実行できます。詳細については、「統
合からの調査結果のフローの無効化と有効化 (コンソール)」または AWS Security Hub ユーザーガイドの
「統合からの調査結果のフローの無効化 (Security Hub API、AWS CLI)」を参照してください 。

Amazon Macie の AWS ユーザー通知との統合
AWS ユーザー通知は、AWSAWS Management Console上の通知を一元的に管理するサービスです。これ
には、Amazon CloudWatch のアラーム、AWS Supportケース、他のユーザーからの連絡などの通知が含
まれますAWS のサービス。ユーザー通知では、 EventBridge 特定の種類のAmazonイベントに関する通知
を受け取るためのカスタムルールと配信チャネルを設定できます。配信チャネルには、電子メール、AWS 
Chatbotチャット通知、AWS Console Mobile Applicationプッシュ通知が含まれます。AWS ユーザー通知
コンソールで通知を確認することもできます。ユーザー通知の詳細については、AWS ユーザー通知ユー
ザーガイドを参照してください。
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Macie は AWS ユーザー通知と統合されているため、ポリシーや機密データの調査結果について Macie が
公開するイベントを通知するようにユーザー通知を設定できます。 EventBridge 検索イベントが指定した
条件に一致すると、ユーザー通知によって通知が生成されます。通知には、結果のタイプや重要度、影響
を受けるリソースの名前など、関連する結果の重要な詳細が含まれます。ユーザー通知は、指定した 1 つ
以上の配信チャネルに通知を送信することもできます。セキュリティとコンプライアンスのワークフロー
に合わせて、選択した配信チャネルをカスタマイズできます。

たとえば、重要度の高い特定のタイプの新しい検出結果について通知を生成するようにユーザー通知
を設定できます。AWS Chatbotこれらの通知の配信チャネルとして指定することもできます。次に、 
EventBridge ユーザー通知は結果のイベントを検出し、結果のデータを含む通知を生成して、通知をに送
信しますAWS Chatbot。 AWS Chatbot通知は、通知を Slack チャネルまたは Amazon Chime チャット
ルームにルーティングして、インシデント対応チームに通知する場合があります。

トピック
• AWS ユーザー通知の使用 (p. 278)
• Amazon Macie の結果に対する AWS ユーザー通知の有効化と設定 (p. 278)
• AWS ユーザー通知フィールドと Amazon Macie 検索フィールドのマッピング  (p. 280)
• Amazon Macie の調査結果をの AWS ユーザー通知設定の変更 (p. 282)
• Amazon Macie の調査結果をの AWS ユーザー通知の無効化する (p. 282)

AWS ユーザー通知の使用
AWS ユーザー通知では、監視して通知を受け取る Amazon EventBridge イベントの種類を指定するルール
を作成します。ルールは、 EventBridge 通知を生成するためにイベントが一致しなければならない基準を
定義します。ルールには、1 つ以上の配信チャネルを選択することもできます。配信チャネルでは、ルー
ルの条件に一致するイベントの通知をどこで受け取るかを指定します。

EventBridge ユーザー通知がルールの条件に一致するイベントを検出すると、次の一般的なタスクが実行
されます。

1. イベントからデータのサブネットを抽出します。
2. 抽出されたデータを含む通知を生成します。
3. そのタイプのイベントに対して指定した配信チャネルに通知を送信します。

通知のデザインと構造は、送信先の配信チャネルごとに最適化されます。

受信する通知の頻度または数を制御するには、ルールの集約設定を構成できます。これらの設定を有効に
すると、ユーザー通知は複数のイベントのデータを 1 つの通知にまとめます。集約されたイベント通知
を迅速かつ頻繁に送信することを選択できます。これは、重要度の高い検索イベントの場合に便利です。
または、通知の送信頻度を減らして受け取る通知を減らすこともできます。これは、重要度の低い検索
イベントに対して行うとよいでしょう。イベントデータを組み合わせると、AWS User Notifications コン
ソールを使用して、集計された各イベントの詳細をドリルダウンして確認できます。そこから、Amazon 
Macie コンソールで関連する各結果に移動することもできます。

Amazon Macie の結果に対する AWS ユーザー通知の
有効化と設定
AWS ユーザー通知で Amazon Macie 結果の通知を生成できるようにするには、「ユーザー通知」で 
Macie の通知設定を作成します。通知設定は、ルールの条件を指定します。また、ルールの条件に一致す
る Amazon EventBridge イベントに関する通知を監視および送信するための配信チャネルやその他の設定
も指定します。通知設定の作成の詳細については、AWS ユーザー通知ユーザーガイドの「AWS ユーザー
通知の使用開始」を参照してください。
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Macie 結果の通知設定を作成するには、イベントルールに次のオプションを選択します。

• AWS のサービス名前には Macie を選択します。
• [Event type] (イベントタイプ) では、[Macie Finding] (Macie の調査結果) を選択します。
• 「地域」AWS リージョン では、Macie を使用しており、調査結果の通知を受け取りたい地域をそれぞ

れ選択します。

この設定では、 EventBridge AWS アカウントユーザー通知はお客様のイベントを監視し、選択したリー
ジョンのすべての Macie 検索イベントの通知を生成します。イベントは、以下の条件に一致します。

• source等しいaws.macie

• detail-type等しいMacie Finding

イベントルールの基になる JSON パターンは次のとおりです。

{ 
    "source": ["aws.macie"], 
    "detail-type": ["Macie Finding"]
}

ルールを絞り込み、結果のサブセットのみの通知を生成するには、ルールの JSON パターンをカスタマイ
ズできます。そのためには、MacieEventBridge 結果のイベントスキーマから派生する追加の条件を指定し
ます (p. 282)。

カスタム JSON パターンを使用するルールを作成すると、Macie の結果について複数の通知設定を作成で
きます。次に、特定の種類の調査結果に関するセキュリティとコンプライアンスのワークフローに合わせ
て、配信チャネルやその他の設定を構成ごとに調整できます。

たとえば、Macie が結果を生成または更新した場合に通知するルールを 1 Policy:IAMUser/
S3BucketPublicつ作成できます。この場合、ルールのパターンは、次のようになります。

{ 
    "source": ["aws.macie"], 
    "detail-type": ["Macie Finding"], 
    "detail": { 
        "type": ["Policy:IAMUser/S3BucketPublic"] 
    }
}

また、Macie が一般にアクセス可能な S3 バケットの機密データを生成した場合に通知するルールをもう1
つ作成することもできます。この場合、ルールのパターンは、次のようになります。

{ 
    "source": ["aws.macie"], 
    "detail-type": ["Macie Finding"], 
    "detail": { 
        "type": [ { "prefix": "SensitiveData" } ], 
        "resourcesAffected": { 
            "effectivePermission": ["PUBLIC"] 
        } 
    }
}

Macie の結果に対して複数の通知設定を作成する場合は、各設定のルールが一意になるようにするとよい
でしょう。アクセスできない場合は、調査結果を個別の通知が重複して受信する場合があります。
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ルールのイベントパターンのカスタマイズについて詳しくは、AWS User Notifications ユーザーガイド
の「カスタマイズされた JSON イベントパターンの使用」を参照してください。

AWS ユーザー通知フィールドと Amazon Macie 検索
フィールドのマッピング
AWS ユーザー通知が Amazon Macie の結果に関する通知を生成すると、対応する Amazon EventBridge 
イベントのフィールドのサブセットからのデータが通知に入力されます。これらのフィールドには、結果
のタイプや重要度、影響を受けるリソースの名前など、関連する結果の重要な詳細が表示されます。

AWS User Notifications コンソールで通知を確認すると、通知にはこのフィールドサブセットのすべての
データが含まれます。Amazon Macie コンソール内の関連する調査結果へのリンクも表示されます。他の
配信チャネルで通知を確認すると、一部のフィールドのデータしか含まれていない可能性があります。こ
れは、User Notificationsがサポートする各タイプの配信チャネルで機能するように通知のデザインと構造
を調整するためです。

次の表は、結果の通知に含めることができるフィールドの一覧です。表の「通知フィールド」列には、
通知内のフィールドの名前を（斜体で）説明または示します。調査結果のフィールド列は、調査結果の
フィールドの JSON フィールドの名前を示すために、 EventBridge ドット表記を使用しています。説明列
には、フィールドに保存されているデータが表示されます。

通知フィールド イベントフィールドの検索 説明

メッセージの見出し detail.type 調査結果のタイプ。

たとえば、Policy:IAMUser/
S3BucketPublic、SensitiveData:S3Object/
Financial などです。

概要 detail.title 調査結果の簡単な説明。

例: The S3 object contains 
financial information.

説明 detail.description 調査結果の詳細な説明。

例: The S3 object contains 
financial information 
such as bank account 
numbers or credit card 
numbers.

重要度 detail.severity.description調査結果の重要度の定性的表
現:LowMedium、またはHigh

検出結果 ID detail.id フィルターの一意の識別子。

作成 detail.createdAt Macie が調査結果を作成した日
時。

Updated detail.updatedAt Macie が調査結果を最新の更新し
た日時。

機密データの結果の場
合、この値は Created
(detail.createdAt) フィール
ドの値と同じです。すべての機
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通知フィールド イベントフィールドの検索 説明
密データの調査結果は、新規 (一
意の) とみなされます。

影響を受ける S3 バケット detail.resourcesAffected.s3Bucket.arn影響を受ける S3 バケット
の Amazon リソースネーム 
(ARN)。

影響を受ける S3 オブジェクト detail.resourcesAffected.s3Object.path影響を受ける S3 オブジェクトの
名前 (キー)。オブジェクトを保
存するバケットの名前と、該当
する場合はオブジェクトのプレ
フィックスを含みます。

このフィールドは、ポリシー結
果の通知には含まれていませ
ん。

機密データ検出 detail.classificationDetails.result.sensitiveData.detections...

And/Or

detail.classificationDetails.result.customDataIdentifiers.detections...

これは、機密データを検索する
場合に、イベント内の複数の
フィールドを連結したもので
す。このフィールドは、ポリ
シー結果の通知には含まれてい
ません。

管理データ識別子が機密データ
を検出した場合、このフィール
ドには、検出された機密データ
のカテゴリ、タイプ、および出
現回数 (count) を指定します。
例: PERSONAL_INFORMATION: 
USA_SOCIAL_SECURITY_NUMBER 
100 occurrences。

カスタムデータ識別子が機密
データを検出した場合、この
フィールドにはカスタムデータ
識別子の名前と検出された機密
データの出現回数 (count) を
指定します。例: Employee ID 
20 occurrences。

結果から複数の種類の機密デー
タが報告された場合、通知には
最大 4 種類のデータが含まれ
ます。データは、最初に該当す
るカスタムデータ識別子によっ
て入力され、次に該当する管理
データ識別子によって入力され
ます。
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Amazon Macie の調査結果をの AWS ユーザー通知設
定の変更
Amazon Macie の調査結果をの AWS ユーザー通知設定は、いつでも変更できます。これを行うには、
ユーザー通知の通知設定を編集します。方法については、AWS ユーザー通知ユーザーガイドの「通知設定
の管理」を参照してください。

Macie 結果の通知構成が複数ある場合は、1 つの構成の設定を変更しても、他の構成の設定には影響しま
せん。すべての設定を編集することも、一部の設定だけを編集することもできます。

Amazon Macie の調査結果をの AWS ユーザー通知の
無効化する
Amazon Macie の結果に対する AWS ユーザー通知からの通知の生成と受信を停止するには、ユーザー通
知の通知設定を削除します。方法については、AWS ユーザー通知ユーザーガイドの「通知設定の管理」を
参照してください。

Macie 結果の通知設定が複数ある場合は、1 つの設定を削除しても他の設定には影響しません。すべての
設定を削除することも、一部の設定だけを削除することもできます。

Amazon Macie の調査結果の Amazon EventBridge 
イベントスキーマ

モニタリングシステムやイベント管理システムなど、他のアプリケーション、サービス、およびシステム
との統合をサポートするために、Amazon Macie EventBridge は調査結果をイベントとして Amazon に自
動的に発行します。 EventBridge以前は Amazon CloudWatch Events と呼ばれていた Amazon Events は、
アプリケーションや他のからのリアルタイムのデータのストリーミングをAWS Lambda関数、Amazon 
Simple Notification Service のトピック、および Amazon KinesisAWS のサービス ストリームなどのター
ゲットに配信するサーバーレスイベントバスサービスです。 EventBridge イベントの詳細については 
EventBridge 、Amazon EventBridge ユーザーガイドをご覧ください。

Note

CloudWatch Events を現在使用している場合は、 EventBridge と CloudWatch Events は同じ基
盤となるサービスと API であることに注意してください。ただし、 EventBridge には、SaaS 
(software as a service) アプリケーションやユーザー独自のアプリケーションからイベントを
受け取ることができる追加機能が含まれています。基盤となるサービスと API が同じであるた
め、Macie の調査結果のイベントスキーマも同じです。

Macie は、非表示ルールを使用して自動的にアーカイブした結果を除き (p. 251)、すべての新しい検出結
果とその後に発生した既存のポリシー結果について、イベントを自動的に公開します。各イベントは、 
EventBridge AWSイベントのスキーマに準拠する JSON オブジェクトです。イベントには、調査結果の
JSON 表現が含まれています。調査結果は 1 EventBridge つイベントとして構成されているため、他のア
プリケーション、サービス、およびツールを使用して、より簡単に調査結果をモニタリングし、処理し、
それに対してアクションを取ることができます。

トピック
• イベントスキーマ (p. 283)
• ポリシーの調査結果のイベント例 (p. 283)
• 機密データの調査結果のイベント例 (p. 286)
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イベントスキーマ
次の例は、Amazon Macie の結果に関する Amazon EventBridge イベントのスキーマを示しています。調
査結果イベントに含めることができるフィールドの詳細な説明については、Amazon Macie API リファレ
ンスの「調査結果」を参照してください。調査結果イベントの構造とフィールドは、Amazon Macie API 
の[Finding] (調査結果) オブジェクトの近くにマッピングされます。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "event ID", 
    "detail-type": "Macie Finding", 
    "source": "aws.macie", 
    "account": "AWS ##### ID (string)", 
    "time": "event timestamp (string)", 
    "region": "AWS ##### (string)", 
    "resources": [ 
        <-- ARNs of the resources involved in the event --> 
    ], 
    "detail": {  
        <-- Details of a policy or sensitive data finding --> 
    }, 
    "policyDetails": null, <-- Additional details of a policy finding or null for a 
 sensitive data finding --> 
    "sample": Boolean, 
    "archived": Boolean
}

ポリシーの調査結果のイベント例
次の例では、サンプルデータを使用して、ポリシーの調査結果の Amazon EventBridge イベント内のオブ
ジェクトとフィールドの構造と性質を示します。

この例では、イベントは既存のポリシーのその後の出現をレポートします。S3 バケットのパブリックアク
セス設定が無効になっています。次のフィールドと値は、これが当てはまるかどうかを判断するのに役立
ちます。

• type フィールドは Policy:IAMUser/S3BlockPublicAccessDisabled に設定されます。
• createdAt と updatedAt フィールドは異なる値を持ちます。これは、イベントが既存のポリシーの

調査結果のその後の出現をレポートする指標の 1 つです。イベントで新しい調査結果がレポートされた
場合、これらのフィールドの値は同じになります。

• count フィールドは 2 に設定されます。これは、それが調査結果の 2 回目の出現であることを示してい
ます。

• category フィールドは POLICY に設定されます。
• classificationDetails フィールドの値は null です。これは、ポリシーの調査結果のこのイベン

トと、機密データの調査結果のイベントを区別するのに役立ちます。機密データの調査結果では、この
値は、機密データを見つけた方法と種類に関する情報を提供するオブジェクトとフィールドのセットに
なります。

sample フィールドの値は true であることにも注意してください。この値は、これがドキュメントで使
用するイベント例であることを強調しています。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "0948ba87-d3b8-c6d4-f2da-732a1example", 
    "detail-type": "Macie Finding", 
    "source": "aws.macie", 
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    "account": "123456789012", 
    "time": "2021-04-30T23:12:15Z", 
    "region":"us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "schemaVersion": "1.0", 
        "id": "64b917aa-3843-014c-91d8-937ffexample", 
        "accountId": "123456789012", 
        "partition": "aws", 
        "region": "us-east-1", 
        "type": "Policy:IAMUser/S3BlockPublicAccessDisabled", 
        "title": "Block Public Access settings are disabled for the S3 bucket", 
        "description": "All Amazon S3 block public access settings are disabled for the 
 Amazon S3 bucket. Access  
            to the bucket is controlled only by access control lists (ACLs) or bucket 
 policies.", 
        "severity": { 
            "score": 3, 
            "description": "High" 
        }, 
        "createdAt": "2021-04-29T15:46:02Z", 
        "updatedAt": "2021-04-30T23:12:15Z", 
        "count": 2, 
        "resourcesAffected": { 
            "s3Bucket": { 
                "arn": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET1", 
                "name": "DOC-EXAMPLE-BUCKET1", 
                "createdAt": "2020-04-03T20:46:56.000Z", 
                "owner":{ 
                    "displayName": "johndoe", 
                    "id": 
 "7009a8971cd538e11f6b6606438875e7c86c5b672f46db45460ddcd08example" 
                }, 
                "tags": [ 
                    { 
                        "key": "Division", 
                        "value": "HR" 
                    }, 
                    { 
                        "key": "Team", 
                        "value": "Recruiting" 
                    } 
                ],                 
                "defaultServerSideEncryption": { 
                    "encryptionType": "aws:kms", 
                    "kmsMasterKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
                }, 
                "publicAccess": { 
                    "permissionConfiguration": { 
                        "bucketLevelPermissions": { 
                            "accessControlList": { 
                                "allowsPublicReadAccess": false, 
                                "allowsPublicWriteAccess": false 
                            }, 
                            "bucketPolicy": { 
                                "allowsPublicReadAccess": false, 
                                "allowsPublicWriteAccess": false 
                            }, 
                            "blockPublicAccess": { 
                                "ignorePublicAcls": false, 
                                "restrictPublicBuckets": false, 
                                "blockPublicAcls": false, 
                                "blockPublicPolicy": false 
                            } 
                        }, 
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                        "accountLevelPermissions": { 
                            "blockPublicAccess": { 
                                "ignorePublicAcls": true, 
                                "restrictPublicBuckets": true, 
                                "blockPublicAcls": true, 
                                "blockPublicPolicy": true 
                            } 
                        } 
                    }, 
                    "effectivePermission": "NOT_PUBLIC" 
                }, 
                "allowsUnencryptedObjectUploads": "FALSE" 
            }, 
            "s3Object": null 
        }, 
        "category": "POLICY", 
        "classificationDetails": null, 
        "policyDetails": { 
            "action": { 
                "actionType": "AWS_API_CALL", 
                "apiCallDetails": { 
                    "api": "PutBucketPublicAccessBlock", 
                    "apiServiceName": "s3.amazonaws.com", 
                    "firstSeen": "2021-04-29T15:46:02.401Z", 
                    "lastSeen": "2021-04-30T23:12:15.401Z" 
                } 
            }, 
            "actor": { 
                "userIdentity": { 
                    "type": "AssumedRole", 
                    "assumedRole": { 
                        "principalId": "AROA1234567890EXAMPLE:AssumedRoleSessionName", 
                        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/RoleToBeAssumed/
MySessionName", 
                        "accountId": "111122223333", 
                        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
                        "sessionContext": { 
                            "attributes": { 
                                "mfaAuthenticated": false, 
                                "creationDate": "2021-04-29T10:25:43.511Z" 
                            }, 
                            "sessionIssuer": { 
                                "type": "Role", 
                                "principalId": "AROA1234567890EXAMPLE", 
                                "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleToBeAssumed", 
                                "accountId": "123456789012", 
                                "userName": "RoleToBeAssumed" 
                            } 
                        } 
                    }, 
                    "root": null, 
                    "iamUser": null, 
                    "federatedUser": null, 
                    "awsAccount": null, 
                    "awsService": null 
                }, 
                "ipAddressDetails":{ 
                    "ipAddressV4": "192.0.2.0", 
                    "ipOwner": { 
                        "asn": "-1", 
                        "asnOrg": "ExampleFindingASNOrg", 
                        "isp": "ExampleFindingISP", 
                        "org": "ExampleFindingORG" 
                    }, 
                    "ipCountry": { 
                        "code": "US", 
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                        "name": "United States" 
                    }, 
                    "ipCity": { 
                        "name": "Ashburn" 
                    }, 
                    "ipGeoLocation": { 
                        "lat": 39.0481, 
                        "lon": -77.4728 
                    } 
                }, 
                "domainDetails": null 
            } 
        }, 
        "sample": true, 
        "archived": false 
    }
}

機密データの調査結果のイベント例
次の例では、サンプルデータを使用して、機密データの調査結果の Amazon EventBridge イベント内のオ
ブジェクトとフィールドの構造と性質を示します。

この例では、イベントは新しい機密データの調査結果をレポートします。Amazon Macie は S3 オブジェ
クトで複数のカテゴリの機密データを見つけました。次のフィールドと値は、これが当てはまるかどうか
を判断するのに役立ちます。

• type フィールドは SensitiveData:S3Object/Multiple に設定されます。
• createdAt と updatedAt フィールドは同じ値を持ちます。ポリシーの調査結果とは異なり、機密

データの調査結果では常にこれが当てはまります。機密データの調査結果は、新規とみなされます。
• count フィールドは 1 に設定されます。これは、それが新しい調査結果であることを示しています。ポ

リシーの調査結果とは異なり、機密データの調査結果では常にこれが当てはまります。機密データの調
査結果は、一意とみなされます (新規とみなされます)。

• category フィールドは CLASSIFICATION に設定されます。
• policyDetails フィールドの値は null です。これは、機密データの調査結果のこのイベントと、

ポリシーの調査結果のイベントを区別するのに役立ちます。ポリシーの調査結果は、この値は S3 バ
ケットのセキュリティまたはプライバシーに関する潜在的なポリシー違反または S3 バケットのセキュ
リティまたはプライバシーの問題に関する情報を提供するオブジェクトとフィールドのセットになりま
す。

sample フィールドの値は true であることにも注意してください。この値は、これがドキュメントで使
用するイベント例であることを強調しています。

{ 
    "version": "0", 
    "id": "14ddd0b1-7c90-b9e3-8a68-6a408example", 
    "detail-type": "Macie Finding", 
    "source": "aws.macie", 
    "account": "123456789012", 
    "time": "2022-04-20T08:19:10Z", 
    "region": "us-east-1", 
    "resources": [], 
    "detail": { 
        "schemaVersion": "1.0", 
        "id": "4ed45d06-c9b9-4506-ab7f-18a57example", 
        "accountId": "123456789012", 
        "partition": "aws", 
        "region": "us-east-1", 
        "type": "SensitiveData:S3Object/Multiple", 
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        "title": "The S3 object contains multiple types of sensitive information.", 
        "description": "The object contains more than one type of sensitive information.", 
        "severity": { 
            "score": 3, 
            "description": "High" 
        }, 
        "createdAt": "2022-04-20T18:19:10Z", 
        "updatedAt": "2022-04-20T18:19:10Z", 
        "count": 1, 
        "resourcesAffected": { 
            "s3Bucket": { 
                "arn": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2", 
                "name": "DOC-EXAMPLE-BUCKET2", 
                "createdAt": "2020-05-15T20:46:56.000Z", 
                "owner": { 
                    "displayName": "johndoe", 
                    "id": 
 "7009a8971cd538e11f6b6606438875e7c86c5b672f46db45460ddcd08example" 
                }, 
                "tags":[ 
                    { 
                        "key":"Division", 
                        "value":"HR" 
                    }, 
                    { 
                        "key":"Team", 
                        "value":"Recruiting" 
                    } 
                ], 
                "defaultServerSideEncryption": { 
                    "encryptionType": "aws:kms", 
                    "kmsMasterKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
                }, 
                "publicAccess": { 
                    "permissionConfiguration": { 
                        "bucketLevelPermissions": { 
                            "accessControlList": { 
                                "allowsPublicReadAccess": false, 
                                "allowsPublicWriteAccess": false 
                            }, 
                            "bucketPolicy":{ 
                                "allowsPublicReadAccess": false, 
                                "allowsPublicWriteAccess": false 
                            }, 
                            "blockPublicAccess": { 
                                "ignorePublicAcls": true, 
                                "restrictPublicBuckets": true, 
                                "blockPublicAcls": true, 
                                "blockPublicPolicy": true 
                            } 
                        }, 
                        "accountLevelPermissions": { 
                            "blockPublicAccess": { 
                                "ignorePublicAcls": false, 
                                "restrictPublicBuckets": false, 
                                "blockPublicAcls": false, 
                                "blockPublicPolicy": false 
                            } 
                        } 
                    }, 
                    "effectivePermission": "NOT_PUBLIC" 
                }, 
                "allowsUnencryptedObjectUploads": "TRUE", 
            }, 
            "s3Object":{ 
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                "bucketArn": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET2", 
                "key": "2022 Sourcing.csv", 
                "path": "DOC-EXAMPLE-BUCKET2/2022 Sourcing.csv", 
                "extension": "csv", 
                "lastModified": "2022-04-19T22:08:25.000Z", 
                "versionId": "", 
                "serverSideEncryption": { 
                    "encryptionType": "aws:kms", 
                    "kmsMasterKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab" 
                }, 
                "size": 4750, 
                "storageClass": "STANDARD", 
                "tags":[ 
                    { 
                        "key":"Division", 
                        "value":"HR" 
                    }, 
                    { 
                        "key":"Team", 
                        "value":"Recruiting" 
                    } 
                ], 
                "publicAccess": false, 
                "etag": "6bb7fd4fa9d36d6b8fb8882caexample"  
            } 
        }, 
        "category": "CLASSIFICATION", 
        "classificationDetails": { 
            "jobArn": "arn:aws:macie2:us-east-1:123456789012:classification-
job/3ce05dbb7ec5505def334104bexample", 
            "jobId": "3ce05dbb7ec5505def334104bexample", 
            "result": { 
                "status": { 
                    "code": "COMPLETE", 
                    "reason": null 
                }, 
                "sizeClassified": 4750, 
                "mimeType": "text/csv", 
                "additionalOccurrences": true, 
                "sensitiveData": [ 
                    { 
                        "category": "PERSONAL_INFORMATION", 
                        "totalCount": 65, 
                        "detections": [ 
                            { 
                                "type": "USA_SOCIAL_SECURITY_NUMBER", 
                                "count": 30, 
                                "occurrences": { 
                                    "lineRanges": null, 
                                    "offsetRanges": null, 
                                    "pages": null, 
                                    "records": null, 
                                    "cells": [ 
                                        { 
                                            "row": 2, 
                                            "column": 1, 
                                            "columnName": "SSN", 
                                            "cellReference": null 
                                        }, 
                                        { 
                                            "row": 3, 
                                            "column": 1, 
                                            "columnName": "SSN", 
                                            "cellReference": null 
                                        }, 
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                                        { 
                                            "row": 4, 
                                            "column": 1, 
                                            "columnName": "SSN", 
                                            "cellReference": null 
                                        } 
                                    ] 
                                } 
                            }, 
                            { 
                                "type": "NAME", 
                                "count": 35, 
                                "occurrences": { 
                                    "lineRanges": null, 
                                    "offsetRanges": null, 
                                    "pages": null, 
                                    "records": null, 
                                    "cells": [ 
                                        { 
                                            "row": 2, 
                                            "column": 3, 
                                            "columnName": "Name", 
                                            "cellReference": null 
                                        }, 
                                        { 
                                            "row": 3, 
                                            "column": 3, 
                                            "columnName": "Name", 
                                            "cellReference": null 
                                        } 
                                    ] 
                                } 
                            } 
                        ] 
                    }, 
                    { 
                        "category": "FINANCIAL_INFORMATION", 
                        "totalCount": 30, 
                        "detections": [ 
                            { 
                                "type": "CREDIT_CARD_NUMBER", 
                                "count": 30, 
                                "occurrences": { 
                                    "lineRanges": null, 
                                    "offsetRanges": null, 
                                    "pages": null, 
                                    "records": null, 
                                    "cells": [ 
                                        { 
                                            "row": 2, 
                                            "column": 14, 
                                            "columnName": "CCN", 
                                            "cellReference": null 
                                        }, 
                                        { 
                                            "row": 3, 
                                            "column": 14, 
                                            "columnName": "CCN", 
                                            "cellReference": null 
                                        } 
                                    ] 
                                } 
                            } 
                        ] 
                    } 
                ], 

289



Amazon Macie ユーザーガイド
機密データの調査結果のイベント例

                "customDataIdentifiers": { 
                    "totalCount": 0, 
                    "detections": [] 
                } 
            }, 
            "detailedResultsLocation": "s3://macie-data-discovery-results/
AWSLogs/123456789012/Macie/us-east-1/ 
                3ce05dbb7ec5505def334104bexample/d48bf16d-0deb-3e49-9d8c-
d407cexample.jsonl.gz", 
            "originType": "SENSITIVE_DATA_DISCOVERY_JOB" 
        }, 
        "policyDetails": null, 
        "sample": true, 
        "archived": false 
    }
}
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複数の Amazon Macie アカウントの
管理

AWS 環境に複数のアカウントがある場合、環境内で Amazon Macie アカウントを関連付けて、Macie 内
で組織としてそれらを集中管理できます。この設定により、指定 Macie 管理者は、組織の Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) のデータ資産の全体的なセキュリティ体制を評価およびモニタリングし、組
織の S3 バケット内の機密データを検出できます。管理者は、推定使用コストのモニタリングやアカウン
トクォータの評価など、さまざまなアカウント管理および管理タスクも大規模に実行できます。

Macie では、組織は、指定 Macie 管理者アカウントと 1 つ以上の関連付けられたメンバーアカウントで
構成されています。Macie をと統合する、および MacieAWS Organizations でメンバーシップの招待を
送信および受け入れるという 2 つの方法で、アカウントを関連付けることができます。Macie を AWS 
Organizations と統合することをお勧めします。

AWS Organizations はグローバルアカウント管理サービスであり、AWS 管理者は複数の AWS アカウ
ント を統合して集中管理することが可能になります。予算、セキュリティ、コンプライアンスのニーズ
をサポートするように設計されたアカウント管理および一括請求 (コンソリデーティッドビリング) 機能
が備わっています。追加料金なしで提供され、MacieAWS のサービス、、、、Amazon を含む、複数の 
GuardDutyと統合されています。AWS Security Hub詳細については、「AWS Organizations ユーザーガイ
ド」を参照してください。

AWS Organizations を使用せずに複数の Macie アカウントを集中管理したい場合は、代わりにメンバー
シップの招待を使用できます。招待を送信し、別のアカウントによって受け入れられた場合、お客様のア
カウントは別のアカウントの Macie 管理者アカウントになります。招待を受け取って受け入れると、お客
様のアカウントは Macie メンバーアカウントになり、Macie 管理者アカウントは Macie アカウントの特定
の設定、データ、およびリソースにアクセスして管理できるようになります。

トピック
• Amazon Macie 管理者とメンバーアカウントの関係について理解する (p. 291)
• AWS Organizations を用いた Amazon Macie アカウントの管理 (p. 294)
• 招待による Amazon Macie アカウントの管理 (p. 313)

Amazon Macie 管理者とメンバーアカウントの関係
について理解する

複数の Amazon Macie アカウントを組織として集中管理する場合、Macie 管理者は Amazon Simple 
Storage Service (Amazon S3) のインベントリデータ、ポリシーの結果、関連するメンバーアカウントの
特定の Macie 設定とリソースにアクセスできます。管理者は、機密データ検出を実行し、機密データ検
出ジョブを実行し、メンバーアカウントが所有する S3 バケット内の機密データを検出することもできま
す。特定のタスクのサポートは、Macie 管理者アカウントが、AWS Organizations を通じて、または招待
によりメンバーアカウントに関連付けられているかどうかによって異なります。

以下のテーブルでは、Macie 管理者アカウントとメンバーアカウントの関係の詳細を示しています。こ
れは、各タイプのアカウントに対するデフォルトのアクセス許可を示します。Macie の機能へのアクセ
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スやオペレーションをさらに制限するには、カスタム AWS Identity and Access Management (IAM) ポリ
シー (p. 342)を使用できます。

このテーブルの説明を以下に示します。

• [Self] (セルフ) は、関連付けられたアカウントに対してそのアカウントがタスクを実行できないことを示
します。

• [Any] (任意) は、アカウントが個別の関連付けられたアカウントに対してそのアカウントがタスクを実行
できることを示します。

• [All] (すべて) は、アカウントがタスクを実行でき、タスクがすべての関連付けられたアカウントに適用
されることを示します。

ダッシュ (—) は、アカウントがタスクを実行できないことを示します。

Designation

管理者 管理者

Task

AWS 
Organizations 
を通じて

招待により メンバー

Macie を有効化する 任意 自分 自分

組織のアカウントインベントリの確認 1 (p. 293) すべて すべて –

メンバーアカウントを追加する すべて すべて –

メンバーアカウントを削除する (関連付けを解除す
る)

すべて すべて –

管理者アカウントとの関連付け解除 2 (p. 293) – – 自分

サンプルの結果を生成する 自分 自分 自分

S3 バケットの統計とメタデータのメタデータの
[ ポリシーの] を選択します。

すべて すべて 自分

[ポリシーの] を選択します。 すべて すべて 自分

ポリシー結果の非表示 (アーカイブ) 3 (p. 293) すべて すべて –

ポリシー結果の公開 4 (p. 293) 自分 自分 自分

許可リストの作成と使用 自分 自分 自分

カスタムデータ識別子を作成して使用する 自分 自分 自分

機密データの自動検出の設定と実行 すべて すべて –

機密データ検出の自動化、統計、データ、および
その他の種類の結果を確認する

すべて すべて –

機密データ検出ジョブの作成と実行 5 (p. 293) すべて すべて Self

機密データディスカバリーの仕事の詳細を確認
6 (p. 293)

自分 自分 自分
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機密データ調査結果のレビュー 7 (p. 293) 自分 自分 自分

機密データ検出の抑制 (アーカイブ) 7 (p. 293) 自分 自分 自分

機密データの結果を発行する 7 (p. 293) 自分 自分 自分

結果の公開先を設定する 自分 自分 自分

結果の公開頻度を設定する すべて すべて 自分

機密データ検出結果のリポジトリを設定する 自分 自分 自分

機密データサンプルを取得するように Macie を設
定

自分 自分 自分

アカウントのクォータと推定使用コストを表示す
る

すべて すべて 自分

Macie を停止する 8 (p. 293) すべて すべて Self

Macie を無効にする 9 (p. 293) 自分 自分 自分

1.
内の組織の Macie 管理者は、Macie を有効化していないアカウントを含め、AWS Organizations組織内
のすべてのアカウントを表示できます。招待ベースの組織の管理者は、インベントリに追加したアカウ
ントのみ[ ポリシーの確認] を選択します。

2.
AWS Organizations組織のメンバーは、このタスクを実行できません。招待ベースの組織のメンバー
は、このタスクを実行できます。

3.
ポリシー結果を非表示にできるのは管理者だけです。管理者が抑制ルールを作成すると、特定のアカ
ウントを除外するようにルールが設定されていない限り、Macie は組織内のすべてのアカウントのポリ
シー結果にそのルールを適用します。メンバーが抑制ルールを作成しても、Macie はそのルールをその
メンバーのアカウントのポリシー結果に適用しません。

4.
影響を受けたリソースを所有しているアカウントのみが、リソースのポリシー結果をに発行できます
AWS Security Hub。管理者アカウントとメンバーアカウントの両方が、影響を受けたリソースのポリ
シー結果を Amazon EventBridge に自動的に発行します。

5.
メンバーは、アカウントが所有する S3 バケット内のオブジェクトのみを分析するためのジョブを設定
できます。管理者は、アカウントまたはメンバーアカウントが所有する、またはメンバーアカウントが
所有する、バケット内のオブジェクトを分析するためのジョブを設定できます。複数アカウントのジョ
ブのクォータの適用方法とコストの計算方法については、を参照してください推定使用コストの計算方
法を理解する (p. 332)。

6.
ジョブを作成したアカウントのみが、ジョブの詳細にアクセスできます。これには、S3 バケットのイ
ンベントリ内のジョブ関連の詳細が含まれます。

7.
ジョブを作成するアカウントのみが、ジョブが生成する機密データの結果にアクセスしたり、[ポリシー
の確認] を選択します。管理者のみが、自動機密データ検出によって生成される機密データ結果へのア
クセス、非表示、公開を行うことができます。

8.
管理者が自分のアカウントに対してこのタスクを実行するには、まず管理者がすべてのメンバーアカウ
ントから自分のアカウントの関連付けを解除する必要があります。

9.
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管理者が自分のアカウントに対してこのタスクを実行するには、まず管理者がすべてのメンバーアカウ
ントから自分のアカウントの関連付けを解除し、そのアカウントとそれらのすべてのアカウント間の関
連付けを削除する必要があります。メンバーがアカウントに対してこのタスクを実行するには、まずそ
のアカウントから自分のアカウントの関連付けを解除する必要があります。

AWS Organizations を用いた Amazon Macie アカ
ウントの管理

AWS Organizations を使用して複数の AWS アカウント を集中管理する場合、Amazon Macieを AWS 
Organizations と統合し、次に組織内のアカウントの Macie を集中管理することができます。この設
定では、指定 Macie 管理者が 5,000 個ものアカウントの Macie を有効化および管理できます。管理者
は、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のインベントリデータにアクセスし、アカウントの機
密データ検出を行うこともできます。管理者が実行できるタスクの詳細については、「Amazon Macie 管
理者とメンバーアカウントの関係について理解する (p. 291)」を参照してください。

Macie を AWS Organizations と統合するには、まずアカウントを組織の委任 Macie 管理者アカウントとし
て指定します。次に Macie 管理者は、組織内の他のアカウントで Macie を有効化し、それらのアカウント
を Macie メンバーアカウントとして追加し、そのアカウントの Macie 設定とリソースを設定します。

Tip

招待を使用して Macie 管理者アカウントをメンバーアカウントにすでに関連付けている場合は、
そのアカウントを AWS Organizations 内で組織の委任 Macie 管理者アカウントとして指定でき
ます。これを行うと、現在関連付けられているすべてのメンバーアカウントがメンバーとして残
り、AWS Organizations を使用してアカウントを管理する利点を最大限に活用できます。詳細に
ついては、「招待ベースの組織からの移行 (p. 296)」を参照してください。

このセクションのトピックでは、Macie を AWS Organizations と統合する方法、および組織内のアカウン
トの Macie を管理および管理する方法について説明します。

トピック
• AWS Organizations を用いて Amazon Macie を使用するための考慮事項とレコメンデーショ

ン (p. 294)
• Amazon Macie 内で組織を統合および設定する (p. 296)
• 組織の Amazon Macie アカウントの確認 (p. 303)
• 組織の Amazon Macie メンバーアカウントの管理 (p. 305)
• 組織の別の Amazon Macie 管理者アカウントの指定 (p. 310)
• Amazon MacieAWS Organizations (p. 312)

AWS Organizations を用いて Amazon Macie を使用す
るための考慮事項とレコメンデーション
Amazon Macieを AWS Organizations と統合し、Macie で組織を設定する前に、以下の要件とレコメン
デーションを検討してください。

トピック
• Macie 管理者アカウントの指定 (p. 295)
• Macie 管理者アカウントの指定の変更または削除 (p. 295)
• Macie メンバーアカウントの追加と削除 (p. 295)
• 招待ベースの組織からの移行 (p. 296)
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Macie 管理者アカウントの指定
組織の委任 Macie 管理者アカウントにする必要があるアカウントを決定する際には、次の点に注意してく
ださい。

• 組織は、委任 Macie 管理者アカウントを 1 つだけ持つことができます。
• アカウントを Macie 管理者とメンバーアカウントに同時に設定することはできません。
• 組織の AWS Organizations 管理アカウントのみが組織の委任 Macie 管理者アカウントを指定でき、その

管理アカウントのみが後でその指定を変更または削除できます。
• 組織の AWS Organizations 管理アカウントは、組織の委任 Macie 管理者アカウントにすることもでき

ます。ただし、AWSセキュリティのベストプラクティスと最小特権の原則に基づく設定は推奨されませ
ん。請求の目的で管理アカウントにアクセスできるユーザーは、情報セキュリティの目的で Macie にア
クセスする必要があるユーザーとは異なる可能性があります。

この設定を希望する場合は、少なくとも 1 つの AWS リージョン 内で組織の管理アカウントの Macie を
有効化してから、そのアカウントを委任 Macie 管理者アカウントとして指定する必要があります。そう
しないと、アカウントはメンバーアカウントの Macie 設定とリソースへのアクセスおよび管理ができな
くなります。

• AWS Organizations と異なり、Macie はリージョンでのサービスです。これは、Macie 管理者アカウン
トの指定がリージョンでの指定であることを意味します。それは、Macie 管理者とメンバーアカウント
の間の関連付けはリージョンでのものであることも意味します。たとえば、管理アカウントが米国東部 
(バージニア北部) リージョンの Macie 管理者アカウントを指定している場合、Macie 管理者はそのリー
ジョンのメンバーアカウントの Macie のみを管理できます。

Macie アカウントを複数の AWS リージョン で集中管理するには、管理アカウントは、組織が Macie 
を現在使用している、または今後使用する各リージョンにログインし、次にそれらの各リージョンで 
Macie 管理者アカウントを指定する必要があります。次に Macie 管理者は、それらの各リージョンで組
織を設定できます。Macie が現在利用できるリージョンのリストについては、の「Amazon Macie エン
ドポイントとクォータ」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

• アカウントは、一度に 1 つの Macie 管理者アカウントのみと関連付けることができます。組織が複数の
リージョンで Macie を使用している場合、指定 Macie 管理者アカウントは、それらのすべてのリージョ
ンで同じである必要があります。ただし、組織の管理アカウントは、各リージョンで管理者アカウント
を個別に指定する必要があります。

• Macie 管理者の AWS アカウント が停止、分離、または閉鎖されている場合、関連付けられているすべ
ての Macie メンバーアカウントが Macie メンバーアカウントとして自動的に削除されますが、Macie は
アカウントに対して無効になりません。

Macie 管理者アカウントの指定の変更または削除
組織の AWS Organizations 管理アカウントのみが、組織の委任 Macie 管理者アカウントの指定を変更また
は削除できます。

管理アカウントが指定を削除した場合、関連付けられているすべてのメンバーアカウントが Macie メン
バーアカウントとして削除されますが、Macie はそのアカウントに対して無効になりません。Macie の使
用を一時停止または停止するアカウントの場合も、アカウントのユーザーがアカウントの Macie を停止 
(一時停止) または無効にする必要があります。

Macie メンバーアカウントの追加と削除
組織のメンバーアカウントを追加、削除、または管理する場合は、次の点に注意してください。

• Macie 管理者アカウントは、各 AWS リージョン 内では、わずか 5,000 個のアクティブな (有効な) 
Macie メンバーアカウントにしか関連付けることができません。組織がこのクォータを超える場
合、Macie 管理者は、リージョン内の必要な数の既存のメンバーアカウントを削除するまで、メンバー
アカウントを追加できなくなります。
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組織がこのクォータを満たしたら、アカウントのAWS Healthおよび Amazon CloudWatch イベントを作
成して Macie 管理者に通知されます。また、E メールが彼らのアカウントに関連付けられているアドレ
スに送信されます。

組織の Macie 管理者の場合は、Amazon Macie コンソールの [アカウント] ページまたは Amazon Macie 
API DescribeOrganizationConfigurationのオペレーションを使用して、アカウントに現在関連付けられて
いるアクティブなメンバーアカウントの数を確認できます。詳細については、「組織の Amazon Macie 
アカウントの確認 (p. 303)」を参照してください。

• アカウントは、一度に 1 つの Macie 管理者アカウントのみと関連付けることができます。これは、アカ
ウントが AWS Organizations 内で組織の Macie 管理者アカウントにすでに関連付けられている場合、別
のアカウントからの Macie の招待は受け入れられないことを意味します。

同様に、アカウントがすでに招待を受け入れている場合は、AWS Organizations 内で組織の Macie 管理
者はアカウントを Macie メンバーアカウントとして追加することはできません。そのアカウントは、ま
ず現在の招待ベースの管理者アカウントから関連付けを解除する必要があります。

• AWS Organizations 管理アカウントを Macie メンバーアカウントとして追加するには、管理アカウント
のユーザーは、まずアカウントの Macie を有効化する必要があります。Macie 管理者は、管理アカウン
トで Macie を有効化することはできません。

• メンバーアカウントは Macie 管理者アカウントから関連付けを解除できません。Macie 管理者のみが 
Macie メンバーアカウントとしてアカウントを削除できます。

• Macie 管理者が Macie メンバーアカウントを削除しても、Macie はそのアカウントに対して引き続き有
効化されます。また、Macie の使用を一時停止または停止するには、アカウントのユーザーがアカウン
トの Macie を停止 (一時停止) または無効にする必要があります。

招待ベースの組織からの移行
Macie メンバーシップの招待を使用して Macie 管理者アカウントをメンバーアカウントにすでに関連付け
ている場合は、そのアカウントを AWS Organizations 内で組織の委任 Macie 管理者アカウントとして指定
することをお勧めします。これにより、招待ベースの組織からの移行が簡素化されます。

これを行うと、現在関連付けられているすべてのメンバーアカウントが引き続きメンバーになります。メ
ンバーアカウントが所属する組織に属している場合、アカウントの関連付けはAWS Organizations、自動
的に「招待による」から「Macie」の「ViaAWS Organizations」に変更されます。メンバーアカウントが
所属する組織に含まれていない場合AWS Organizations、そのアカウントの関連付けは [招待による] のま
まになります。どちらの場合も、アカウントは引き続きメンバーアカウントとして委任 Macie 管理者アカ
ウントに関連付けられます。

1 つのアカウントを複数の Macie 管理者アカウントに同時に関連付けることができないため、この方法を
お勧めします。別のアカウントを AWS Organizations 内で組織の Macie 管理者として指定した場合、指定
された管理者は、招待によって別の Macie 管理者アカウントにすでに関連付けられているアカウントを管
理できなくなります。各メンバーアカウントは、まず現在の招待ベースの管理者アカウントから関連付け
を解除する必要があります。次に、AWS Organizations 内で組織の Macie 管理者アカウントはそのアカウ
ントを Macie メンバーアカウントとして追加し、アカウントの管理を開始できます。

Macieを AWS Organizations と統合し、Macie で組織を設定した後、必要に応じて組織の別の Macie 管理
者アカウントを指定できます。招待を引き続き使用して、AWS Organizations 内で組織の一部ではないメ
ンバーアカウントを関連付けて管理することもできます。

Amazon Macie 内で組織を統合および設定する
Amazon Macie の使用を開始するにはAWS Organizations、AWS Organizations組織の管理アカウント
は、アカウントを組織の委任 Macie 管理者アカウントとして指定します。これにより Macie は、AWS 
Organizations での信頼されたサービスとして有効になります。それにより、MacieAWS リージョン が
指定管理者アカウントとして現在のでも有効化され、指定管理者アカウントはそのリージョン内で組織
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内の他のアカウントの Macie を有効化および管理できるようになります。これらのアクセス許可が付与
される方法については、AWS Organizations ユーザーガイドの「他の AWS のサービス を用いた AWS 
Organizations の使用」を参照してください。

委任 Macie 管理者は、主に組織のアカウントをリージョン内の Macie メンバーアカウントとして追加す
ることで、Macie 内で組織を設定します。その後、管理者は、そのリージョン内のアカウントの特定の 
Macie 設定、データ、およびリソースにアクセスできます。

このトピックでは、組織の委任 Macie 管理者を指定する方法と、組織のアカウントを Macie メンバーアカ
ウントとして追加する方法について説明します。これらのタスクを実行する前に、管理者アカウントとメ
ンバーアカウントの関係 (p. 291)を理解してください。AWS Organizations を用いて Macie を使用する
ために、考慮事項とレコメンデーション (p. 294)を確認することをお勧めします。

タスク
• ステップ 1: アクセス許可を確認する (p. 297)
• ステップ 2: 組織の委任 Macie 管理者アカウントを指定する (p. 298)
• ステップ 3: 新しい組織のメンバーアカウントを Macie メンバーアカウントとして自動的に有効化して

追加する (p. 300)
• ステップ 4: 既存の組織アカウントを Macie メンバーアカウントとして有効化して追加する (p. 301)

複数のリージョンで組織を統合して設定するには、AWS Organizations 管理アカウントと委任 Macie 管理
者は、追加のリージョンごとにこれらのステップを繰り返します。

ステップ 1: アクセス許可を確認する
組織の委任 Macie 管理者アカウントを指定する前に、お客様は (AWS Organizations管理アカウン
トのユーザーとして) 以下の Macie アクションを実行することが許可されていることを確認しま
すmacie2:EnableOrganizationAdminAccount。この操作により、Macie を使用して、組織の委任 
Macie 管理者アカウントを指定できます。

また、AWS Organizations次のアクションの実行が許可されていることを確認します。

• organizations:DescribeOrganization
• organizations:EnableAWSServiceAccess
• organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization
• organizations:RegisterDelegatedAdministrator

これらのアクションにより、以下を行うことが許可されます: 組織に関する情報を取得する; Macie をAWS 
Organizationsと統合させる; どの AWS のサービス を AWS Organizations と統合したかについての情報を
取得する; および、組織の委任 Macie 管理者アカウントを指定する。

これらのアクセス許可を付与するには、アカウントのAWS Identity and Access Management (IAM) ポリ
シーに次のステートメントを追加します。

{ 
   "Sid": "Grant permissions to designate a delegated Macie administrator", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
      "macie2:EnableOrganizationAdminAccount", 
      "organizations:DescribeOrganization", 
      "organizations:EnableAWSServiceAccess", 
      "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization", 
      "organizations:RegisterDelegatedAdministrator" 
   ], 
   "Resource": "*"
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}

AWS Organizations管理アカウントを組織の委任 Macie 管理者アカウントとして指定した
い場合は、アカウントには以下の IAM アクションを実行すためのアクセス許可も必要で
すCreateServiceLinkedRole。このアクションにより、管理アカウントで Macie を有効化することが
許可されます。ただし、AWSセキュリティのベストプラクティスと最小特権の原則に基づいて、これを行
うことは推奨されません。

このアクセス許可を付与する場合は、AWS Organizations 管理アカウントの IAM ポリシーに次のステート
メントを追加します。

{ 
   "Sid": "Grant permissions to enable Macie", 
   "Effect": "Allow", 
   "Action": [ 
      "iam:CreateServiceLinkedRole" 
   ], 
   "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/macie.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMacie", 
   "Condition": { 
      "StringLike": { 
         "iam:AWSServiceName": "macie.amazonaws.com" 
      } 
   }
}

ステートメントで、111122223333 を管理アカウントのアカウント ID と置き換えます。

手動で有効にした AWS リージョン で Macie を管理したい場合、Resource 要素と
iam:AWSServiceName 条件キーの Macie サービスプリンシパルの値も更新します。値には、リージョ
ンのリージョンコードを指定する必要があります。たとえば、リージョンコード me-south-1 を持つ中東 
(バーレーン) リージョンで Macie を管理するには、以下を行います。

• Resource 要素では、

arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/macie.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMacie

以下に置き換えます

arn:aws:iam::111122223333:role/aws-service-role/macie.me-
south-1.amazonaws.com/AWSServiceRoleForAmazonMacie

ここで、111122223333 は管理アカウントのアカウント ID であり、me-south-1 はリージョンのリー
ジョンコードを指定します。

• iam:AWSServiceName 条件キーでは、macie.amazonaws.com を macie.me-
south-1.amazonaws.com に置き換えます

ここで、me-south-1 はリージョンのリージョンコードを指定します。

現在 Macie を利用できるすべてのリージョンのリストおよびそれぞれのリージョンコードについては、の
「Amazon Macie のエンドポイントとクォータ」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。手動で
有効にしたリージョンの詳細については、の「管理AWS リージョン」を参照してくださいAWS 全般のリ
ファレンス。

ステップ 2: 組織の委任 Macie 管理者アカウントを指定する
アクセス許可を確認した後、お客様は (AWS Organizations 管理アカウントのユーザーとして) 組織の委任 
Macie 管理者アカウントを指定できます。
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組織の委任 Macie 管理者アカウントを指定するには

組織の委任 Macie 管理者アカウントを指定するには、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie 
API を使用できます。AWS Organizations 管理アカウントのユーザーのみが、このタスクを実行できま
す。

Console

以下のステップに従って、Amazon Macie コンソールを使用して委任 Macie 管理者アカウントを指定
します。

委任 Macie 管理者アカウントを指定するには

1. AWS Organizations 管理アカウントを使用して AWS Management Console にログインします。
2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、組織の委任 Macie 管理者アカウ

ントを指定するリージョンを選択します。
3. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
4. Macie が現在のリージョンで管理アカウントに対して有効化されているかどうかに応じて、次の

いずれかを実行します。

• Macie が有効化されていない場合は、Welcome Page (ようこそページ) の [Get started] (開始方
法) を選択します。

• Macie が有効化されている場合は、ナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
5. 委任管理者] で、Macie 管理者アカウントとして指定するの 12 桁のアカウント ID を入力しま

す。AWS アカウント
6. [Delegate] (委任) を選択します。

組織を Macie と統合する追加のリージョンごとに、前述のステップを繰り返します。それらの各リー
ジョンで同じ Macie 管理者アカウントを指定する必要があります。

API

委任 Macie 管理者アカウントをプログラムで指定するには、Amazon Macie API
EnableOrganizationAdminAccountのオペレーションを使用します。複数のリージョンでアカウントを
指定するには、組織を Macie と統合するリージョンごとに指定を送信します。それらの各リージョン
で同じ Macie 管理者アカウントを指定する必要があります。

指定を送信するときは、必要な adminAccountId パラメータを使用して、組織の Macie 管理者アカ
ウントとして指定する AWS アカウント の 12 桁のアカウント ID を指定します。また、指定が適用さ
れるリージョンも必ず指定してください。

AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用して Macie 管理者アカウントを指定するに
は、enable-organization-admin-accountコマンドを実行します。admin-account-id パラメータで
は、指定する AWS アカウント の 12 桁のアカウント ID を指定します。region パラメータを使用し
て、指定が適用されるリージョンを指定します。例:

C:\> aws macie2 enable-organization-admin-account --region us-east-1 --admin-account-
id 111122223333

ここで、us-east-1 は指定が適用されるリージョン (米国東部 (バージニア北部) リージョン) であ
り、111122223333 は指定するアカウントのアカウント ID です。

組織の Macie 管理者アカウントを指定した後、Macie 管理者は Macie 内で組織の設定を開始できます。
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ステップ 3: 新しい組織のメンバーアカウントを Macie メンバー
アカウントとして自動的に有効化して追加する
デフォルトでは、アカウントが AWS Organizations 内で組織に追加されたときに、Macie は新しいアカウ
ントに対して自動的に有効化されません。また、アカウントは Macie メンバーアカウントとして自動的に
追加されません。アカウントは Macie 管理者のアカウントインベントリに表示されます。ただし、Macie 
がアカウントに対して必ずしも有効化されているわけではなく、Macie 管理者はアカウントの Macie 設
定、データ、およびリソースに必ずしもアクセスできるわけではありません。

お客様が組織の委任 Macie 管理者である場合は、組織のこの設定を変更できます。[Auto-enable] (自動有
効化) 設定をオンにした場合、アカウントが AWS Organizations 内で組織に追加されると、Macie は新し
いアカウントに対して自動的に有効化され、アカウントはメンバーアカウントとして Macie 管理者アカウ
ントに自動的に関連付けられます。この設定を有効にしても、組織内の既存のアカウントには影響しませ
ん。既存のアカウントで Macie を有効化して管理するには、アカウントを Macie メンバーアカウントとし
て手動で追加する必要があります。次のステップ (p. 301)では、これを行う方法を説明します。

Note

[Auto-enable] (自動有効化) 設定をオンにした場合、次の例外に注意してください。

• 新しいアカウントがすでに別の Macie 管理者アカウントに関連付けられている場合、Macie は
組織内のメンバーアカウントとしてアカウントを自動的に追加しません。

そのアカウントは、Macie 内で組織の一部になる前に、現在の Macie 管理者アカウントから関
連付けを解除する必要があります。その後、アカウントを手動で追加できます。これが当ては
まるアカウントを特定するには、組織のアカウントインベントリを確認 (p. 303)することがで
きます。

• 組織が AWS リージョン 内で 5,000 個の Macie メンバーアカウントのクォータに達した場
合、Macie はリージョンでこの設定を自動的にオフにします。

これが発生した場合は、Macie 管理者アカウントのAWS Healthおよび Amazon CloudWatch 
イベントを作成して通知されます。また、E メールがそのアカウントに関連付けられている
アドレスに送信されます。その後、アカウントの合計数が 5,000 アカウント未満に減少する
と、Macie は自動的に設定を再度オンにします。

新しい組織アカウントを Macie メンバーアカウントとして自動的に有効化して追加するには

新しいアカウントを Macie メンバーアカウントとして自動的に有効化して追加するには、Amazon Macie 
コンソールまたは Amazon Macie API を使用できます。組織の委任 Macie 管理者のみが、このタスクを実
行できます。

Console

コンソールを使用してこのタスクを実行するには、次の AWS Organizations アクションの実行が許可
される必要があります: organizations:ListAccounts。このアクションにより、組織内のアカウ
ントに関する情報を取得して表示することが許可されます。これらのアクセス許可を持っている場合
は、次のステップに従って、新しい組織アカウントを Macie メンバーアカウントとして自動的に有効
化して追加します。

新しい組織アカウントを自動的に有効化して追加するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、Macie メンバーとして新しいア

カウントを自動的に有効化して追加するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。
4. [アカウント] ページの [アカウントの追加] の横にある [自動有効化] 設定をオンにします。
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Macie 内で組織を設定する追加のリージョンごとに、前述のステップを繰り返します。

後でこの設定を変更して、新しいアカウントを自動的に有効化および追加しないようにするには、前
述の手順を繰り返して、自動有効化設定をオフにします。

API

新しい Macie メンバーアカウントをプログラムで自動的に有効化して追加するには、Amazon Macie 
API UpdateOrganizationConfigurationのオペレーションを使用します。リクエストを送信するとき
は、autoEnable パラメータの値を true に設定します。(デフォルト値は false です。) また、リ
クエストが適用されるリージョンを必ず指定してください。追加のリージョンで新しいアカウントを
自動的に有効化して追加するには、追加のリージョンごとにリクエストを送信します。

を使用してリクエストを送信する場合は、update-organization-configurationauto-enableコマンド
を実行してパラメータを指定すると、新しいアカウントが自動的に有効化および追加されます。AWS 
CLI例:

$ aws macie2 update-organization-configuration --region us-east-1 --auto-enable

ここで、us-east-1 は、新しいアカウントを自動的に有効化して追加するリージョン (米国東部 
(バージニア北部) リージョン) です。

後でこの設定を変更し、新しいアカウントの自動的な有効化と追加を停止するには、同じコマンドを
再度実行して、該当するリージョンごとに、auto-enable パラメータではなく、no-auto-enable
パラメータを使用します。

ステップ 4: 既存の組織アカウントを Macie メンバーアカウント
として有効化して追加する
Macie をと統合したときにAWS Organizations、組織内の既存のすべてのアカウントで Macie が自動的に
有効化されるわけではありません。また、アカウントは委任 Macie 管理者アカウントに Macie メンバーア
カウントとして自動的に関連付けられません。

したがって、Macie 内で組織を統合して設定する最後のステップは、既存の組織アカウントを Macie メン
バーアカウントとして追加することです。既存のアカウントを Macie メンバーアカウントとして追加する
と、そのアカウントに対して Macie が自動的に有効化され、お客様は (委任 Macie 管理者として) アカウ
ントの特定の Macie 設定、データ、およびリソースにアクセスできるようになります。

別の Macie 管理者アカウントに現在関連付けられているアカウントを追加することはできないことに注意
してください。アカウントを追加するには、アカウント所有者と協力して、まずアカウントを現在の管理
者アカウントから関連付けを解除します。また、Macie が現在そのアカウントで停止されている場合、既
存のアカウントを追加することはできません。アカウント所有者は、まずアカウントの Macie を再度有効
化する必要があります。最後に、AWS Organizations 管理アカウントをメンバーアカウントとして追加し
たい場合、そのアカウントのユーザーは、まずアカウントの Macie を有効化する必要があります。

既存の組織アカウントを Macie メンバーアカウントとして有効化して追加するには

既存の組織アカウントを Macie メンバーアカウントとして有効化して追加するには、Amazon Macie コン
ソールまたは Amazon Macie API を使用できます。組織の委任 Macie 管理者のみが、このタスクを実行で
きます。

Console

コンソールを使用してこのタスクを実行するには、次の AWS Organizations アクションの実行が許可
される必要があります: organizations:ListAccounts。このアクションにより、組織内のアカウ
ントに関する情報を取得して表示することが許可されます。これらのアクセス許可を持っている場合
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は、次のステップに従って、既存のアカウントを Macie メンバーアカウントとして有効化して追加し
ます。

既存の組織アカウントを有効化して追加するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、Macie メンバーとして既存のア

カウントを有効化して追加するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。

[Accounts] (アカウント) ページが開き、Macie アカウントに関連付けられているアカウントの
テーブルが表示されます。アカウントがの組織の一部である場合AWS Organizations、そのタイ
プは Via ですAWS Organizations。アカウントが Macie メンバーアカウントでない場合、その
[Status] (ステータス) は [Not a member] (メンバーではない) です。

4. [Accounts] (アカウント) テーブルで、Macie メンバーアカウントとして追加する各アカウントの
チェックボックスをオンにします。

Tip

追加するアカウントをより簡単に識別するには、テーブルをフィルタリングします。こ
れを行うには、テーブルの上にあるフィルターバーにカーソルを置き、Status を選択し
ます。次に、[ステータス] = [メンバーではない] を選択します。

5. [Actions] (アクション) メニューで、[Add member] (メンバーを追加) を選択します。
6. 選択したアカウントをメンバーアカウントとして追加することを確認します。

選択したアカウントの追加を確認すると、アカウントのステータスが [Creating/Enabling] (作成済み/
有効化中)、[[Enabled] (有効化)の順に変わります。

Macie 内で組織を設定する追加のリージョンごとに、前述のステップを繰り返します。
API

Macie メンバーアカウントとして 1 つ以上の既存のアカウントをプログラムで有効化して追加するに
は、Amazon Macie API CreateMemberのオペレーションを使用します。リクエストを送信するとき
は、サポートされているパラメータを使用して、有効化して追加する各 AWS アカウント の 12 桁の
アカウント ID と E メールアドレスを指定します。また、リクエストが適用されるリージョンも指定
します。追加のリージョンで既存のアカウントを有効化して追加するには、追加のリージョンごとに
リクエストを送信します。

有効化して追加するのアカウント ID と E メールアドレスを取得するには、必要に応じて Amazon 
Macie API ListMembersのオペレーションを使用できます。AWS アカウントこのオペレーション
は、Macie メンバーアカウントではないアカウントを含む、Macie アカウントに関連付けられている
アカウントの詳細を提供します。アカウントの relationshipStatus プロパティの値が Enabled
ではない場合、アカウントは Macie メンバーアカウントではありません。

AWS CLI を使用して 1 つ以上の既存のアカウントを有効化して追加するには、create-member コマン
ドを実行します。region パラメータを使用して、アカウントを有効化して追加するリージョンを指
定します。account パラメータを使用して、追加する各 AWS アカウント についてアカウント ID と 
E メールアドレスを指定します。例:

C:\> aws macie2 create-member --region us-east-1 --account={\"accountId\":
\"123456789012\",\"email\":\"janedoe@example.com\"}

ここで、us-east-1 は、アカウントを Macie メンバーアカウントとして有効化して追加するリー
ジョン (米国東部 (バージニア北部) リージョン) であり、accountパラメータは、そのアカウントのア
カウント ID (123456789012) と E メールアドレス (janedoe@example.com) を指定します。
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リクエストが成功すると、指定されたアカウントのステータス (relationshipStatus)Enabled が
アカウントのインベントリのに変わります。

組織の Amazon Macie アカウントの確認
AWS Organizations 組織が Amazon Macie で統合および設定 (p. 296)された後、組織の委任 Macie 管理
者は Macie 内で組織のアカウントのインベントリにアクセスできるようになります。組織の Macie 管理
者として、このインベントリを使用して、AWS リージョン 内で組織の Macie アカウントの統計と詳細
を確認できます。また、このインベントリを使用して、リージョン内で Macie メンバーアカウントの管
理 (p. 305)を行うこともできます。

組織の Macie アカウントを確認するには

組織のアカウントを確認するには、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用できま
す。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して組織の Macie アカウントを確認するには、次のステップに従い
ます。

組織のアカウントを確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上の AWS リージョン セレクターを使用して、組織のアカウントを確認するリージョ

ンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。

[Accounts] (アカウント) ページが開き、現在の AWS リージョン 内で Macie アカウントに関連付けら
れている集約された統計とアカウントのテーブルが表示されます。

[Accounts] (アカウント) ページの先頭に、次の集約された統計が表示されます。

経由AWS Organizations

[Active] (アクティブ) により、AWS Organizations を通じてお客様のアカウントに関連付けられて
いて、現在組織内の Macie メンバーアカウントであるアカウントの総数が報告されます。Macie 
はこれらのアカウントに対して有効化されており、お客様はアカウントの Macie 管理者です。

[All] (すべて) により、現在組織内の Macie メンバーアカウントではないアカウントを含む、AWS 
Organizations を通じてお客様のアカウントに関連付けられているアカウントの総数が報告されま
す。

招待により

[Active] (アクティブ) により、Macie の招待によってお客様のアカウントに関連付けられていて、
現在 Macie メンバーアカウントであるアカウントの総数が報告されます。(これらのアカウント
は、AWS Organizations を通じてお客様のアカウントに関連付けられていません。) Macie はア
カウントに対して有効化されており、お客様から Macie メンバーシップへの招待を受け入れたた
め、お客様はアカウントの Macie 管理者です。

[All] (すべて) により、お客様からの招待に応答していないアカウントを含む、Macie の招待に
よってお客様のアカウントに関連付けられているアカウントの総数が報告されます。

[Active/All] (アクティブ/すべて)

[Active] (アクティブ) により、AWS Organizations を通じて、または Macie の招待によって、現
在 Macie メンバーアカウントとなっているアカウントの総数が報告されます。Macie はこれらの
アカウントに対して有効化されており、お客様はアカウントの Macie 管理者です。
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[All] (すべて) により、AWS Organizations を通じて、または Macie の招待によって、お客
様のアカウントに関連付けられているアカウントの総数が報告されます。これには、AWS 
Organizations 内での組織の一部であり、現在 Macie メンバーアカウントではないアカウント、お
よびお客様からの Macie メンバーシップ招待に応答していないアカウントが含まれます。

テーブルには、現在のリージョン内の各アカウントの詳細が表示されます。テーブルには、AWS 
Organizations を通じて、または Macie の招待によって、Macie アカウントに関連付けられているすべ
てのアカウントが含まれます。

[Account ID] (アカウント ID)

AWS アカウント のアカウント ID と E メールアドレス。
[Name] (名前)

AWS アカウント のアカウント名。この値は通常、Macie の招待によってお客様のアカウントに
関連付けられているアカウントの場合、[該当なし] になります。

[Type] (タイプ)

AWS Organizations を通じて、または Macie の招待によって、そのアカウントがお客様のアカウ
ントに関連付けられる方法。

[Status] (ステータス)

お客様のアカウントとそのアカウントの関係のステータス。AWS Organizations組織内のアカウ
ント (タイプが ViaAWS Organizations) の場合、指定できる値は次のとおりです。
• [Account suspended] (アカウントが停止) — AWS アカウント が停止されています。
• [Creating/Enabling] (作成済み/有効化中) — Macie は、アカウントを Macie メンバーアカウント

として有効化して追加するためのリクエストを処理しています。
• [Enabled] (有効化) — アカウントは Macie メンバーアカウントです。Macie はアカウントに対

して有効化されており、お客様はそのアカウントの Macie 管理者です。
• [Not a member] (メンバーではない) — アカウントは、AWS Organizations内の組織の一部です

が、Macie メンバーアカウントではありません。
• [Paused (suspended)] (一時停止 (停止)) — アカウントは Macie メンバーアカウントですが、現

在 Macie はアカウントを停止しています。
• [Region disabled] (リージョンが無効) — アカウントは、AWS Organizations 内の組織の一部で

すが、現在リージョンは AWS アカウント で無効です。
• [Removed (disassociated)] (削除 (関連付け解除)) — アカウントは以前は Macie メンバーアカウ

ントでしたが、その後メンバーアカウントとして削除されました。Macie 管理者アカウント関
連付けを解除しました。Macie は引き続きそのアカウントに対して有効化されています。

[Last action] (最後のアクション)

お客様または関連するアカウントが、お客様のアカウント間の関係に影響を与えたアクションを
最後に実行したとき。

特定のフィールドでテーブルを並べ替えるには、フィールドの列見出しをクリックします。並べ替え
順序を変更するには、列見出しをもう一度クリックします。テーブルをフィルタリングするには、
フィルターバーにカーソルを置き、フィールドのフィルター条件を追加します。結果をさらに絞り込
むには、追加のフィールドでフィルター条件を追加します。

API

組織のアカウントをプログラムで確認するには、Amazon Macie API のListMembersオペレーションを
使用して、リクエストが適用されるリージョンを必ず指定してください。追加のリージョン内のアカ
ウントを確認するには、追加のリージョンごとにリクエストを送信します。

304

https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/APIReference/members.html


Amazon Macie ユーザーガイド
メンバーアカウントの管理

リクエストを送信するときは、onlyAssociated パラメータを使用して、レスポンスに含めるアカ
ウントを指定します。デフォルトでは、Macie は、AWS Organizations を通じて、または Macie の招
待によって、指定されたリージョン内の Macie メンバーアカウントであるアカウントの詳細のみを
返します。メンバーアカウントではないアカウントを含む、Macie アカウントに関連付けられている
すべてのアカウントについて、これらの詳細を取得するには、リクエストに onlyAssociated パラ
メータを含め、パラメータの値を false に設定します。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して組織のアカウントを確認するには、list-members
コマンドを実行します。only-associated パラメータでは、関連するすべてのアカウントを含め
るか、Macie メンバーアカウントのみを含めるかを指定します。メンバーアカウントのみを含めるに
は、このパラメータを省略するか、パラメータの値を true に設定します。すべてのアカウントを含
めるには、この値を false に設定します。例:

C:\> aws macie2 list-members --region us-east-1 --only-associated false

ここで、us-east-1 は、リクエストが適用されるリージョン (米国東部 (バージニア北部) リージョ
ン) です。

リクエストが成功すると、Macie は members 配列を返します 配列には、リクエストで指定さ
れた基準を満たす各アカウントの member オブジェクトが含まれます。そのオブジェクトで
は、relationshipStatus フィールドは、指定されたリージョン内のお客様のアカウントと他方の
アカウント間の関係の現在のステータスを示します。AWS Organizations 組織内のアカウントでは、
指定できる値は以下のとおりです。

• AccountSuspended — AWS アカウント が停止されています。
• Created — Macie は、アカウントを Macie メンバーアカウントとして有効化して追加するための

リクエストを処理しています。
• Enabled — アカウントは Macie メンバーアカウントです。Macie はアカウントに対して有効化さ

れており、お客様はそのアカウントの Macie 管理者です。
• Paused — アカウントは Macie メンバーアカウントですが、Macie は現在アカウントが停止 (一時

停止) されています。
• RegionDisabled — アカウントは、AWS Organizations 内の組織の一部ですが、現在リージョン

は AWS アカウント で無効です。
• Removed— アカウントは以前は Macie メンバーアカウントでしたが、その後メンバーアカウント

として削除されました。Macie 管理者アカウント関連付けを解除しました。Macie は引き続きその
アカウントに対して有効化されています。

member オブジェクト内の他のフィールドの詳細については、Amazon Macie API リファレンスの「メ
ンバー」を参照してください。

組織の Amazon Macie メンバーアカウントの管理
AWS Organizations 組織が Amazon Macie で統合および設定 (p. 296)された後、組織の委任 Macie 管理
者は、メンバーアカウントの特定の Macie 設定、データ、およびリソースにアクセスできるようになりま
す。

組織の Macie 管理者として、お客様は Macie 内の特定のアカウント管理および管理タスクを実行すること
もできます。

• アカウントの Macie の有効化または停止を含め、個別のアカウントの Macie のステータスを管理しま
す。

• Macie メンバーアカウントを追加および削除します。
• 個別のアカウントおよび組織全体の Macie クォータと推定使用コストをモニタリングします。
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また、Macie メンバーアカウントの Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のインベントリデータ
とポリシー結果を確認することもできます。また、アカウントが所有する S3 バケット内の機密データを
検出できます。実行できるタスクの詳細なリストについては、「Amazon Macie 管理者とメンバーアカウ
ントの関係について理解する (p. 291)」を参照してください。

デフォルトでは、Macie は、組織内のすべての Macie メンバーアカウントの関連データとリソースを可視
化します。ドリルダウンして、個々のアカウントのデータとリソースを確認することもできます。たとえ
ば、[Summary] ダッシュボードを使用 (p. 22)して、組織の Amazon S3 セキュリティ体制を評価する場合
は、アカウントごとにデータをフィルタリングできます。同様に、推定使用量のコストをモニタリングす
る (p. 332)場合は、個々のメンバーアカウントの推定コストの内訳にアクセスできます。

管理者およびメンバーアカウントに共通するタスクに加えて、組織のさまざまな管理タスクを一元的に実
行できます。

タスク
• Amazon Macie メンバーアカウントを組織に追加する (p. 306)
• 組織内のメンバーアカウントの Amazon Macie を停止する (p. 308)
• 組織からの Amazon Macie メンバーアカウントの削除 (p. 309)

組織の Macie 管理者は、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用して実行できま
す。コンソールの使用を希望する場合は、以下の AWS Organizations アクションの実行が許可される必
要があることに注意してください: organizations:ListAccounts。このアクションにより、AWS 
Organizations 内で組織の一部であるアカウントに関する情報を取得して表示することが許可されます。

Amazon Macie メンバーアカウントを組織に追加する
場合によっては、アカウントを Macie メンバーアカウントとして手動で追加する必要があります。これ
は、以前にメンバーアカウントとして削除 (関連付け解除) したアカウントの場合です。これは、アカウン
トが AWS Organizations 内で組織に追加されたときに、Macie を新しいアカウントをメンバーアカウント
として自動的に有効化して追加する (p. 300)ように設定しなかった場合にも当てはまります。

アカウントを Macie メンバーアカウントとして追加すると、そのアカウントがそのリージョンでまだ有効
化されていない場合、現在 AWS リージョン 内のアカウントに対して Macie が有効化され、そのアカウ
ントがリージョンのメンバーアカウントとして Macie 管理者アカウントに関連付けられます。メンバーア
カウントは、招待またはお客様のアカウント間にこの関係を確立したというその他の通知を受け取りませ
ん。

すでに関連付けられているアカウントは別の Macie 管理者アカウントに追加できないことに注意してく
ださい。アカウントは、まず現在の管理者アカウントから関連付けを解除する必要があります。また、
管理アカウントがそのアカウントで Macie をすでに有効化している場合を除き、AWS Organizations 管
理アカウントをメンバーアカウントとして追加することはできません。追加の要件については、「AWS 
Organizations を用いて Amazon Macie を使用するための考慮事項とレコメンデーション (p. 294)」を参
照してください。

組織に Macie メンバーアカウントを追加するには

1 つ以上の Macie メンバーアカウントを組織に追加するには、Amazon Macie コンソールまたは Amazon 
Macie API を使用することができます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して 1 つ以上の Macie メンバーアカウントを追加するには、次のス
テップに従います。

Macie メンバーアカウントを追加するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
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2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、メンバーアカウントを追加する
リージョンを選択します。

3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。[Accounts]
(アカウント) ページが開き、お客様のアカウントに関連付けられているアカウントのテーブルが
表示されます。

4. (オプション) AWS Organizations 内の組織の一部であり、Macie メンバーアカウントではないア
カウントをより簡単に識別するには、テーブルの上にあるフィルターバーを使用して、次のフィ
ルター条件を追加します。

• タイプ = 組織
• ステータス = メンバーではありません

また、以前に削除し、メンバーアカウントとして追加する可能性のあるアカウントも表示するに
は、[Status = Removed (Status)] (Status = Removed (Status)] (Status = Removed)

5. [Accounts] (アカウント) テーブルで、メンバーアカウントとして追加する各アカウントのチェッ
クボックスをオンにします。

6. [Actions] (アクション) メニューで、[Add member] (メンバーを追加) を選択します。
7. 選択したアカウントの数をメンバーアカウントとして追加することを確認します。

選択を確認すると、選択したアカウントのステータスが、アカウントのインベントリで [Creating/
Enabling] (作成済み/有効化中)、[Enabled] (有効化) の順に変わります。

メンバーアカウントを追加する追加のリージョンごとに、前述のステップを繰り返します。
API

1 つ以上の Macie メンバーアカウントをプログラムで追加するには、Amazon Macie API の API の
CreateMemberOrganization API を使用します。

リクエストを送信するときは、サポートされているパラメータを使用して、追加する各 AWS アカ
ウント の 12 桁のアカウント ID と E メールアドレスを指定します。また、リクエストが適用される
リージョンも指定します。追加のリージョンでアカウントを追加するには、追加のリージョンごとに
リクエストを送信します。

追加するアカウントのアカウント ID と Amazon Macie メールアドレスを取得するには、AWS 
Organizations API の API のListMembersオペレーションの出力を相関させます。ListAccountsMacie 
API の ListMembers オペレーションでは、リクエストに onlyAssociated パラメータを含め、パラ
メータの値を false に設定します。オペレーションが成功すると、Macie は、指定されたリージョン
の Macie 管理者アカウントに関連付けられているすべてのアカウント (現在メンバーアカウントでは
ないアカウントを含む) の詳細を提供する members 配列を返します。配列では次の点に注意してくだ
さい。

• アカウントの relationshipStatus プロパティの値が Enabled ではない場合、そのアカウント
はお客様のアカウントに関連付けられていますが、Macie メンバーアカウントではありません。

• アカウントが配列に含まれていないが、AWS Organizations API の ListAccounts オペレーションの
出力に含まれている場合、そのアカウントは AWS Organizations 内で組織の一部となりますが、お
客様のアカウントに関連付けられていないため、Macie メンバーアカウントではありません。

AWS CLI を使用してメンバーアカウントを追加するには、create-member コマンドを実行しま
す。region パラメータを使用して、アカウントを追加するリージョンを指定します。accountパラ
メータを使用して、追加する各アカウントのアカウント ID と E メールアドレスを指定します。例:

C:\> aws macie2 create-member --region us-east-1 --account={\"accountId\":
\"123456789012\",\"email\":\"janedoe@example.com\"}
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ここで、us-east-1 は、アカウントをメンバーアカウントとして追加するリージョン (米国東
部 (バージニア北部) リージョン) であり、accountパラメータは、アカウントのアカウント ID 
(123456789012) と E メールアドレス (janedoe@example.com) を指定します。

リクエストが成功すると、指定されたアカウントのステータス (relationshipStatus)Enabled が
アカウントのインベントリのに変わります。

組織内のメンバーアカウントの Amazon Macie を停止する
AWS Organizations 内の組織の Macie 管理者として、お客様は組織内のメンバーアカウントの Macie を停
止できます。これを行うと、後でアカウントの Macie を再度有効化することもできます。

メンバーアカウントの Macie を停止すると、次のようになります。

• Macie は、現在の AWS リージョン 内のアカウントの Amazon S3 データに関するメタデータへのアク
セスを失い、提供を停止します。

• Macie は、リージョン内のアカウントのすべてのアクティビティの実行を停止します。たとえば、S3 バ
ケットのセキュリティとアクセス制御のモニタリングが停止され、自動機密データ検出の実行、現在進
行中の機密データ検出ジョブの実行も停止されます。

• Macie は、リージョン内のアカウントによって作成された機密データ検出ジョブをすべてキャンセルし
ます。ジョブがキャンセルされた後は、ジョブを再開したり再起動したりすることはできません。

メンバーアカウントが所有するデータを分析するためのジョブを作成した場合、Macie はジョブをキャ
ンセルしません。代わりに、ジョブはアカウントが所有するリソースをスキップします。

アカウントが停止されている間、Macie は該当するリージョン内のアカウントの Macie セッション識別
子、設定、およびリソースを保持します。たとえば、アカウントの調査結果はそのまま残り、最大 90 日
間は影響を受けません。そのリージョン内のアカウントで Macie が停止されている間、該当するリージョ
ン内のアカウントに対する Macie の請求は組織に発生しません。

組織内のメンバーアカウントの Macie を停止するには

組織内のメンバーアカウントの Macie を停止するには、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie 
API を使用できます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用してメンバーアカウントの Macie を停止するには、次のステップに
従います。

メンバーアカウントの Macie を停止するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、メンバーアカウントの Macie を

停止するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。
4. [Accounts] (アカウント) テーブルで、停止するアカウントのチェックボックスをオンにします。
5. [Actions] (アクション)メニューで、[Suspend Macie] (Macie を停止する) を選択します。
6. アカウントの Macie を停止することを確認します。

停止を確認すると、アカウントのステータスがインベントリで [Paused (suspended)] (一時停止 (停
止)) に変わります。

アカウントの Macie を停止する追加のリージョンごとに、前述のステップを繰り返します。
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API

メンバーアカウントの Macie をプログラムで停止するには、Amazon Macie API の Macie API を使用
します。UpdateMemberSession

リクエストを送信するときは、id パラメータを使用して、Macie を停止する AWS アカウント の 12 
桁のアカウント ID を指定します。status パラメータでは、Macie アカウントの新しいステータス
として PAUSED を指定します。また、リクエストが適用されるリージョンも指定します。追加のリー
ジョンでアカウントを停止するには、追加のリージョンごとにリクエストを送信します。

停止するアカウントのアカウント ID を取得するには、Amazon Macie API の API ListMembersオペ
レーションを使用できます。これを実行する場合は、リクエストに onlyAssociated パラメータを
含めることで結果をフィルタリングすることを検討してください。このパラメータの値を true に設
定した場合、Macie は現在メンバーアカウントであるアカウントのみの詳細を提供する members 配
列を返します。

を使用してメンバーアカウントの Macie を停止するにはAWS CLI、update-member-sessionコマンド
を実行します。region パラメータを使用して、Macie を停止するリージョンを指定し、id パラメー
タを使用して、Macie を停止する AWS アカウント のアカウント ID を指定します。status パラメー
タでは、PAUSED を指定します。例:

C:\> aws macie2 update-member-session --region us-east-1 --id 123456789012 --status 
 PAUSED

ここで、us-east-1 は Macie を停止するリージョン (米国東部 (バージニア北部) リージョン) であ
り、123456789012 は Macie を停止するアカウントのアカウント ID であり、PAUSED はそのアカウ
ントの Macie の新しいステータスです。

リクエストが成功すると、Macie は空のレスポンスを返し、指定されたアカウントのステータスはア
カウントのインベントリの Paused に変わります。

組織からの Amazon Macie メンバーアカウントの削除
メンバーアカウントの Macie 設定、データ、およびリソースへのアクセスを停止したい場合、お客様は 
Macie メンバーアカウントとしてアカウントを削除できます。お客様のみがアカウントに対してこれを行
うことができることに注意してください。AWS Organizations メンバーアカウントは Macie 管理者アカウ
ントから関連付けを解除できません。

Macie メンバーアカウントを削除しても、Macie は現在の AWS リージョン 内のアカウントに対して有効
化されたままとなります。ただし、アカウントは Macie 管理者アカウントから関連付けが解除され、スタ
ンドアロンの Macie アカウントになります。これは、アカウントの Amazon S3 データのメタデータやポ
リシーの結果など、アカウントのすべての Macie 設定、データ、およびリソースにアクセスできなくなる
ことを意味します。これは、アカウントが所有する S3 バケット内の機密データを検出するために Macie 
を使用できなくなることも意味します。これを行う機密検出ジョブを既に作成している場合、ジョブはア
カウントが所有するバケットをスキップします。

Macie メンバーアカウントを削除しても、アカウントは引き続きアカウントのインベントリに表示されま
す。Macie は、お客様がアカウントを削除したことをアカウントの所有者に通知しません。

組織から Macie メンバーアカウントを削除するには

組織から Macie メンバーアカウントを削除するには、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie 
API を使用できます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して Macie メンバーアカウントを削除するには、次のステップに従
います。
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Macie メンバーアカウントを削除するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、メンバーアカウントを削除する

リージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。
4. [Accounts] (アカウント) テーブルで、メンバーアカウントとして削除するアカウントのチェック

ボックスをオンにします。
5. [Actions] (アクション) メニューで、[Disassociate account] (アカウントの関連付けを解除する) を

選択します。
6. 選択されたアカウントをメンバーアカウントとして削除することを確認します。

選択を確認すると、アカウントのステータスが、アカウントのインベントリで [Removed 
(disassociated)] (削除 (関連付け解除)) に変わります。

メンバーアカウントを削除する追加のリージョンごとに、前述のステップを繰り返します。
API

Macie メンバーアカウントをプログラムで削除するには、Amazon Macie API の API の
DisassociateMemberOrganization API を使用します。

リクエストを送信するときは、id パラメータを使用して、削除するメンバーアカウントの 12 桁の 
AWS アカウント ID を指定します。また、リクエストが適用されるリージョンも指定します。追加の
リージョン内のアカウントを削除するには、追加のリージョンごとにリクエストを送信します。

削除するメンバーアカウントのアカウント ID を取得するには、Amazon Macie API の 
API ListMembersオペレーションを使用できます。これを実行する場合は、リクエストに
onlyAssociated パラメータを含めることで結果をフィルタリングすることを検討してください。
このパラメータの値を true に設定した場合、Macie は現在 Macie メンバーアカウントであるアカウ
ントのみの詳細を提供する members 配列を返します。

AWS CLI を使用して Macie メンバーアカウントを削除するには、disassociate-member コマンドを実
行します。region パラメータを使用して、アカウントを削除するリージョンを指定します。id パラ
メータを使用して、削除するメンバーアカウントのアカウント ID を指定します。例:

C:\> aws macie2 disassociate-member --region us-east-1 --id 123456789012

ここで、us-east-1 は、アカウントを削除するリージョン (米国東部 (バージニア北部) リージョン) 
であり、123456789012 は削除するアカウントのアカウント ID です。

リクエストが成功すると、Macie は空のレスポンスを返し、指定されたアカウントのステータスはア
カウントのインベントリの Removed に変わります。

組織の別の Amazon Macie 管理者アカウントの指定
AWS Organizations 組織が Amazon Macie で統合および設定 (p. 296)された後、AWS Organizations 管
理アカウントは、別のアカウントを組織の委任 Macie 管理者アカウントとして指定できるようになりま
す。

指定を変更するには、お客様 (AWS Organizations 管理アカウントのユーザーとして) は、組織の 
Macie 管理者アカウントを最初に指定するために必要であったものと同じアクセス許可 (p. 297)を持
つ必要があります。また、次の AWS Organizations アクションの実行が許可される必要があります:
organizations:DeregisterDelegatedAdministrator。このアクションにより、現在の指定の削除
が許可されます。
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組織が Macie を複数の AWS リージョン で使用している場合は、組織が Macie を使用する各リージョンで
の指定を変更する必要があります。委任 Macie 管理者アカウントは、これらのすべてのリージョンで同じ
である必要があります。追加の要件については、「AWS Organizations を用いて Amazon Macie を使用す
るための考慮事項とレコメンデーション (p. 294)」を参照してください。

組織の別の Macie 管理者アカウントを指定するには

組織の別の Macie 管理者アカウントを指定するには、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie と 
AWS Organizations API の組み合わせを使用できます。AWS Organizations 管理アカウントのユーザーの
みが指定を変更できます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して指定を変更するには、次のステップに従います。

別の Macie 管理アカウントを指定するには

1. AWS Organizations 管理アカウントを使用して AWS Management Console にログインします。
2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、指定を変更するリージョンを選

択します
3. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
4. Macie が現在のリージョンで管理アカウントに対して有効化されているかどうかに応じて、次の

いずれかを実行します。

• Macie が有効化されていない場合は、Welcome Page (ようこそページ) の [Get started] (開始方
法) を選択します。

• Macie が有効化されている場合は、ナビゲーションペインの [Settings] (設定) を選択します。
5. [Delegated administrator] (委任管理者) の下で、[Remove] (削除) を選択します。指定を変更する

には、まず現在の指定を削除する必要があります。
6. 現在の指定を削除することを確認します。
7. [委任管理者] では、組織の新しい Macie 管理者アカウントとして指定するの 12 桁のアカウント 

ID を入力します。AWS アカウント
8. [Delegate] (委任) を選択します。

Macie を AWS Organizations と統合する追加のリージョンごとに、前述のステップを繰り返します。
API

プログラムで指定を変更するには、Amazon Macie API の 2 つのオペレーションと、AWS 
Organizations API の 1 つのオペレーションを使用します。これは、新しい指定を送信する前
に、Macie と AWS Organizations の両方で現在の指定を削除する必要があるからです。

現在の指定を削除するには、以下を実行します。

1. Macie API DisableOrganizationAdminAccountのオペレーションを使用してください。必要な
adminAccountId パラメータでは、組織の Macie 管理者アカウントとして現在指定されている 
AWS アカウント の 12 桁のアカウント ID を指定します。

2. AWS OrganizationsAPI DeregisterDelegatedAdministratorの操作を使用してください。AccountId
パラメータでは、組織の Macie 管理者アカウントとして現在指定されているアカウントの 12 桁
のアカウント ID を指定します。この値は、前の Macie リクエストで指定したアカウント ID と
一致する必要があります。ServicePrincipal パラメータでは、Macie サービスプリンシパル 
(macie.amazonaws.com) を指定します。

現在の指定を削除した後、Macie API EnableOrganizationAdminAccountのオペレーションを使用して
新しい指定を送信します。必要な adminAccountId パラメータでは、組織の新しい Macie 管理者ア
カウントとして指定する AWS アカウント の 12 桁のアカウント ID を指定します。
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との統合を無効にするAWS Organizations

を使用して指定を変更するにはAWS CLI、Macie API disable-organization-admin-accountのコマンド
とAWS Organizations API deregister-delegated-administratorのコマンドを実行します。これらのコマ
ンドは、それぞれ Macie の現在の指定および AWS Organizations を削除します。admin-account-
id および account-id パラメータでは、現在の Macie 管理者アカウントとして削除する AWS アカ
ウント の 12 桁のアカウント ID を指定します。region パラメータを使用して、削除が適用される
リージョンを指定します。例:

C:\> aws macie2 disable-organization-admin-account --region us-east-1 --admin-account-
id 111122223333 && aws organizations deregister-delegated-administrator --region us-
east-1 --account-id 111122223333 --service-principal macie.amazonaws.com

ここで、

• us-east-1は、削除が適用されるリージョン (米国東部 (バージニア北部) リージョン) です。
• 111122223333は、Macie 管理者アカウントとして削除するアカウントのアカウント ID です。
• macie.amazonaws.com は、Macie サービスプリンシパルです。

現在の指定を削除した後、Macie API のオペレーションを実行して新しい指定を送信します。enable-
organization-admin-accountadmin-account-id パラメータでは、組織の新しい Macie 管理者アカウ
ントとして指定する AWS アカウント の 12 桁のアカウント ID を指定します。region パラメータを
使用して、指定が適用されるリージョンを指定します。例:

C:\> aws macie2 enable-organization-admin-account --region us-east-1 --admin-account-
id 444455556666

ここで、us-east-1 は指定が適用されるリージョン (米国東部 (バージニア北部) リージョン) であ
り、444455556666 は新しい Macie 管理者アカウントとして指定するアカウントのアカウント ID で
す。

Amazon MacieAWS Organizations
AWS Organizations組織が Amazon Macie と統合されると、AWS Organizations管理アカウントはその後統
合を無効にできます。AWS Organizations管理アカウントのユーザーは、で Macie の信頼できるサービス
アクセスを無効にすることでこれを行うことができますAWS Organizations。

Macie の信頼されたアクセスを無効にすると、以下の状態になります。

• Macie は、信頼されたサービスとしての地位を失いますAWS Organizations。
• 組織の Macie 管理者アカウントは、すべての Macie メンバーアカウントのすべての Macie 設定、デー

タ、およびリソースへのアクセスを失いますAWS リージョン。
• Macie メンバーアカウントはすべて、スタンドアロンの Macie アカウントになります。Macie は、その

リージョン内のアカウントに対して引き続き有効化されても、それらのリージョン内のアカウントに対
して引き続き有効化されます。ただし、そのアカウントはどの地域の Macie 管理者アカウントとも関連
付けられなくなりました。

信頼できるサービスアクセスを無効にした場合の結果の詳細については、AWS Organizationsユーザーガ
イドの「AWS OrganizationsAWS のサービス他者との併用」を参照してください。

Macie の信頼されたアクセスを無効にするには

信頼できるサービスアクセスを無効にするには、AWS OrganizationsコンソールまたはAWS Organizations 
API を使用できます。Macie の信頼できるサービスアクセスを無効にできるのは、AWS Organizations管
理アカウントのユーザーだけです。必要な権限の詳細については、AWS Organizationsユーザーガイド
の「信頼できるアクセスを無効にするために必要な権限」を参照してください。
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信頼できるサービスアクセスを無効にする前に、必要に応じて組織の委任された Macie 管理者と協力し
て、メンバーアカウントの Macie を一時停止または無効にし、それらのアカウントの Macie リソースをク
リーンアップしてください。

Console

AWS Organizationsコンソールを使用して信頼できるサービスアクセスを無効にするには、次の手順
に従います。

信頼されたサービスのアクセスを無効にするには

1. AWS Organizations 管理アカウントを使用して AWS Management Console にログインします。
2. https://console.aws.amazon.com/organizations/AWS Organizations でコンソールを開きます。
3. ナビゲーションペインで [Services] (サービス) を選択します。
4. 「統合サービス」で「Amazon Macie」 を選択します。
5. [Disable trusted access] (信頼されたアクセスを無効にする) を選択します。
6. 信頼されたアクセスを無効にすることを確認します。

API

信頼できるサービスアクセスをプログラムで無効にするには、AWS Organizations API の
DisableAWSServiceAccess オペレーションを使用します。ServicePrincipal パラメータで
は、Macie サービスプリンシパル (macie.amazonaws.com) を指定します。

AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用して信頼できるサービスアクセスを無効にする
には、AWS Organizations API disable-aws-service-accessのコマンドを実行します。service-
principal パラメータでは、Macie サービスプリンシパル (macie.amazonaws.com) を指定しま
す。例:

C:\> aws organizations disable-aws-service-access --service-principal 
 macie.amazonaws.com

招待による Amazon Macie アカウントの管理
複数の Amazon Macie アカウントを、次の 2 つの方法で集中管理できます:Macie をAWS Organizationsと
統合する (p. 294)、およびメンバーシップの招待を使用する。メンバーシップの招待を使用する場合、指
定 Macie 管理者は最大 1,000 アカウントの Macie を管理できます。管理者は、Amazon SSimple Storage 
Service (Amazon S3) のインベントリデータにアクセスし、アカウントが所有する Simple Storage Service 
(Amazon SS) のインベントリデータにアクセスし、機密データを検出することもできます。管理者が実
行できるタスクの詳細については、「Amazon Macie 管理者とメンバーアカウントの関係について理解す
る (p. 291)」を参照してください。

招待ベースの組織では、Macie でメンバーシップ招待を送信および受け入れることで、Macie アカウント
を相互に関連付けます。招待を送信し、別のアカウントによって受け入れられた場合、お客様は他のアカ
ウントの Macie 管理者になり、他方のアカウントは組織のメンバーアカウントになります。招待を受け
取って受け入れると、お客様のアカウントはメンバーアカウントになり、Macie 管理者はアカウントの特
定の Macie 設定、データ、およびリソースにアクセスできるようになります。

Tip

Macie で招待ベースの組織を作成する場合は、後で代わりに AWS Organizations の使用に移
行 (p. 316)します。両方の方法を同時に使用して、複数の Macie アカウントを管理することも
できます。たとえば、AWS 環境にテストアカウントが含まれている場合、AWS Organizations 内
の組織からアカウントを除外し、招待によりそれらを個別に管理します。
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このセクションのトピックでは、招待ベースの組織を作成して参加する方法、および組織のさまざまな管
理タスクを実行する方法について説明します。

トピック
• Amazon Macie 内の招待ベースの組織に関する考慮事項とレコメンデーション (p. 314)
• Amazon Macie での招待ベースの組織の作成と管理 (p. 316)
• 招待ベースの組織の Amazon Macie アカウントの確認 (p. 324)
• 招待ベースの組織の別の Amazon Macie 管理者アカウントの指定 (p. 327)
• Amazon Macie で招待ベースの組織内のメンバーシップを管理する (p. 328)

Amazon Macie 内の招待ベースの組織に関する考慮事
項とレコメンデーション
Amazon Macie で招待ベースの組織を作成または管理する前に、次の要件とレコメンデーションを検討し
てください。

トピック
• Macie 管理者アカウントの選択 (p. 314)
• 招待の送信と Macie メンバーアカウントの管理 (p. 314)
• メンバーシップの招待への応答と管理 (p. 315)
• AWS Organizations への移行 (p. 316)

Macie 管理者アカウントの選択
組織の Macie 管理者アカウントにするアカウントを決定する際には、次の点に注意してください。

• 組織が持つことができる Macie 管理者アカウントは 1 つのみです。
• アカウントを Macie 管理者とメンバーアカウントに同時に設定することはできません。
• Macie はリージョンでのサービスです。これは、Macie 管理者アカウントとメンバーアカウントの関連

付けがリージョンのものであることを意味します。関連付けは、招待の送信元であり、招待が受け入れ
られた AWS リージョン にのみ存在します。たとえば、Macie 管理者が米国東部 (バージニア北部) リー
ジョンで招待を送信し、それらの招待が受け入れられる場合、Macie 管理者はそのリージョン内のメン
バーアカウントのみを管理できます。

Macie アカウントを複数の AWS リージョン で集中管理するには、Macie 管理者は、組織が Macie を現
在使用している、または今後使用する各リージョンにログインし、それらの各リージョンで適切なアカ
ウントに招待を送信できます。Macie が現在利用できるリージョンのリストについては、の「Amazon 
Macie エンドポイントとクォータ」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

• メンバーアカウントは、一度に 1 つの Macie 管理者アカウントのみと関連付けることができます。組織
が複数のリージョンで Macie を使用している場合、これは Macie 管理者アカウントがそれらのすべての
リージョンで同じである必要があることを意味します。ただし、管理者アカウントとメンバーアカウン
トは、各リージョンで個別に招待を送信および受け入れる必要があります。

• Macie 管理者の AWS アカウント が停止、分離、または閉鎖されている場合、関連付けられているすべ
てのメンバーアカウントが Macie メンバーアカウントとして自動的に削除されますが、Macie は引き続
きそれらのアカウントに対して有効化されます。

招待の送信と Macie メンバーアカウントの管理
招待ベースの組織の Macie 管理者として、招待を送信し、組織内のアカウントを管理するときは、次の点
に注意してください。
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• 招待を送信する前に、Macie 管理者アカウントとメンバーアカウントの関係を理解 (p. 291)してくださ
い。

• 招待を送信すると、関連データが AWS リージョン 全体で転送される可能性があります。これ
は、Macie が 米国東部 (バージニア北部) リージョンでのみ動作する E メール検証サービスを使用し
て、受信アカウントの E メールアドレスを検証するためです。

• Macie を有効化していないアカウントを含め、招待をアクティブな AWS アカウント に送信できます。
ただし、招待を受け入れまたは拒否するには、受信アカウントは招待の送信元のリージョンで Macie を
有効化する必要があります。

• Macie 管理者アカウントは、各 AWS リージョン 内では、わずか 1,000 個のアカウントにしか関連付け
ることができません。これには、まだ招待に応答していないアカウントも含まれます。アカウントがこ
のクォータを満たしている場合、必要な数の関連付けられたアカウントを削除するか、必要な数の拒否
された招待を受け取る、またはその 2 つの組み合わせを受け取るまで、追加のアカウントを追加または
招待することはできません。

アカウントに現在関連付けられているアカウントの数を確認するには、Amazon Macie コンソールの [ア
カウント] ページまたは Amazon Macie API ListMembersオペレーションを使用できます。詳細について
は、「招待ベースの組織の Amazon Macie アカウントの確認 (p. 324)」を参照してください。

• アカウントは、一度に 1 つの Macie 管理者アカウントのみと関連付けることができます。これは、アカ
ウントが別の Macie 管理者アカウントに既に関連付けられている場合、お客様の招待は受け入れられな
いことを意味します。アカウントは、まず現在の Macie 管理者アカウントから関連付けを解除する必要
があります。

• 招待ベースの組織では、メンバーアカウントはいつでも Macie 管理者アカウントから関連付けを解除で
きます。この場合、Macie はアカウントに対して引き続き有効化され、アカウントはスタンドアロンの 
Macie アカウントになります。Macie は、メンバーアカウントが管理者アカウントから関連付けを解除
してもお客様に通知しません。ただし、アカウントは引き続きアカウントのインベントリに表示され、
[メンバー脱退済み] ステータスとなります。

• 組織からメンバーアカウントを削除しても、Macie はそのアカウントに対して引き続き有効化され、ア
カウントはスタンドアロンの Macie アカウントになります。

メンバーシップの招待への応答と管理
招待の受信者または招待ベースの組織のメンバーとして、受け取った招待に応答して管理するときは、次
の点に注意してください。

• 招待を受け入れる前に、Macie 管理者アカウントとメンバーアカウントの関係を理解 (p. 291)してくだ
さい。

• アカウントは、一度に 1 つの Macie 管理者アカウントのみと関連付けることができます。招待を受け
入れ、後で別の組織に参加する場合 (招待により、または AWS Organizations を通じて)、まず現在の 
Macie 管理者アカウントからアカウントの関連付けを解除する必要があります。その後、他の組織に参
加できます。

• 招待を受け入れまたは拒否するには、招待の送信元の AWS リージョン 内の Macie を有効化する必要
があります。招待を送信したアカウントは、そのリージョンで Macie を有効化することはできません。
招待の拒否はオプションです。招待を拒否した場合、招待を拒否した後に、必要に応じて該当するリー
ジョンで Macie を無効にできます。

• Macie 管理者の場合、メンバーアカウントになるための招待を受け入れることはできません。アカウン
トを Macie 管理者とメンバーアカウントに同時に設定することはできません。メンバーアカウントにな
るには、まず現在の組織からすべてのメンバーアカウントを削除して、すべてのメンバーアカウントか
らアカウントの関連付けを解除する必要があります。

• Macie はリージョンでのサービスです。招待を受け入れた場合、アカウントと Macie 管理者アカウント
間の関連付けはリージョンのものになります。関連付けは、招待の送信元であり、招待が受け入れられ
た AWS リージョン にのみ存在します。

• Macie を複数のリージョンで使用する場合、アカウントの Macie 管理者アカウントは、それらのすべて
のリージョンで同じである必要があります。ただし、Macie 管理者は各リージョンで個別に招待を送信
する必要があり、お客様は各リージョンで個別に招待を受け入れる必要があります。
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• Macie 管理者アカウントからいつでもお客様のアカウントの関連付けを解除できます。これを行う
と、Macie はアカウントに対して引き続き有効化され、アカウントはスタンドアロンの Macie アカウン
トになります。

• Macie 管理者が組織からお客様のアカウントを削除しても、Macie は引き続きアカウントに対して有効
化され、アカウントはスタンドアロンの Macie アカウントになります。

AWS Organizations への移行
Macie で招待ベースの組織を作成した後、代わりに AWS Organizations の使用に移行します。移行を簡素
化するために、AWS Organizations 内で組織の Macie 管理者アカウントとして、既存の招待ベースの管理
者アカウントを指定することをお勧めします。

これを行うと、現在関連付けられているすべてのメンバーアカウントが引き続きメンバーになります。メ
ンバーアカウントが内の組織の一部である場合、アカウントの関連付けはAWS Organizations、自動的に
「招待による」から「Macie」の「ViaAWS Organizations」に変更されます。メンバーアカウントが所属
する組織に属していない場合AWS Organizations、そのアカウントの関連付けは [招待による] のままにな
ります。どちらの場合も、アカウントは引き続きメンバーアカウントとして Macie 管理者アカウントに関
連付けられます。

メンバーアカウントは一度に 1 つの Macie 管理者アカウントのみと関連付けることができるため、この
方法をお勧めします。別のアカウントを AWS Organizations 内で組織の Macie 管理者として指定した場
合、指定された管理者は、招待によって別の Macie 管理者アカウントに既に関連付けられているアカウン
トを管理できなくなります。各メンバーアカウントは、まず現在の招待ベースの管理者アカウントから関
連付けを解除する必要があります。次に、AWS Organizations 組織の Macie 管理者アカウントのみが、メ
ンバーアカウントを組織に追加し、アカウントの Macie の管理を開始できます。

Macieを AWS Organizations と統合し、Macie で組織を設定した後、必要に応じて組織の別の Macie 管理
者アカウントを指定できます。招待を引き続き使用して、AWS Organizations 内で組織の一部ではないメ
ンバーアカウントを関連付けて管理することもできます。

Amazon Macie での招待ベースの組織の作成と管理
Amazon Macie で招待ベースの組織を作成するには、まず、組織の Macie 管理者アカウントにするアカウ
ントを決定します。その後、そのアカウントを使用してメンバーアカウントを追加します。他の AWS ア
カウント にメンバーシップの招待を送信し、現在の AWS リージョン で Macie メンバーアカウントとして
組織に参加するためにアカウントを招待します。複数のリージョンで組織を作成するには、他のアカウン
トが現在または今後 Macie を使用する各リージョンからメンバーシップの招待を送信します。

アカウントが招待を受け入れると、そのアカウントは該当するリージョンの Macie 管理者アカウントに関
連付けられた Macie メンバーアカウントになります。その後、Macie 管理者アカウントは、そのリージョ
ン内のメンバーアカウントの特定の Macie 設定、データ、およびリソースにアクセスできます。

招待ベースの組織の Macie 管理者として、お客様は Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) のイン
ベントリデータとメンバーアカウントのポリシー結果を確認できます。また、機密データ検出ジョブを実
行し、メンバーアカウントが所有する S3 バケット内の機密データを検出することもできます。実行でき
るタスクの詳細なリストについては、「Amazon Macie 管理者とメンバーアカウントの関係について理解
する (p. 291)」を参照してください。

デフォルトでは、Macie は、組織全体の関連データとリソースを可視化します。ドリルダウンして、組織
内の個々のアカウントのデータとリソースを確認することもできます。たとえば、[Summary] ダッシュ
ボードを使用 (p. 22)して、組織の Amazon S3 セキュリティ体制を評価する場合は、アカウントごとに
データをフィルタリングできます。同様に、推定使用量のコストをモニタリングする (p. 332)場合は、
個々のメンバーアカウントの推定コストの内訳にアクセスできます。

管理者およびメンバーアカウントに共通するタスクに加えて、組織のさまざまな管理タスクを一元的に実
行できます。これらのタスクを実行する前に、Macie で招待ベースの組織を管理するために、考慮事項と
レコメンデーション (p. 314)を確認することをお勧めします。
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タスク
• Amazon Macie メンバーアカウントを招待ベースの組織に追加する (p. 317)
• 招待ベースの組織内のメンバーアカウントの Amazon Macie を停止する (p. 320)
• 招待ベースの組織からの Amazon Macie メンバーアカウントの削除 (p. 322)
• 他のアカウントとの関連付けを削除する (p. 323)

Amazon Macie メンバーアカウントを招待ベースの組織に追加す
る
招待ベースの組織の Macie 管理者として、お客様は 2 つの主なステップを実行して、組織にメンバーアカ
ウントを追加します。

1. Macie のアカウントインベントリにお客様のアカウントを追加します。これによりそのアカウントをお
客様のアカウントに関連付けます。

2. メンバーシップの招待をアカウントに送信します。

アカウントがお客様の招待を受け入れると、それは組織のメンバーアカウントになります。

ステップ 1: アカウントを追加する

1 つ以上のアカウントをアカウントインベントリに追加するには、Amazon Macie コンソールまたは 
Amazon Macie API を使用することができます。

Console

Amazon Macie コンソールでは、一度に 1 つのアカウントを追加したり、カンマ区切り値 (CSV) ファ
イルをアップロードして複数のアカウントを同時に追加したりできます。コンソールを使用して 1 つ
以上のアカウントを追加するには、次のステップに従います。

1 つのアカウントを追加するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、アカウントを追加するリージョ

ンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。
4. [Add accounts (アカウントの追加]) を選択します。
5. 「アカウントの詳細を入力」セクションで、「アカウントを追加」タブを選択します。次に、以

下の操作を実行します。

• [Account ID] (アカウント ID) では、追加する AWS アカウント の 12 桁のアカウント ID を入力
します。

• [Email address] (E メールアドレス) では、追加する AWS アカウント の E メールアドレスを入
力します。

6. [Add] (追加)、[Next] (次へ) の順に選択します。

Macie はアカウントインベントリにアカウントを追加します。アカウントの種類は [招待による] で、
ステータスは [作成済み] です。アカウントを追加する追加のリージョンごとに、前述のステップを繰
り返します。

複数のアカウントを追加するには

1. テキストエディタを使用して、次のように CSV ファイルを作成します。
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a. ファイルの最初の行として、次のヘッダーを追加します: Account ID,Email
b. アカウントごとに、追加する AWS アカウント の 12 桁のアカウント ID およびアカウント

の E メールアドレスを持つ新しい行を作成します。エントリをカンマで区切ります。例:
111111111111,janedoe@example.com

E メールアドレスは、AWS アカウント と関連付けられた E メールアドレスと一致する必要
があります。

c. ファイルの内容が、次の例に示すようにフォーマットされていることを確認します。これに
は、3 つのアカウントの必須ヘッダーと情報が含まれています。

Account ID,Email
111111111111,janedoe@example.com
222222222222,jorgesouza@example.com
333333333333,lijuan@example.com

d. ファイルをコンピュータに保存します。
2. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
3. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、そのアカウントを追加するリー

ジョンを選択します。
4. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。
5. [Add accounts (アカウントの追加]) を選択します。
6. 「アカウントの詳細を入力」セクションで、「アップロードリスト (CSV)」タブを選択します。
7. [Browse] (参照) を選択し、ステップ 1 で作成した CSV ファイルを選択します。
8. [アカウントを追加]、[Next] (次へ) の順に選択します。

Macie はアカウントインベントリにそれらのアカウントを追加します。タイプは [招待による] で、ス
テータスは [作成済み] です。アカウントを追加する追加のリージョンごとにステップ 3～8 を繰り返
します。

API

1 つ以上のアカウントをプログラムで追加するには、Amazon Macie CreateMemberAPIのオペレー
ションを使用します。リクエストを送信するときは、サポートされているパラメータを使用して、追
加する各 AWS アカウント の 12 桁のアカウント ID と E メールアドレスを指定します。また、リクエ
ストが適用されるリージョンも指定します。追加のリージョンでアカウントを追加するには、追加の
リージョンごとにリクエストを送信します。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してアカウントを追加するには、create-member コ
マンドを実行します。region パラメータを使用して、アカウントを追加するリージョンを指定しま
す。account パラメータを使用して、追加する各 AWS アカウント についてアカウント ID と E メー
ルアドレスを指定します。例:

C:\> aws macie2 create-member --region us-east-1 --account={\"accountId\":
\"111111111111\",\"email\":\"janedoe@example.com\"}

ここで、us-east-1 は、アカウントを追加するリージョン (米国東部 (バージニア北部) リージョン) 
であり、account パラメータは、追加するアカウントのアカウント ID (111111111111) とそのアカ
ウントの E メールアドレス (janedoe@example.com) を指定します。

リクエストが成功すると、Macie は Created のステータスでアカウントのインベントリに各アカウ
ントを追加し、お客様は次のような出力を受け取ります。

{ 
    "arn": "arn:aws:macie2:us-east-1:123456789012:member/111111111111"
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}

ここで、arn は、お客様のアカウントと追加したアカウントとの関連付けのために作成されたリソー
スの Amazon リソースネーム (ARN) です。この例では、123456789012 は関連付けを作成したアカ
ウントのアカウント IDで、111111111111 は追加されたアカウントのアカウント ID です。

ステップ 2: アカウントへメンバーシップの招待を送信する

アカウントインベントリにアカウントを追加した後、そのアカウントを招待して Macie メンバーアカ
ウントとして組織に参加させることができます。これを行うには、アカウントにメンバーシップの招待
を送信します。招待を送信すると、アカウントで Macie が有効化されている場合、受信者のアカウント
の Amazon Macie コンソールに アカウント バッジと通知が表示されます。Macie はアカウントの AWS 
Health イベントも作成します。

Amazon Macie コンソールまたは API を使用して招待を送信するかどうかに応じて、Macie は、アカウ
ントを追加したときに受信者のアカウントで指定した E メールアドレスにも招待を送信します。E メー
ルメッセージは、お客様が彼らのアカウントの Macie 管理者になりたいことを示し、それにはお客様の 
AWS アカウント のアカウント ID と受信者の AWS アカウント が含まれています。メッセージは、招待へ
のアクセス方法も説明しています。オプションで、メッセージにカスタムテキストを追加できます。

1 つ以上のアカウントにメンバーシップの招待を送信するには、Amazon Macie コンソールまたは 
Amazon Macie API を使用できます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用してメンバーシップの招待を送信するには、次のステップに従いま
す。

メンバーシップの招待を送信するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、招待を送信するリージョンを選

択します。
3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。
4. [Accounts] (アカウント) テーブルで、招待の送信先の各アカウントのチェックボックスをオンに

します。

Tip

追加したアカウントや、招待をまだ送信していないアカウントをより簡単に識別するに
は、テーブルをフィルタリングします。これを行うには、テーブルの上にあるフィル
ターバーにカーソルを置き、[ステータス] を選択します。次に、[ステータス] = [作成済
み] を選択します。

5. [Actions] (アクション) メニューで、[Invite]] (招待) を選択します。
6. (オプション) [Message] (メッセージ) ボックスに、招待を含む E メールメッセージに含めるカス

タムテキストを入力します。テキストには最大 80 文字の英数字を含めることができます。
7. [Invite] (招待) を選択します。

追加の AWS リージョン で招待を送信するには、追加のリージョンで前述のステップを繰り返しま
す。

招待を送信すると、受信者アカウントのステータスがアカウントのインベントリで [Email verification 
in progress] (E メール認証中) に変わります。Macie がアカウントの E メールアドレスを確認できる
場合、その後アカウントのステータスは [Invited] (招待済み) に変わります。Macie がアドレスを確
認できない場合、アカウントのステータスは [Email verification failed] (E メール認証に失敗しまし
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た) に変わります。このような場合は、アカウントの所有者と協力して、正しい E メールアドレス
を取得してください。次に、アカウント間の関連付けを削除 (p. 323)し、もう一度アカウントを追
加 (p. 317)し、再度招待を送信します。

受信者が招待を受け入れると、受信者のアカウントのステータスはアカウントのインベントリで
[Enabled] (有効) に変わります 。受信者が招待を拒否すると、お客様のアカウントから受信者のアカ
ウントの関連付けが解除され、お客様のアカウントのインベントリから削除されます。

API

プログラムで招待を送信するには、Amazon Macie CreateInvitationsAPIのオペレーションを使用しま
す。リクエストを送信するときは、サポートされているパラメータを使用して、招待の送信先の各 
AWS アカウント の 12 桁のアカウント ID と E メールアドレスを指定します。アカウント ID は、ア
カウントのインベントリ内のアカウントのアカウント ID と一致する必要があります。それ以外の場合
は、エラーが発生します。招待の送信元のリージョンも指定します。追加のリージョンから招待を送
信するには、追加のリージョンごとにリクエストを送信します。

リクエストでは、招待を E メールメッセージとして送信するかどうか、およびそのメッセージにカ
スタムテキストを含めるかどうかを指定することもできます。E メールメッセージを送信すること
を選択した場合、Macie は、アカウントのインベントリにアカウントを追加したときにアカウント
で指定した E メールアドレスに招待を送信します。招待を E メールメッセージとして送信するに
は、disableEmailNotification パラメータを省略するか、パラメータの値を false に設定しま
す。。(デフォルト値は false です。) メッセージにカスタムテキストを追加するには、message パ
ラメータを使用して、追加するテキストを指定します。テキストには最大 80 文字の英数字を含める
ことができます。

AWS CLI を使用して招待を送信するには、create-invitations コマンドを実行します。region パラ
メータを使用して、招待の送信元のリージョンを指定します。account-ids パラメータを使用し
て、招待の送信先の各 AWS アカウント のアカウント ID を指定します。例:

C:\> aws macie2 create-invitations --region us-east-1 --account-ids=[\"111111111111\",
\"222222222222\",\"333333333333\"]

ここで、us-east-1 は招待の送信元のリージョン (米国東部 (バージニア北部) リージョン) 
で、account-ids パラメータは、招待の送信先の 3 つのアカウントのアカウント ID を指定します。
招待を E メールメッセージとして送信する場合も、no-disable-email-notification パラメー
タも含め、オプションで message パラメータを含めて、メッセージに追加するカスタムテキストを
指定します。

招待を送信すると、各受信者アカウントのステータスが EmailVerificationInProgress に変
わります。Macie がアカウントの E メールアドレスを確認できる場合、その後アカウントのステー
タスは Invited に変わります。Macie がアドレスを確認できない場合、アカウントのステータスは
EmailVerificationFailed に変わります。このような場合は、アカウントの所有者と協力して正
しいアドレスを取得してください。次に、アカウント間の関連付けを削除 (p. 323)し、もう一度アカ
ウントを追加 (p. 317)し、再度招待を送信します。

受信者が招待を受け入れると、受信者のアカウントのステータスはアカウントのインベントリで
Enabled に変わります 。受信者が招待を拒否すると、お客様のアカウントから受信者のアカウント
の関連付けが解除され、お客様のアカウントのインベントリから削除されます。

招待ベースの組織内のメンバーアカウントの Amazon Macie を停
止する
組織の Macie 管理者として、お客様は組織内の個別のメンバーアカウントの特定の AWS リージョン 内で 
Macie を停止できます。ただし、停止した後、メンバーアカウントで Macie を再度有効化できないことに
注意してください。その後、アカウントのユーザーのみがアカウントの Macie を再度有効化できます。
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メンバーアカウントの Macie を停止すると、次のようになります。

• Macie は、リージョン内のアカウントの Amazon S3 データに関するメタデータへのアクセスを失い、
提供を停止します。

• Macie は、リージョン内のアカウントのすべてのアクティビティの実行を停止します。たとえば、S3 バ
ケットのモニタリングが停止され、また、現在進行中の機密データ検出ジョブの実行も停止されます。

• Macie は、リージョン内のアカウントによって作成された機密データ検出ジョブをすべてキャンセルし
ます。ジョブがキャンセルされた後は、ジョブを再開したり再起動したりすることはできません。

メンバーアカウントが所有するデータを分析するためのジョブを作成した場合、Macie はそれらのジョ
ブをキャンセルしません。代わりに、ジョブはアカウントが所有するリソースをスキップします。

アカウントが停止されている間、Macie は該当するリージョン内のアカウントの Macie セッション識別
子、設定、およびリソースを保持します。たとえば、アカウントの調査結果はそのまま残り、最大 90 日
間は影響を受けません。そのリージョン内のアカウントで Macie が停止されている間、アカウントは該当
するリージョン内での Macie の使用に対して請求されません。

招待ベースの組織内のメンバーアカウントの Macie を停止するには

招待ベースの組織内のメンバーアカウントの Macie を停止するには、Amazon Macie コンソールまたは 
Amazon Macie API を使用できます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用してメンバーアカウントの Macie を停止するには、次のステップに
従います。

メンバーアカウントの Macie を停止するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、メンバーアカウントの Macie を

停止するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。
4. [Accounts] (アカウント) テーブルで、停止するアカウントのチェックボックスをオンにします。
5. [Actions] (アクション)メニューで、[Suspend Macie] (Macie を停止する) を選択します。
6. 選択したアカウントの Macie を停止することを確認します。

停止を確認すると、アカウントのステータスがインベントリで [Paused (suspended)] (一時停止 (停
止)) に変わります。

アカウントの Macie を停止する追加のリージョンごとに、前述のステップを繰り返します。
API

メンバーアカウントの Macie をプログラムで停止するには、Amazon Macie
UpdateMemberSessionAPIのオペレーションを使用します。リクエストを送信するときは、id パ
ラメータを使用して、Macie を停止する AWS アカウント の 12 桁のアカウント ID を指定しま
す。status パラメータでは、Macie アカウントの新しいステータスとして PAUSED を指定します。
また、リクエストが適用されるリージョンも指定します。追加のリージョンで Macie を停止するに
は、追加のリージョンごとにリクエストを送信します。

メンバーアカウントのアカウント ID を取得するには、Amazon Macie ListMembersAPIのオペレー
ションを使用できます。これを実行する場合は、リクエストに onlyAssociated パラメータを含め
ることで結果をフィルタリングすることを検討してください。このパラメータの値を true に設定し
た場合、Macie は現在管理者アカウントのメンバーアカウントであるアカウントのみの詳細を提供す
る members 配列を返します。
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を使用してメンバーアカウントの Macie を停止するにはAWS CLI、update-member-sessionコマンド
を実行します。region パラメータを使用して、Macie を停止するリージョンを指定し、id パラメー
タを使用して、Macie を停止するアカウントのアカウント ID を指定します。status パラメータで
は、PAUSED を指定します。例:

C:\> aws macie2 update-member-session --region us-east-1 --id 123456789012 --status 
 PAUSED

ここで、us-east-1 は Macie を停止するリージョン (米国東部 (バージニア北部) リージョン) であ
り、123456789012 は Macie を停止するアカウントのアカウント ID であり、PAUSED はそのアカウ
ントの Macie の新しいステータスです。

リクエストが成功すると、Macie は空のレスポンスを返し、指定されたアカウントのステータスはア
カウントのインベントリの Paused に変わります。

招待ベースの組織からの Amazon Macie メンバーアカウントの削
除
Macie 管理者として、お客様は組織からメンバーアカウントを削除できます。これを行うには、Macie 管
理者アカウントからそのアカウントの関連付けを解除します。

メンバーアカウントを削除しても、Macie はそのアカウントに対して引き続き有効化され、アカウントは
引き続きアカウントのインベントリに表示されます。ただし、そのアカウントがスタンドアロンの Macie 
アカウントになります。Macie は、お客様がアカウントを削除しても、アカウントの所有者に通知しませ
ん。したがって、アカウント所有者に連絡して、アカウントの設定とリソースの管理を開始してもらうこ
とを検討してください。

メンバーアカウントを削除すると、アカウントのすべての Macie 設定、リソース、およびデータへのアク
セスが失われます。これには、アカウントが所有する S3 バケットの結果とメタデータが含まれます。ま
た、アカウントが所有する S3 バケット内の機密データを検出するために、Macie を使用できなくなりま
す。これを行う機密データ検出ジョブを既に作成している場合、ジョブはアカウントが所有するバケット
をスキップします。

メンバーアカウントを削除した後、アカウントに新しい招待を送信して、組織にアカウントを再度追加で
きます。また、アカウント間の関連付けを削除して、アカウントのインベントリからそれを完全に削除す
ることもできます。

招待ベースの組織からメンバーアカウントを削除するには

組織からメンバーアカウントを削除するには、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使
用できます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用してメンバーアカウントを削除するには、次のステップに従いま
す。

メンバーアカウントを削除するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、メンバーアカウントを削除する

リージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。
4. [Accounts] (アカウント) テーブルで、削除するアカウントのチェックボックスをオンにします。
5. [Actions] (アクション) メニューで、[Disassociate account] (アカウントの関連付けを解除する) を

選択します。
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6. 選択されたアカウントをメンバーアカウントとして削除することを確認します。

選択を確認すると、アカウントのステータスが、アカウントのインベントリで [Removed 
(disassociated)] (削除 (関連付け解除)) に変わります。

メンバーアカウントを削除する追加のリージョンごとに、前述のステップを繰り返します。
API

メンバーアカウントをプログラムで削除するには、Amazon Macie DisassociateMemberAPIのオペ
レーションを使用します。リクエストを送信するときは、id パラメータを使用して、削除するメン
バーアカウントの 12 桁の AWS アカウント ID を指定します。また、リクエストが適用されるリー
ジョンも指定します。追加のリージョン内のアカウントを削除するには、追加のリージョンごとにリ
クエストを送信します。

削除するアカウントのアカウント ID を取得するには、Amazon Macie ListMembersAPIのオペレー
ションを使用できます。これを実行する場合は、リクエストに onlyAssociated パラメータを含め
ることで結果をフィルタリングすることを検討してください。このパラメータの値を true に設定し
た場合、Macie は現在お客様のアカウントのメンバーアカウントであるアカウントのみの詳細を提供
する members 配列を返します。

AWS CLI を使用してメンバーアカウントを削除するには、disassociate-member コマンドを実行しま
す。region パラメータを使用して、アカウントを削除するリージョンを指定します。id パラメータ
を使用して、削除するアカウントのアカウント ID を指定します。例:

C:\> aws macie2 disassociate-member --region us-east-1 --id 123456789012

ここで、us-east-1 は、アカウントを削除するリージョン (米国東部 (バージニア北部) リージョン) 
であり、123456789012 は削除するアカウントのアカウント ID です。

リクエストが成功すると、Macie は空のレスポンスを返し、指定されたアカウントのステータスはア
カウントのインベントリの Removed に変わります。

他のアカウントとの関連付けを削除する
アカウントのインベントリにアカウントを追加した後、お客様のアカウントと他のアカウント間の関連付
けを削除できます。この操作は、インベント内の任意のアカウントで実行できますが、以下を除きます。

• AWS Organizations 内の組織の一部であるアカウント このタイプの関連付けは、Macie ではなく、AWS 
Organizations を通じて制御されます。

• 組織に参加するための Macie メンバーシップの招待を受け入れたメンバーアカウント。このような場合
は、関連付けを削除する前にメンバーアカウントを削除する (p. 322)必要があります。

関連付けを削除すると、Macie はアカウントのインベントリからアカウントを削除します。その後、関連
付けを復元する場合は、完全に新しいアカウントであるかのようにアカウントを再度追加する必要があり
ます。

別のアカウントとの関連付けを削除するには

お客様のアカウントと他のアカウント間の関連付けを削除するには、Amazon Macie コンソールまたは 
Amazon Macie API を使用できます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して別のアカウントとの関連付けを削除するには、次のステップに
従います。
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関連付けを削除するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、関連付けを削除するリージョン

を選択します。
3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。
4. [Accounts] (アカウント) テーブルで、関連付けを削除するアカウントのチェックボックスをオン

にします。
5. [Actions] (アクション) メニューで、[Delete account] (アカウントを削除) を選択します。
6. 選択した関連付けを削除することを確認します。

関連付けを削除する追加のリージョンごとに、前述のステップを繰り返します。
API

別のアカウントとの関連付けをプログラムで削除するには、Amazon Macie DeleteMemberAPIのオペ
レーションを使用します。リクエストを送信するときは、id パラメータを使用して、関連付けを削除
する AWS アカウント の 12 桁の ID を指定します。また、リクエストが適用されるリージョンも指定
します。追加のリージョンで関連付けを削除するには、追加のリージョンごとにリクエストを送信し
ます。

アカウントのアカウント ID を取得するには、Amazon Macie ListMembersAPIのオペレーションを使
用できます。これを行う場合は、リクエストに onlyAssociated パラメータを含め、パラメータの
値を false に設定します。オペレーションが成功すると、Macie は、お客様のアカウントに関連付け
られているすべてのアカウント (現在メンバーアカウントではないアカウントを含む) の詳細を提供す
る members 配列を返します。

AWS CLI を使用して別のアカウントとの関連付けを削除するには、delete-member コマンドを実行し
ます。region パラメータを使用して、関連付けを削除するリージョンを指定し、id パラメータを使
用して、そのアカウントのアカウント ID を指定します。例:

C:\> aws macie2 delete-member --region us-east-1 --id 123456789012

ここで、us-east-1 は、他のアカウントとの関連付けを削除するリージョン (米国東部 (バージニア
北部) リージョン) であり、123456789012 はそのアカウントのアカウント ID です。

リクエストが成功すると、Macie は空の応答を返し、お客様のアカウントと他のアカウント間の関連
付けは削除されます。以前に関連付けられたアカウントがアカウントのインベントリから削除されま
す。

招待ベースの組織の Amazon Macie アカウントの確認
組織内のアカウントを管理しやすくするために、Amazon Macie では、Macie を使用する各 AWS リー
ジョン で Macie アカウントに関連付けられているアカウントのインベントリが用意されています。このイ
ンベントリを使用すると、個別のアカウントのステータスをチェックし、組織のアカウント統計と詳細を
確認することができます。また、お客様のアカウントと個別のアカウント間の関係のステータスを管理す
ることもできます。

招待ベースの組織のアカウントを確認するには

組織内のアカウントを確認するには、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用できま
す。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して組織のアカウントを確認するには、次のステップに従います。
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組織のアカウントを確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上の AWS リージョン セレクターを使用して、組織のアカウントを確認するリージョ

ンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。

[Accounts] (アカウント) ページが開き、現在の AWS リージョン 内で Macie アカウントに関連付けら
れている集約された統計とアカウントのテーブルが表示されます。

[Accounts] (アカウント) ページの先頭に、次の集約された統計が表示されます。

経由AWS Organizations

お客様が AWS Organizations 内の組織の Macie 管理者である場合、[Active] (アクティブ) によ
り、AWS Organizations を通じてお客様のアカウントに関連付けられていて、現在組織内の 
Macie メンバーアカウントであるアカウントの総数が報告されます。Macie はこれらのアカウン
トに対して有効化されており、お客様はアカウントの Macie 管理者です。

[All] (すべて) により、現在組織内の Macie メンバーアカウントではないアカウントを含む、AWS 
Organizations を通じてお客様のアカウントに関連付けられているアカウントの総数が報告されま
す。

招待により

[Active] (アクティブ) により、招待ベースの組織内で現在 Macie メンバーアカウントであるアカ
ウントの総数が報告されます。Macie はこれらのアカウントに対して有効化されており、お客様
からメンバーシップへの招待を受け入れたため、お客様はアカウントの Macie 管理者です。

[All] (すべて) により、お客様からの招待に応答していないアカウントを含む、Macie の招待に
よってお客様のアカウントに関連付けられているアカウントの総数が報告されます。

[Active/All] (アクティブ/すべて)

[Active] (アクティブ) により、AWS Organizations を通じて、または招待によって、現在 Macie 
メンバーアカウントとなっているアカウントの総数が報告されます。Macie はこれらのアカウン
トに対して有効化されており、お客様はアカウントの Macie 管理者です。

[All] (すべて) により、AWS Organizations を通じて、または招待によって、お客様のアカウント
に関連付けられているアカウントの総数が報告されます。これには、お客様からの Macie メン
バーシップ招待を受け入れていないアカウントも含まれます。これには、AWS Organizations を
通じてアカウントに関連付けられているアカウントおよび現在 Macie メンバーアカウントではな
いアカウントも含まれます。

テーブルには、現在のリージョン内の各アカウントの詳細が表示されます。テーブルには、 Macie の
招待によって、または AWS Organizations を通じて Macie アカウントに関連付けられているすべての
アカウントが含まれます。

[Account ID] (アカウント ID)

AWS アカウント のアカウント ID と E メールアドレス。
[Name] (名前)

AWS アカウント のアカウント名。この値は通常、招待によってお客様のアカウントに関連付け
られているアカウントの場合、[N/A] (該当なし) になります。

[Type] (タイプ)

Macie の招待によって、または AWS Organizations を通じてそのアカウントがお客様のアカウン
トに関連付けられる方法。
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[Status] (ステータス)

お客様のアカウントとそのアカウントの関係のステータス。招待ベースの組織のアカウントの場
合、
• [Account suspended] (アカウントが停止) — AWS アカウント が停止されています。
• [Created (Invite)] (作成済み (招待)) — アカウントを追加しましたが、メンバーシップの招待を

それに送信していません。
• [Email verification failed] (E メール認証に失敗しました) — アカウントにメンバーシップの招待

を送信しようとしましたが、指定された E メールアドレスがアカウントに対して有効ではあり
ません。

• [Email verification in progress] (E メール認証中) — アカウントにメンバーシップの招待を送信
済みで、Macie がリクエストを処理しています。

• [Enabled] (有効) — アカウントはメンバーアカウントです。Macie はアカウントに対して有効化
されており、お客様はそのアカウントの Macie 管理者です。

• [Invited] (招待済み) — アカウントにメンバーシップの招待を送信しましたが、アカウントが招
待に応答していません。

• [Member resigned] (メンバー脱退済み)— アカウントは以前メンバーアカウントでした。ただ
し、アカウントとの関連付けを解除して、アカウントが組織から脱退しました。

• [Paused (suspended)] (一時停止 (停止)) — アカウントはメンバーアカウントですが、現在 
Macie はアカウントを停止しています。

• [Region disabled] (リージョンが無効)— 現在のリージョンは AWS アカウント で無効です。
• [Removed (disassociated)] (削除 (関連付け解除)) — アカウントは以前メンバーアカウントでし

た。ただし、アカウントから関連付けを解除して、メンバーアカウントとしてそれを削除しま
した。

[Last action] (最後のアクション)

お客様または関連するアカウントが、お客様のアカウント間の関係に影響を与えたアクションを
最後に実行したとき。

特定のフィールドでテーブルを並べ替えるには、フィールドの列見出しをクリックします。並べ替え
順序を変更するには、列見出しをもう一度クリックします。テーブルをフィルタリングするには、
フィルターバーにカーソルを置き、フィールドのフィルター条件を追加します。結果をさらに絞り込
むには、追加のフィールドでフィルター条件を追加します。

API

組織のアカウントをプログラムで確認するには、Amazon Macie API ListMembersのオペレーションを
使用して、リクエストが適用されるリージョンを必ず指定してください。追加のリージョン内の詳細
を確認するには、追加のリージョンごとにリクエストを送信します。

リクエストを送信するときは、onlyAssociated パラメータを使用して、レスポンスに含めるアカ
ウントを指定します。デフォルトでは、Macie は、招待によって、または AWS Organizations を通じ
て、指定されたリージョン内の Macie メンバーアカウントであるアカウントの詳細のみを返します。
メンバーアカウントではないアカウントを含む、すべてのアカウントの詳細を取得するには、リクエ
ストに onlyAssociated パラメータを含め、パラメータの値を false に設定します。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して組織のアカウントを確認するには、list-members
コマンドを実行します。only-associated パラメータでは、関連するすべてのアカウントを含め
るか、メンバーアカウントのみを含めるかを指定します。メンバーアカウントのみを含めるには、こ
のパラメータを省略するか、パラメータの値を true に設定します。すべてのアカウントを含めるに
は、この値を false に設定します。例:

C:\> aws macie2 list-members --region us-east-1 --only-associated false
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ここで、us-east-1 は、リクエストが適用されるリージョン (米国東部 (バージニア北部) リージョ
ン) です。

リクエストが成功すると、Macie は members 配列を返します 配列には、リクエストで指定さ
れた基準を満たす各アカウントの member オブジェクトが含まれます。そのオブジェクトで
は、relationshipStatus フィールドは、指定されたリージョン内のお客様のアカウントと他方の
アカウント間の関連付けの現在のステータスを示します。招待ベースの組織のアカウントの場合、指
定できる値は以下のとおりです。

• AccountSuspended — AWS アカウント が停止されています。
• Created — アカウントを追加しましたが、メンバーシップの招待をそれに送信していません。
• EmailVerificationFailed — アカウントにメンバーシップの招待を送信しようとしましたが、

指定された E メールアドレスがアカウントに対して有効ではありません。
• EmailVerificationInProgress — アカウントにメンバーシップの招待を送信済みで、Macie 

がリクエストを処理しています。
• Enabled — アカウントはメンバーアカウントです。Macie はアカウントに対して有効化されてお

り、お客様はそのアカウントの Macie 管理者です。
• Invited — アカウントにメンバーシップの招待を送信しましたが、アカウントが招待に応答して

いません。
• Paused — アカウントはメンバーアカウントですが、Macie は現在アカウントが停止 (一時停止) さ

れています。
• RegionDisabled — 現在のリージョンは AWS アカウント で無効です。
• Removed — アカウントは以前メンバーアカウントでした。ただし、アカウントから関連付けを解

除して、メンバーアカウントとしてそれを削除しました。
• Resigned — アカウントは以前メンバーアカウントでした。ただし、アカウントとの関連付けを解

除して、アカウントが組織から脱退しました。

member オブジェクト内の他のフィールドの詳細については、Amazon Macie API リファレンスの「メ
ンバー」を参照してください。

招待ベースの組織の別の Amazon Macie 管理者アカウ
ントの指定
招待ベースの組織を作成して確立した後、その組織の Amazon Macie 管理者アカウントを変更できます。
これを行うには、組織の管理者とメンバーは次のステップに従う必要があります。

1. 現在の Macie 管理者は、必要に応じて、組織のアクティブなメンバーアカウントの現在のインベントリ
をエクスポートします。これにより、引き続き組織の一部となるメンバーアカウントを識別できるよう
にして、移行が簡素化されます。

2. 現在の Macie 管理者は、現在の組織からすべてのメンバーアカウントを削除 (p. 322)します。これに
より、現在の管理者アカウントからアカウントの関連付けが解除されますが、Macie は引き続きアカウ
ントに対して有効化されます。

3. 新しい Macie 管理者は、新しい組織に前のメンバーアカウントを追加 (p. 317)します。これにより、
アカウントが新しい管理者アカウントに関連付けられます。

4. 各メンバーアカウントは、新しい組織に参加するための招待を受け入れます。アカウントが招待を受け
入れると、そのアカウントは新しい組織のアクティブなメンバーアカウントになります。新しい Macie 
管理者は、アカウントの Macie 設定、データ、およびリソースにアクセスできます。

組織が複数の AWS リージョンで Macie を使用している場合、これらの各リージョンで前述のステップを
実行します。
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アクティブなメンバーアカウントの現在のインベントリをエクスポートするには、現在の Macie 管理者は 
Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用できます。コンソールを使用すると、現在の
管理者は、データをカンマ区切り値 (CSV) ファイルにエクスポートできます。その後、新しい管理者は、
コンソールを使用して CSV ファイルをアップロードし、すべてのアカウントを (一括で) 新しい組織に追
加できます。

コンソールを使用してメンバーアカウントのデータをエクスポートするには

1. 現在の Macie 管理者アカウントの認証情報を使用して AWS Management Console にログインしま
す。

2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、データをエクスポートするリージョ
ンを選択します。

3. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
4. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。
5. (オプション) [Accounts] (アカウント) テーブルをフィルタリングし、組織内で現在アクティブな 

Macie メンバーアカウントであるアカウントのみを表示するには、テーブルの上にあるフィルター
バーを使用して、次のフィルター条件を追加します。

• タイプ = 招待状
• ステータス = 有効

6. [Accounts] (アカウント) テーブルで、エクスポートされたデータに含めるアクティブな各メンバーア
カウントのチェックボックスをオンにします。

7. [Export CSV] (CSV のエクスポート) を選択します。
8. ファイルの場所とファイル名を指定します。

Amazon Macie API を使用すると、現在の Macie 管理者は JSON 形式でデータを取得できます。その後、
新しい Macie 管理者は、そのデータを使用して、新しい組織に追加および招待するアカウントのアカウン
ト ID と E メールアドレスのリストを生成できます。JSON 形式でデータを取得するには、Amazon Macie 
API ListMembersのオペレーションを使用できます。オペレーションが成功すると、Macie は、管理者の
アカウントに関連付けられているすべてのアカウントの詳細を提供する members 配列を返します。アカ
ウントが現在の招待ベースの組織内のアクティブな Macie メンバーアカウントである場合、アカウントの
relationshipStatus プロパティの値は Enabled であり、invitedAt プロパティは日付と時刻を指定
します。

Amazon Macie で招待ベースの組織内のメンバーシッ
プを管理する
Amazon Macie で組織への参加を招待されている場合は、必要に応じて招待を受け入れまたは拒否できま
す。Macie では、組織は、関連するアカウントのグループとして集中管理されるアカウントのセットで
す。組織は、指定された 1 つの Macie 管理者アカウントと 1 つ以上の関連付けられたメンバーアカウント
で構成されています。

招待を受け入れると、お客様のアカウントは組織のメンバーアカウントになります。受け入れると、招
待を送信したアカウントがお客様のアカウントの Macie 管理者アカウントになります。お客様のアカ
ウントを他のアカウントに関連付けて、アカウント間の管理者とメンバーの関係を有効化します。その
後、Macie 管理者アカウントは、該当する AWS リージョン 内のアカウントの特定の Macie 設定、デー
タ、およびリソースにアクセスできます。詳細については、「Amazon Macie 管理者とメンバーアカウン
トの関係について理解する (p. 291)」を参照してください。

招待を拒否しても、Macie アカウントの現在のステータスと設定は変更されません。

トピック
• 組織のメンバーシップの招待への応答 (p. 329)
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• Amazon Macie 管理者アカウントから関連付けを解除する (p. 330)

組織のメンバーシップの招待への応答
組織に参加するための招待を受け取ると、Amazon Macie はいくつかの方法でお客様に通知します。デ
フォルトでは、Macie は招待を E メールメッセージとして送信します。Macie は、お客様の AWS アカウ
ント の AWS Health イベントも作成します。招待の送信元の AWS リージョン で既に Macie を使用してい
る場合、Macie は Macie コンソールで [Accounts] (アカウント) バッジと通知も表示します。

招待を受け取った後、必要に応じて招待を受け入れまたは拒否できます。応答する前に、次の点に注意し
てください。

• お客様が組織のメンバーになることができるのは、一度に 1 つのみです。複数の招待を受け取った場合
は、1 つのみ受け入れることができます。あるいは、お客様が既に組織のメンバーである場合は、別の
組織に参加する前に、現在の Macie 管理者アカウントからお客様のアカウントの関連付けを解除する必
要があります。

• Macie を複数のリージョンで使用する場合、お客様のアカウントは、それらのすべてのリージョンで同
じ Macie 管理者アカウントを持っている必要があります。Macie 管理者は各リージョンから個別に招待
を送信する必要があり、お客様は各リージョンで個別に招待を受け入れる必要があります。

• 招待を受け入れまたは拒否するには、招待の送信元のリージョン内の Macie を有効化する必要がありま
す。招待の拒否はオプションです。招待を拒否するように Macie を有効化した場合、招待を拒否した後
に、リージョンで Macie を無効 (p. 385)にできます。これにより、リージョンでの Macie の使用で不
必要な料金が発生しないようにできます。

その他の考慮事項については、「メンバーシップの招待への応答と管理 (p. 315)」を参照してください。

組織のメンバーシップの招待に応答するには

メンバーシップの招待に応答するには、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用でき
ます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用してメンバーシップの招待に応答するには、次のステップに従いま
す。

メンバーシップの招待に応答するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、招待を受け取ったリージョンを

選択します。
3. リージョンで Macie を有効化していない場合は、[開始方法] を選択し、[Macie を有効化する] を

選択します。招待を受け入れまたは拒否する前に、Macie を有効化する必要があります。
4. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。
5. [Administrator account] (管理者アカウント) で、次のいずれかを実行します。

• 招待を受け入れるには、招待の横にある [Accept] (受け入れる) ( ) をオンにします。次に、
以前に別の招待を受け入れたかどうかに応じて、[Accept invitation] (招待を受け入れる) または
[Update] (更新) を選択します。

• 招待を拒否するには、招待の横にある [Decline invitation] (招待を拒否する) を選択し、次に招待
を拒否することを確認します。

追加のリージョンで招待を受け取って返信する場合は、追加のリージョンごとに前述のステップを繰
り返します。
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API

プログラムで招待に応答するには、招待を受け入れるか拒否するかどうかに応じて、Amazon Macie 
API の Or AcceptInvitationまたはDeclineInvitationsオペレーションを使用します。リクエストを送信す
るときは、招待の送信元のリージョンを必ず指定してください。追加のリージョンで招待に応答する
には、追加のリージョンごとにリクエストを送信します。

AcceptInvitation リクエストで、administratorAccountId パラメータを使用して、招待を送
信した AWS アカウント の 12 桁のアカウント ID を指定します。invitationId パラメータを使用
して、受け入れる招待の一意の ID を指定します。

DeclineInvitations リクエストで、accountIds パラメータを使用して、招待の拒否を送信した 
AWS アカウント の 12 桁のアカウント ID を指定します。

ID を取得するには、Amazon Macie API の API を使用できます。ListInvitationsオペレーションが成功
すると、Macie は、各招待を送信したアカウントのアカウント ID および各招待の一意の ID を含む、
受け取った招待の詳細を提供する invitations 配列を返します。招待の relationshipStatus プ
ロパティの値が Invited である場合、お客様は招待にまだ応答していません。

AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用して招待に応答するには、招待を受け入れるか拒否
するかどうかに応じて、accept-invitation または decline-invitations コマンドを実行します。region
パラメータを使用して、招待の送信元のリージョンを指定します。例:

C:\> aws macie2 accept-invitation --region us-east-1 --administrator-account-
id 123456789012 --invitation-id d8bdad0e203fd1242e0a4721bexample

ここで、us-east-1 は、招待の送信元のリージョン (米国東部 (バージニア北部) 
リージョン) であり、123456789012 は招待を送信したアカウントのアカウント ID 
で、d8bdad0e203fd1242e0a4721bexample は受け入れる招待の一意の ID です。

招待を受け入れるためのリクエストが成功すると、Macie は空の応答を返します。招待を拒否するた
めのリクエストが成功すると、Macie は空の unprocessedAccounts 配列を返します。

招待を拒否した後も、招待は Macie アカウントのリソースとして保持されます。オプション
で、DeleteInvitationsオペレーションを使用して削除することも、の場合は delete-invitations コマンド
を使用して削除することもできます。AWS CLI

Amazon Macie 管理者アカウントから関連付けを解除する
Amazon Macie で組織に参加するための招待を受け入れた場合、その後現在の Macie 管理者アカウントか
らお客様のアカウントの関連付けを解除して、その組織から脱退できます。お客様のアカウントが AWS 
Organizations 組織のメンバーアカウントである場合は、これを行えないことに注意してください。AWS 
Organizations 組織から脱退する場合は、Macie 管理者と協力して、アカウントを組織から削除します。

Macie 管理者アカウントからアカウントの関連付けを解除すると、Macie 管理者は Macie アカウントの
すべての設定、データ、およびリソースへのアクセスを失います。これには、所有している Amazon S3 
データのメタデータとポリシー結果が含まれます。これは、管理者が機密データ検出または機密データ検
出ジョブを実行できなくなることも意味します。管理者が機密データ検出または機密データ検出ジョブを
実行できなくなることも意味します。

アカウントの関連付けを解除すると、Macie は該当するリージョンで引き続きアカウントに対して有効化
されます。ただし、お客様のアカウントはリージョン内でスタンドアロンの Macie アカウントになりま
す。アカウントのステータスは、管理者のアカウントインベントリで [Member resigned] (メンバー脱退済
み) に変わります。

Macie 管理者アカウントから関連付けを解除するには
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Amazon Macie ユーザーガイド
組織内のメンバーシップを管理する

現在の Macie 管理者アカウントからアカウントの関連付けを解除するには、Amazon Macie コンソールま
たは Amazon Macie API を使用します。

Console

Amazon Macie コンソールを使用して、Macie 管理者アカウントからアカウントの関連付けを解除す
るには、次のステップに従います。

管理者アカウントから関連付けを解除するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、管理者アカウントからアカウン

トの関連付けを解除するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) の [Accounts] (アカウント) を選択します。
4. [Administrator account] (管理者アカウント) の下で、招待の横にある [Accept] (受け入れる) ( ) 

をオフにし、次に [Update] (更新) を選択します。

アカウントと元の招待は、引き続き [Accounts] (アカウント) ページに表示されます。組織に再参加す
る場合は、このページを使用して元の招待を再度受け入れることができます。

追加のリージョンで Macie 管理者アカウントからアカウントの関連付けを解除する場合は、追加の
リージョンごとに前述のステップを繰り返します。

API

Macie 管理者アカウントからプログラムでアカウントの関連付けを解除するには、Amazon Macie API
を使用します。DisassociateFromAdministratorAccountリクエストを送信するときは、リクエストが適
用されるリージョンを必ず指定してください。追加のリージョンでアカウントから関連付けを解除す
るには、追加のリージョンごとにリクエストを送信します。

を使用して Macie 管理者アカウントからアカウントの関連付けを解除するにはAWS 
CLI、disassociate-from-administrator-account次のコマンドを実行します。region パラメータを使用
して、アカウントから関連付けを解除するリージョンを指定します。

リクエストが成功すると、Macie は空のレスポンスを返します。

アカウントから関連付けを解除した後、元の招待は、削除しない限り Macie アカウントのリソースと
して保持されます。組織に再参加する場合は、このリソースを使用して元の招待を再度受け入れるこ
とができます。または、DeleteInvitationsオペレーションを使用するか、または delete-invitations コマ
ンドを使用して招待状を削除することもできます。AWS CLI
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Amazon Macie ユーザーガイド
推定使用コストの計算方法を理解する

Amazon Macie のコストの予測とモ
ニタリング

Amazon Macie の使用にかかるコストを予測およびモニタリングするために、Macie はアカウントの推定
使用コストを計算して提供します。このデータを使用して、サービスの使用量またはアカウントクォータ
を調整するかどうかを判断できます。現在 Macie の 30 日間の無料トライアルに参加している場合は、こ
のデータを使用して、無料トライアル終了後の Macie の使用にかかるコストを見積もることができます。
トライアルのステータスを確認することもできます。

Amazon Macie コンソールで推定使用コストを確認し、Amazon Macie API を使用してプログラムでアク
セスできます。お客様が組織の Macie 管理者である場合は、組織の集計データと組織内のアカウントの
データの内訳の両方を確認してアクセスできます。

Macie が提供する推定使用コストに加えて、を使用して実際のコストを確認およびモニタリングできます
AWS Billing and Cost Management。 AWS Billing and Cost Managementには、アカウントまたは組織のコ
ストの追跡と分析AWS のサービス、および予算の管理に役立つ機能が用意されています。また、履歴デー
タに基づいて使用コストを予測するのに役立つ機能も提供します。詳細については、「AWS Billing ユー
ザーガイド」を参照してください。

トピック
• Amazon Macie の見積もり使用コストの計算方法を理解する (p. 332)
• Amazon Macie の見積もり使用コストを確認する (p. 334)
• Amazon Macie の無料トライアルに参加する (p. 338)

Amazon Macie の見積もり使用コストの計算方法を
理解する

Amazon Macie の料金は、以下のディメンションに基づいています。

予防的制御のモニタリング

このコストは、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットインベントリの維持およびセ
キュリティとアクセスコントロールのバケットの評価とモニタリングから導出されます。詳細につい
ては、「Macie が Amazon S3 データセキュリティをモニタリングする方法 (p. 18)」を参照してくだ
さい。

Macie がアカウントでモニタリングする S3 バケットの総数に基づいて課金されます。料金は 1 日あ
たりの日割り計算です。

機密データの自動検出のためのオブジェクトモニタリング

これらの費用は、S3 バケットインベントリを監視および評価して、機密データの自動検出による分析
の対象となる S3 オブジェクトを特定するために発生します。詳細については、「自動化、機密デー
タ検出が機能する仕組み (p. 93)」を参照してください。

Macie がアカウントでモニタリングする S3 オブジェクトの総数に基づいて課金されます。料金は 1 
日あたりの日割り計算です。
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推定使用コストの計算方法を理解する

機密データ検出ジョブによるオブジェクト分析と機密データ自動検出

これらのコストは、S3 オブジェクトを分析し、Macie がオブジェクトで見つけた機密データを報告す
ることから生じます。これには、機密データ検出ジョブによる分析とレポート作成、および機密デー
タの自動検出が含まれます。

Macie が S3 オブジェクトで分析する非圧縮データの量に基づいて課金されます。サポートされてい
ない Amazon S3 ストレージクラスの使用、サポートされていないファイルまたはストレージ形式の
使用、アクセス許可の設定などの理由により、Macie が分析できないオブジェクトには課金されませ
ん。詳細については、「機密データの検出 (p. 48)」を参照してください。さらに、これらのコスト
は、ジョブによって生成される機密データ検出の数によって変化しません。

機密データの自動検出コストを管理するために、個々の S3 バケットを分析から除外できます。たと
えば、組織のセキュリティとコンプライアンスの要件を満たすことがわかっているバケットを除外で
きます。バケットを除外するには、アカウントの設定を更新できます (p. 99)。バケットインベントリ
内の個々のバケットの詳細を確認するときに、case-by-case バケットを基準として除外することもで
きます (p. 104)。

機密データ検出ジョブのコストは、アカウントの毎月の機密データ検出クォータ (p. 386)によって制
限されます。(デフォルトのクォータは 5 TB のデータ)。ジョブが実行中で、対象オブジェクトの分析
がこのクォータに達すると、Macie は次の暦月が開始されるまで、自動的にジョブを一時停止します 
(そしてアカウントの月間クォータがリセットされるまで)、Macie はアカウントのクォータを増やすま
で、自動的にジョブを一時停止します。

組織の Macie 管理者の場合、機密データ検出ジョブの費用は、データを分析する各アカウントの月
間機密データ検出クォータによって制限されます。メンバーアカウントのクォータは、1 か月間に
そのアカウントについてジョブとメンバーアカウントのジョブが分析できるデータの最大量を定義
します。ジョブが実行中で、対象オブジェクトの分析がこのメンバーアカウントのクォータに達す
ると、Macie はアカウントが所有するオブジェクトの分析を停止します。Macie がクォータを満た
していない他のすべてのアカウントのオブジェクトの分析を終了すると、Macie は自動的にジョブ
を一時停止します。1 回限りのジョブの場合、Macie は次の暦月が開始されるか、影響を受けたすべ
てのアカウントのクォータが増加したときに、自動的にジョブを再開します。定期的なジョブの場
合、Macie は次の実行の開始が予定されているとき、または次の暦月の開始時のいずれか早いほう
に、自動的にジョブを再開します。スケジュールされた実行が翌月の開始前に開始されたり、影響を
受けるアカウントのクォータが増えたりしても、Macie はそのアカウントが所有するオブジェクトを
分析しません。

Tip

機密データ検出コストの管理または削減に関する役立つヒントについては、AWSセキュリ
ティブログの「Amazon Macie を使用して機密データの検出コストを削減する方法」ブログ
投稿を参照してください。

使用コストの詳細と例については、「Amazon Macie の料金」を参照してください。

Macie を使用して推定使用コストを確認するときは、コストの見積もりがどのように計算されるかを理解
することが重要です。以下の点を考慮します。

• 見積もりは米ドルで報告され、AWS リージョン現在の時点でのみ提供されます。Macie を複数のリー
ジョンで使用する場合、データは Macie を使用するすべてのリージョンで集計されません。

• コンソールでは、当月の月初から現在までの見積もりが含まれます。Amazon Macie API を使用してプ
ログラムでデータをクエリする場合、見積もりに含める時間範囲を選択できます。これは、過去 30 日
間のローリング時間枠、または当月の月初から現在までにすることができます。

• 見積もりには、アカウントに適用される可能性のあるすべての割引が反映されるわけではありません。
例外は、「Amazon Macie の料金」で説明されているように、リージョンの従量料金階層から導出され
る割引です。アカウントがこのタイプの割引の対象となる場合、見積もりにはその割引が反映されま
す。

• お客様が組織の Macie 管理者である場合、見積もりには組織の統合使用量での従量制割引は反映されま
せん。これらの割引については、AWS Billing ユーザーガイドの「従量制割引」を参照してください。
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推定使用コストの確認

• 予防的制御のモニタリングの場合、見積もりは該当する時間範囲の 1 日の平均コストに基づきます。コ
ストは 1 日あたりの日割り計算です。

• 機密データの自動検出では、オブジェクトモニタリングの 1 日の平均コスト (1 日に比例配分) 
と、Macie がこれまでに分析した非圧縮データの量に基づきます。お客様が組織の Macie 管理者であ
り、メンバーアカウントのデータを分析すると、それらのアクティビティの推定コストは、該当するア
カウントの見積もりに含まれます。

• 機密データ検出ジョブの場合、見積もりは該当する時間範囲の間にジョブがこれまでに分析した非圧縮
データの量に基づきます。お客様が組織の Macie 管理者であり、メンバーアカウントのデータを分析す
るジョブを実行している場合、それらのジョブの推定コストは、該当するメンバーアカウントの見積も
りに含まれます。

• お客様のアカウントアカウントが組織の一部である場合、Macie 管理者が機密データ検出を自動的に実
行するか、データを分析する機密データ検出ジョブを実行している場合、それらのアクティビティの推
定コストがアカウントの見積もりに含まれます。

• 見積もりには、特定の Macie 機能がある他の AWS のサービス の使用で発生するコストは含まれませ
ん。たとえば、カスタマーマネージド AWS KMS keys を使用して、機密データを検査する S3 オブジェ
クトを復号化する場合です。

また、Macie は、機密データ検出ジョブ、および機密データの自動検出による S3 オブジェクトの分析
に、毎月無料利用枠を提供することにも注意してください。毎月、S3 オブジェクトの機密データを検出
してレポートするために、最大 1 GB のデータまでは分析での料金はかかりません。特定の月に 1 GB を
超えるデータを分析すると、最初の 1 GB のデータとなった日付以降、お客様のアカウントに機密データ
検出料金が発生し始めます。特定の月に 1 GB 未満のデータを分析した場合、残りの割り当ては翌月に移
管されません。お客様のアカウントアカウントが組織の一部である場合、組織の一部である場合、組織の
一部である場合、組織の一部である場合、組織の一部である場合、組織の一部である場合、組織の一部で
ある場合、組織の一部である場合、組織の一部である場合、組織の一部である場合、組織の一部である場
合、組織の一部である場合、組織の一部である場合 つまり、組織内のすべてのアカウントについて、毎月
最大 1 GB のデータまでは分析での料金はかかりません。

Amazon Macie の見積もり使用コストを確認する
Amazon Macie の現在の推定使用コストを確認するには、Amazon Macie コンソールまたは Amazon 
Macie API を使用できます。Macie の料金ディメンションの見積もりコストは、コンソールと API の両方
で提供されます。現在 30 日間の無料トライアルに参加している場合は、このデータを使用して、無料ト
ライアル終了後にMacie の使用コストを見積もることができます。Macie の料金の詳細情報、および考慮
事項については、を参照してください推定使用コストの計算方法を理解する (p. 332)。使用コストの詳細
と例については、「Amazon Macie の料金」を参照してください。

Macie では、推定使用コストは米ドルで報告され、現在のコストにのみ適用されますAWS リージョン。コ
ンソールを使用してデータを確認する場合、コストの見積もりは当月の月初から現在までのもの (包括的) 
です。Amazon Macie API を使用してプログラムでデータをクエリする場合は、過去 30 日間のローリング
時間枠、または当月の月初から現在までを指定できます。

トピック
• Amazon Macie コンソールで推定使用コストを確認する (p. 334)
• Amazon Macie API を使用して推定使用コストについてクエリする (p. 335)

Amazon Macie コンソールで推定使用コストを確認す
る
Amazon Macie コンソールでは、費用の見積もりは次のように整理されています。

334

http://aws.amazon.com/macie/pricing/


Amazon Macie ユーザーガイド
API を使用して推定使用コストを確認する

• 予防的コントロールモニタリング — Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケットインベント
リの維持およびセキュリティとアクセスコントロールのバケットの評価とモニタリングの推定コストで
す。

• 機密データ検出ジョブ — 実行した機密データ検出ジョブの推定コストです。
• 機密データの自動検出 — これらは、機密データの自動検出を実行するための推定コストです。これに

は、分析の対象となる S3 オブジェクトを特定するための S3 バケットインベントリの監視と評価が含ま
れます。また、対象となるオブジェクトの分析、機密データの統計、調査結果、およびその他の種類の
結果の報告も含まれます。

Amazon Macie コンソールを使用して推定使用コストを確認するには、次の手順に従います。

コンソールで推定使用コストを確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上の AWS リージョン セレクターを使用して、推定コストを確認するリージョンを選択し

ます。
3. ナビゲーションペインで [Usage] (使用状況) を選択します。

スタンドアロンの Macie アカウントを持っている場合や、お客様のアカウントが組織のメンバーアカウン
トの場合は、[Usage] (使用状況) ページには、アカウントの推定使用コストの内訳が表示されます。

お客様が組織の Macie 管理者である場合、[Usage] (使用状況) ページには、組織内のアカウントが一覧表
示されます。

• テーブルの [Total] (合計) フィールドは、各アカウントの推定コストの合計を示します。
• 推定コストセクションには、組織の推定コスト合計とそれらのコストの内訳が表示されます。

組織内の特定のアカウントの推定コストの内訳を確認するには、テーブルでアカウントを選択しま
す。[Estimated costs] (推定コスト) セクションには、この内訳が表示されます。別のアカウントに関する
このデータを表示するには、テーブルでアカウントを選択します。アカウントの選択を解除するには、パ
ネルのアカウント ID の横にある [X] を選択します。

Amazon Macie API を使用して推定使用コストについ
てクエリする
推定使用コストをプログラムでクエリするには、Amazon Macie API の以下のオペレーションを使用でき
ます。

• GetUsageTotals — このオペレーションは、使用メトリクス別にグループ化されたアカウントの推定
使用コストの合計を返します。お客様が組織の Macie 管理者である場合、このオペレーションは、
組織内のすべてのアカウントの集計コスト見積もりを返します。このオペレーションの詳細について
は、Amazon Macie API リファレンスの「使用合計」を参照してください。

• GetUsageStatistics — このオペレーションは、アカウントごとにグループ化され、次に使用メトリクス
別にグループ化されたアカウントの使用統計と関連データを返します。データには、推定総使用コスト
と現在のアカウントクォータが含まれます。該当する場合は、Macie と機密データの自動検出の 30 日
間の無料試用期間がいつ開始されたかも表示されます。お客様が組織の Macie 管理者である場合、こ
のオペレーションは組織内のすべてのアカウントのデータの内訳を返します。クエリ結果をソートし
てフィルタリングすることで、クエリをカスタマイズできます。このオペレーションの詳細について
は、Amazon Macie API リファレンスの「使用統計」を参照してください。

どちらのオペレーションを使用する場合でも、オプションでデータの包括的な時間範囲を指定できます。
この時間範囲は、過去 30 日間のローリング時間枠 (PAST_30_DAYS)、または当月の月初から現在まで 
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(MONTH_TO_DATE) にすることができます。時間範囲を指定しない場合、Macie は過去 30 日間のデータを
返します。

次の例では、AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用して、推定使用コストと統計をクエリする
方法を示します。現在のバージョンの別のAWSコマンドラインツールまたはAWS SDKを使用してデータ
をクエリするか、Macie に HTTPS リクエストを直接送信することで、データをクエリすることもできま
す。AWS のツールと SDK に関する詳細については、「AWS での構築ツール」を参照してください。

例
• 例 1: 合計推定使用コストのクエリ (p. 336)
• 例 2: 使用統計のクエリ (p. 337)

例 1: 合計推定使用コストのクエリ
を使用して合計推定使用コストのクエリを行うにはAWS CLI、get-usage-totalsコマンドを実行し、必要に
応じてデータの時間範囲を指定します。例:

C:\> aws macie2 get-usage-totals --time-range MONTH_TO_DATE

ここで、MONTH_TO_DATE はデータの時間範囲として当月の月初から現在までを指定します。

コマンドが正常に実行された場合は、以下のような出力が表示されます。

{ 
    "timeRange": "MONTH_TO_DATE", 
    "usageTotals": [ 
        { 
            "currency": "USD", 
            "estimatedCost": "153.45", 
            "type": "SENSITIVE_DATA_DISCOVERY" 
        }, 
        { 
            "currency": "USD", 
            "estimatedCost": "65.18", 
            "type": "AUTOMATED_SENSITIVE_DATA_DISCOVERY" 
        }, 
        { 
            "currency": "USD", 
            "estimatedCost": "1.51", 
            "type": "DATA_INVENTORY_EVALUATION" 
        }, 
        { 
            "currency": "USD", 
            "estimatedCost": "0.98", 
            "type": "AUTOMATED_OBJECT_MONITORING" 
        } 
    ]
}

関連する使用量指標 (type)estimatedCost の推定使用コストの合計はどこにありますか。

• SENSITIVE_DATA_DISCOVERY、機密データ検出ジョブを含む S3 オブジェクトの分析用。
• AUTOMATED_SENSITIVE_DATA_DISCOVERY、自動化された機密データ検出による S3 オブジェクトの

分析用。
• DATA_INVENTORY_EVALUATION、S3 バケットのセキュリティとアクセスコントロールのモニタリング

と評価用
• AUTOMATED_OBJECT_MONITORING、S3 バケットインベントリを評価および監視して、機密データの

自動検出による分析の対象となる S3 オブジェクトを特定します。
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例 2: 使用統計のクエリ
を使用して使用統計をクエリするにはAWS CLI、get-usage-statisticsコマンドを実行します。必要に応じ
て、クエリ結果の時間範囲の並べ替え、フィルタリング、および指定を行えます。次の例では、過去 30 
日間の Macie 管理者アカウントの使用統計を取得します。結果はAWS アカウント ID で昇順に並べ替えら
れます。

Linux、macOS、または Unix の場合、読みやすさを向上させるためにバックスラッシュ (\) の行連結文字
を使用します。

$ aws macie2 get-usage-statistics \
--sort-by '{"key":"accountId","orderBy":"ASC"}' \
--time-range PAST_30_DAYS

Microsoft Windows の場合、読みやすさを向上させるためにキャレット (^) の行連結文字を使用します。

C:\> aws macie2 get-usage-statistics ^
--sort-by={\"key\":\"accountId\",\"orderBy\":\"ASC\"} ^
--time-range PAST_30_DAYS

ここで、

• accountId は、結果をソートするために使用するフィールドを指定します。
• ASC は、指定されたフィールド (accountId) の値に基づいて結果に適用されるソート順序です。
• PAST_30_DAYS過去 30 日間をデータの時間範囲として指定します。

コマンドが正常に実行された場合、Macie は、records 配列を返します。配列には、クエリ結果に含まれ
る各アカウントのオブジェクトが含まれます。例:

{ 
    "records": [ 
        { 
            "accountId": "111122223333", 
            "automatedDiscoveryFreeTrialStartDate": "2022-11-28T16:00:00+00:00", 
            "freeTrialStartDate": "2020-05-20T12:26:36.917000+00:00", 
            "usage": [ 
                { 
                    "currency": "USD", 
                    "estimatedCost": "1.51", 
                    "type": "DATA_INVENTORY_EVALUATION" 
                }, 
                { 
                    "currency": "USD", 
                    "estimatedCost": "65.18", 
                    "type": "AUTOMATED_SENSITIVE_DATA_DISCOVERY" 
                }, 
                { 
                    "currency": "USD", 
                    "estimatedCost": "153.45", 
                    "serviceLimit": { 
                        "isServiceLimited": false, 
                        "unit": "TERABYTES", 
                        "value": 50 
                    }, 
                    "type": "SENSITIVE_DATA_DISCOVERY" 
                }, 
                { 
                    "currency": "USD", 
                    "estimatedCost": "0.98", 
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                    "type": "AUTOMATED_OBJECT_MONITORING" 
                } 
            ] 
        }, 
        { 
            "accountId": "444455556666", 
            "automatedDiscoveryFreeTrialStartDate": "2022-11-28T16:00:00+00:00", 
            "freeTrialStartDate": "2020-05-18T16:26:36.917000+00:00", 
            "usage": [ 
                { 
                    "currency": "USD", 
                    "estimatedCost": "1.58", 
                    "type": "DATA_INVENTORY_EVALUATION" 
                }, 
                { 
                    "currency": "USD", 
                    "estimatedCost": "63.13", 
                    "type": "AUTOMATED_SENSITIVE_DATA_DISCOVERY" 
                }, 
                { 
                    "currency": "USD", 
                    "estimatedCost": "145.12", 
                    "serviceLimit": { 
                        "isServiceLimited": false, 
                        "unit": "TERABYTES", 
                        "value": 50 
                    }, 
                    "type": "SENSITIVE_DATA_DISCOVERY" 
                }, 
                { 
                    "currency": "USD", 
                    "estimatedCost": "1.02", 
                    "type": "AUTOMATED_OBJECT_MONITORING" 
                } 
            ] 
        } 
    ], 
    "timeRange": "PAST_30_DAYS"
}

アカウントに関連する使用量指標 (type)estimatedCost の推定使用コストの合計はどこにありますか。

• DATA_INVENTORY_EVALUATION、S3 バケットのセキュリティとアクセスコントロールのモニタリング
と評価用

• AUTOMATED_SENSITIVE_DATA_DISCOVERY、自動化された機密データ検出による S3 オブジェクトの
分析用。

• SENSITIVE_DATA_DISCOVERY、機密データ検出ジョブを含む S3 オブジェクトの分析用。
• AUTOMATED_OBJECT_MONITORINGアカウントの S3 バケットインベントリを評価および監視して、機

密データの自動検出による分析の対象となる S3 オブジェクトを特定します。

Amazon Macie の無料トライアルに参加する
初めて Amazon Macie を有効にすると、AWS アカウント は Macie の 30 日の無料トライアルに自動的に
登録されます。これには、AWS Organizations組織内の個々のメンバーアカウントが含まれます。

Macie の次の用途には料金はかかりません。AWS リージョン

• 予防的コントロールモニタリングの実施 — これには、リージョン内の Amazon Simple Storage Service 
(Amazon S3) バケットのインベントリの生成と維持が含まれます。また、バケットのセキュリティと
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アクセスコントロールの評価とモニタリングも含まれます。詳細については、「Macie が Amazon S3 
データセキュリティをモニタリングする方法 (p. 18)」を参照してください。

• 機密データの自動検出の実行 — これには、リージョン内の S3 バケットインベントリの監視と評価を行
い、分析の対象となる S3 オブジェクトを特定することが含まれます。また、対象となるオブジェクト
の分析、機密データの統計、調査結果、およびその他の種類の結果の報告も含まれます。詳細について
は、「自動化、機密データ検出が機能する仕組み (p. 93)」を参照してください。

機密データの自動検出は、Macie 管理者アカウントとスタンドアロンの Macie アカウントでのみ使用で
きます。Macie の管理者アカウントを持っている場合、この機能を使用して、メンバーアカウントが所
有する S3 バケット内のオブジェクトを分析できます。

Macie が現在利用できるリージョンのリストについては、の「Amazon Macie エンドポイントとクォー
タ」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

無料試用期間は 30 日間連続です。起動後に一時停止することはできません。無料試用期間が終了する
と、予防的管理モニタリングを行うための料金が発生し始めます。また、機密データの自動検出を実行す
ると料金が発生し始めます。お客様が組織の Macie 管理者である場合、組織内の各アカウントに対して該
当する料金が発生します。Macie を使用して、組織内の個々のアカウントの推定使用コストの内訳を確認
できます。

Note

無料トライアルには、機密データ検出ジョブによる S3 オブジェクトの分析は含まれていませ
ん。無料トライアル中に 1 GB を超える非圧縮データを分析する機密データ検出ジョブを作成し
て実行すると、料金が発生します。（Macie は、機密データの検出には毎月無料利用枠を提供し
ています。 毎月、S3 オブジェクトの最大 1 GB のデータまでは分析での料金はかかりません。 
最初の 1 GB のデータ量が過ぎると、コストが発生します。) また、特定の Macie 機能がある他
の AWS のサービス の使用でコストが発生する場合もあります (たとえば、カスタマーマネージ
ド AWS KMS keys を使用して、機密データを検査する S3 オブジェクトを復号化する場合)。

無料トライアル中にステータスと推定コストを確認するには

無料トライアルの間は、トライアルのステータスをチェックし、アカウントの推定使用コストを確認でき
ます。コストの見積もりは、無料トライアル期間中の Macie の使用に基づいています。それらは、トライ
アル終了後の使用コストの一部を理解するのに役立ちます。Macie がこれらの値を計算する方法の詳細に
ついては、「推定使用コストの計算方法を理解する (p. 332)」を参照してください。

Amazon Macie コンソールでトライアルのステータスをチェックし、推定使用コストを確認するには、次
の手順に従います。Amazon Macie API GetUsageStatisticsのオペレーションを使用して、プログラムでこ
のデータにアクセスすることもできます。

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にあるAWS リージョンセレクターを使用して、無料トライアルのステータスと推定使

用コストを確認するリージョンを選択します。
3. ナビゲーションペインで [Usage] (使用状況) を選択します。

[Usage] (使用状況) ページには、無料トライアルの残り日数が表示されます。また、米ドルでの推定使用
コストの内訳も表示されます。

• 予防的コントロールモニタリング — これは、無料トライアル終了後にS3 バケットインベントリの維持
およびセキュリティとアクセスコントロールのバケットの評価とモニタリングから導出される合計コス
トです。

• 機密データ検出ジョブ — 実行した機密データ検出ジョブの推定総コストです。機密データ検出ジョブの
無料トライアルには含まれません。

• 機密データの自動検出 — これらは、無料試用期間終了後に機密データの自動検出を実行するために予測
される総コストで、価格、ディメンション、オブジェクトの監視、およびオブジェクト分析ごとに分類
されています。
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お客様が組織の Macie 管理者である場合、[使用状況] ページには、組織内の Macie アカウントについての
詳細が表示されます。

• 表の無料トライアルフィールドには、アカウントが現在、予防的統制モニタリングまたは機密データの
自動検出の無料トライアルに参加しているかどうかが示されています。アカウントの該当する無料トラ
イアルが終了した場合、[無料トライアルの詳細情報] フィールドは空になります。[Total] (合計) フィー
ルドは、各アカウントの合計推定コストを示します。

• [Estimated costs] (推定コスト) セクションには、組織全体の推定コストが表示されます。

組織内の特定のアカウントの推定コストの内訳を確認するには、テーブルでアカウントを選択しま
す。[Estimated costs] (推定コスト) セクションには、この内訳が表示されます。別のアカウントに関する
このデータを表示するには、テーブルでアカウントを選択します。アカウントの選択を解除するには、パ
ネルのアカウント ID の横にある [X] を選択します。

Note

アカウントが Amazon S3 に 150 TB を超えるデータを保存している場合、機密データの自動検出
にかかるアカウントの推定コストと実際のコストは、Macie が 30 日間の無料トライアル中に提示
するコスト予測よりも高くなる可能性があります。これは、無料トライアルに登録されているア
カウントで 150 GB の非圧縮データが分析されると、機密データの自動検出によるオブジェクト
分析が一時停止されるためです。アカウントのオブジェクト分析は、無料トライアルの終了後に
再開します。
Amazon S3 に 150 TB を超えるデータを保存するアカウントのコスト予測については、にお問い
合わせくださいAWS Support。無料試用期間終了後の自動機密データ検出コストを管理するため
に、個々の S3 バケットを以降の分析から除外できます。バケットを除外するには、アカウント
の設定を更新できます (p. 99)。バケットインベントリ内の個々のバケットの詳細を確認するとき
に、 case-by-caseバケットを基準として除外することもできます (p. 104)。
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Amazon Macie のセキュリティ
AWS では、クラウドセキュリティを最優先事項としています。AWS のユーザーは、セキュリティを最も
重視する組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャを利用でき
ます。

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

• クラウドのセキュリティ — AWS は、AWS クラウド で AWS のサービス を実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また AWS は、お客様が使用するサービスを安全に提供します。AWS 
コンプライアンスプログラム の一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性
をテストおよび検証しています。Amazon Macie に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細につ
いては、コンプライアンスプログラムによるAWS対象範囲内のサービスコンプライアンスプログラムに
よるAWS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 に応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。

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

トピック
• Amazon Macie でのデータ保護 (p. 341)
• Amazon Macie の Identity and Access Management (p. 342)
• Amazon Macie でのログ記録とモニタリング (p. 366)
• Amazon Macie のコンプライアンス検証 (p. 366)
• Amazon Macie の耐障害性 (p. 367)
• Amazon Macie のインフラストラクチャセキュリティ (p. 367)
• Amazon Macie とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) (p. 368)

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

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

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

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

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

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

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

保管中の暗号化
Amazon Macie は、AWS 暗号化ソリューションを使用して、保管中のデータを安全に保存します。Macie 
は、AWS Key Management Service からの AWS マネージドキー を使用して (AWS KMS)、結果などの
データを暗号化します。

Macie を無効にすると、機密データ検出ジョブ、カスタムデータ識別子、結果など、お客様のために保存
または維持されるすべてのリソースが完全に削除されます。

転送中の暗号化
Macie は AWS のサービス 間の転送中のすべてのデータを暗号化します。

Amazon Macie は Amazon S3 からのデータを分析し、機密データの検出結果を S3 バケットにエクスポー
トします。Macie が S3 オブジェクトから必要な情報を取得すると、それらは破棄されます。

Macie は、AWS PrivateLink によって駆動する VPC エンドポイントを使用して Amazon S3 にアクセスし
ます。したがって、Macie と Amazon S3 の間のトラフィックは Amazon ネットワーク上に留まり、パブ
リックインターネットを経由しません。詳細については、「AWS PrivateLink」を参照してください。

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

トピック
• 対象者 (p. 343)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 343)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 345)
• Amazon Macie との連携方法AWS Identity and Access Management (p. 347)
• Amazon Macie のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 353)
• Amazon Macie のサービスにリンクされたロール (p. 359)
• Amazon Macie の AWS マネージドポリシー (p. 362)
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• Amazon Macie のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 365)

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

サービスユーザー — ジョブを実行するために Macie サービスを使用する場合は、必要なアクセス許可と
認証情報を管理者が用意します。作業を実行するためにさらに多くの Macie 機能を使用するとき、追加
のアクセス許可が必要になる場合があります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者に適切な許
可をリクエストするうえで役立ちます。Macie の機能にアクセスできない場合は、「」を参照してくださ
いAmazon Macie のアイデンティティとアクセスのトラブルシューティング (p. 365)。

サービス管理者 — 社内の Macie リソースを担当している場合は、通常、Macie へのフルアクセスがあ
ります。サービスのユーザーがどの Macie 機能やリソースにアクセスするかを決めるのは管理者の仕事
です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、サービスユーザーの許可を変更する必要がありま
す。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理解してください。会社で Macie を使用して IAM を
利用する方法の詳細については、「」を参照してくださいAmazon Macie との連携方法AWS Identity and 
Access Management (p. 347)。

IAM 管理者 — 管理者は、Macie へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細について確認する場合
があります。IAM で使用できる Macie アイデンティティベースのポリシーの例を表示するには、「」を参
照してくださいAmazon Macie のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 353)。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。
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• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

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

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

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

Amazon Macie との連携方法AWS Identity and Access 
Management
AWS Identity and Access Management(IAM) を使用して、Amazon Macie へのアクセスを管理する前
に、Macie へのアクセスを管理するには、Macie で利用できる IAM 機能について理解しておく必要があり
ます。

Amazon Macie で使用できる IAM の機能

IAM 機能 Macie Support

アイデンティティベースのポリシー (p. 348) はい

リソースベースのポリシー (p. 348) いいえ

ポリシーアクション (p. 349) はい

ポリシーリソース (p. 350) はい

ポリシー条件キー (p. 351) はい

アクセスコントロールリスト (ACL)  (p. 351) いいえ

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) — ポ
リシーのタグ (p. 352)

はい
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IAM 機能 Macie Support

一時的な認証情報 (p. 352) はい

クロスサービスプリンシパル許可 (p. 353) いいえ

サービスロール (p. 353) いいえ

サービスにリンクされたロール (p. 353) はい

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

Amazon Macie のアイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

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

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

Macie では、アイデンティティベースのポリシーがサポートされています。例については、「Amazon 
Macie のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 353)」を参照してください。

Amazon Macie 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート いいえ

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

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

Amazon Macie のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

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

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

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

Macie のポリシーアクションは、アクションの前にプレフィックスを使用します。

macie2

例えば、Macie が提供するすべてのマネージドデータ識別子に関する情報にアクセスするためのア
クセス許可をユーザーに付与するには、ポリシーにアクションを含めます (これは、Amazon Macie 
APIListManagedDataIdentifiersmacie2:ListManagedDataIdentifiers のオペレーションに対
応するアクションです)。

"Action": "macie2:ListManagedDataIdentifiers"

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

"Action": [ 
      "macie2:ListManagedDataIdentifiers", 
      "macie2:ListCustomDataIdentifiers"
]

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

"Action": "macie2:List*"

ただしベストプラクティスとして、最小特権 の原則に準拠したポリシーを作成してください。別の言い方
をすると、特定タスクの実行にのみ必要とされる権限のみが含まれたポリシーを作成してください。

Macie アクションのリストについては、『サービス認証リファレンス』の「Amazon Macie によって定義
されたアクション」を参照してください。Macie アクションを指定するポリシーの例については、「」を
参照してくださいAmazon Macie のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 353)。
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Amazon Macie のポリシーリソース

ポリシーリソースに対するサポート はい

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

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

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

"Resource": "*"

Macie は以下のリソースタイプを定義しています。

• 許可リスト
• カスタムデータ識別子
• フィルターまたは抑制ルール (結果フィルターとも呼ばれます)
• メンバーアカウント
• 機密データ検出ジョブ (クラス分けジョブとも呼ばれます)

ARN を使用して、これらのタイプのリソースをポリシーで指定できます。

たとえば、ジョブ ID が 3ce05dbb7ec5505def334104beexample の機密データ検出ジョブのポリシーを作
成するには、次の ARN を使用できます。

"Resource": "arn:aws:macie2:*:*:classification-job/3ce05dbb7ec5505def334104bexample"

または、特定のアカウントのすべての機密データ検出ジョブを指定するには、ワイルドカード (*) を使用し
ます。

"Resource": "arn:aws:macie2:*:123456789012:classification-job/*"

ここで、123456789012AWS アカウント はジョブを作成したユーザーのアカウント ID です。ただしベス
トプラクティスとして、最小特権の原則に準拠したポリシーを作成してください。つまり、特定のリソー
スで特定のタスクを実行するために必要なアクセス許可のみを含むポリシーを作成する必要があります。

Macie アクションの中には、複数のリソースに適用できるものもあります。たとえ
ば、macie2:BatchGetCustomDataIdentifiersアクションは複数のカスタムデータ識別子の詳細を取
得できます。このような場合、プリンシパルにはアクションが適用されるすべてのリソースにアクセスす
る権限が必要です。単一のステートメントで複数のリソースを指定するには、ARN 間をカンマで区切りま
す。

"Resource": [ 
 "arn:aws:macie2:*:*:custom-data-identifier/12g4aff9-8e22-4f2b-b3fd-3063eexample", 
 "arn:aws:macie2:*:*:custom-data-identifier/2d12c96a-8e78-4ca6-b1dc-8fd65example", 
 "arn:aws:macie2:*:*:custom-data-identifier/4383a69d-4a1e-4a07-8715-208ddexample"
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]

Macie リソースタイプとそれぞれの ARN 構文のリストについては、『サービス認証リファレンス』の
「Amazon Macie で定義されているリソースタイプ」を参照してください。各リソースタイプで指定で
きるアクションについては、『サービス認証リファレンス』の「Amazon Macie によって定義されたア
クション」を参照してください。リソースを指定するポリシーの例については、「」を参照してくださ
いAmazon Macie のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 353)。

Amazon Macie のポリシー条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい

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

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

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

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

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

Macie 条件キーのリストについては、サービス認証リファレンスの「Amazon Macie の条件キー」を参
照してください。条件キーを使用できるアクションtoリソースについては、「Amazon Macie で定義され
るアクション」を参照してください。条件キーを使用するポリシーの例については、を参照してくださ
いAmazon Macie のアイデンティティベースのポリシー例 (p. 353)。

Amazon Macie アクセスコントロールリスト (ACL)

ACL のサポート いいえ

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

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Simple 
Simple Simple SimpleAWS のサービス 詳細については、Amazon Simple Simple Storage Service ユーザー
ガイドの「アクセスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

Macie は ACL をサポートしていません。つまり、Macie リソースに ACL をアタッチすることはできませ
ん。
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Amazon Macie での属性ベースのアクセスコントロール (ABAC)

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート はい

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

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

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

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

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

Macie リソース (許可リスト、カスタムデータ識別子、フィルタールールと抑制ルール、メンバーア
カウント、機密データディスカバリジョブ) にタグを付けることができます。Conditionポリシーの
要素にタグ情報を提供することで、これらのタイプのリソースへのアクセスを制御することもできま
す。Macie リソースのタグ付けの詳細については、「」を参照してくださいAmazon Macie リソースの
タグ付け (p. 373)。タグに基づいてリソースへのアクセスを制御するアイデンティティベースのポリ
シーの例については、「」を参照してくださいAmazon Macie のアイデンティティベースのポリシー
例 (p. 353)。

Amazon Macie での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

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

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

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

Macie は、一時的な認証情報の使用をサポートしています。
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Amazon Macie のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート いいえ

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

Macie は、他のアクションの依存アクションの権限を必要とするアクションは提供していませんAWS の
サービス。

Amazon Macie のサービスロール

サービスロールに対するサポート いいえ

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

Macie はサービスロールを引き受けたり使用したりしません。ユーザーに代わってアクションを実行する
には、サービスにリンクされたロールを使用します。

Amazon Macie のサービスにリンクされたロール

サービスにリンクされたロールのサポート はい

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

Macie は、サービスにリンクされたロールを使用して、ユーザーに代わってアクションを実行します。
このロールの詳細については、「」を参照してくださいAmazon Macie のサービスにリンクされたロー
ル (p. 359)。

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

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
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リソースタイプごとの ARN の形式を含む、Macie で定義されるアクションとリソースタイプの詳細につい
ては、「サービス認証リファレンス」の「Amazon Macie のアクション、リソース、および条件キー」を
参照してください。

ポリシーを作成するときは、ポリシーを保存する前に、からのセキュリティ警告、エラー、一般的な警
告、およびAWS Identity and Access Management Access Analyzer (IAM Access Analyzer) からの提案を
解決してください。IAM Access Analyzer は、IAM ポリシーの文法およびベストプラクティスに対してポ
リシーチェックを行います。これらのチェックにより、機能的でセキュリティのベストプラクティスに準
拠したポリシーを作成するのに、役立つ結果と実行可能なレコメンデーションが示されます。IAM Access 
Analyzer を使用したポリシーの検証の詳細については、IAM ユーザーガイドの IAM アクセスアナライザー
ポリシーの検証を参照してください。IAM Access Analyzer によって返される警告、エラー、および提案
のリストを表示するには、IAM ユーザーガイドの IAM Access Analyzer ポリシーチェックリファレンスを
参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 354)
• Amazon Macie コンソールを使用する (p. 355)
• 例:ユーザーにそれぞれのアクセス権限の表示を許可する (p. 355)
• 例:機密データ検出ジョブの作成をユーザーに許可する (p. 356)
• 例:機密データ検出ジョブを管理することをユーザーに許可する (p. 357)
• 例:ユーザーに調査結果の確認を許可する (p. 358)
• 例:ユーザーがタグに基づいてカスタムデータ識別子を確認できるようにする (p. 359)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ユーザーとロールが Amazon Macie コンソールを使用できるようにするには、コンソールアクセスを提供
する IAM ポリシーを作成します。詳細については、IAM ユーザーガイド の 「IAM のポリシーとアクセス
許可」を参照してください。

ユーザーまたはロールに Amazon Macie コンソールの使用を許可するポリシーを作成する場合
は、macie2:GetMacieSessionそのポリシーでアクションが許可されていることを確認してください。
そうしないと、それらのユーザーまたはロールは、コンソール上の Macie リソースやデータにアクセスで
きなくなります。

また、macie2:Listこれらのユーザーまたはロールがコンソールでアクセスする必要のあるリソー
スに対して適切なアクションを許可していることもポリシーで確認してください。そうしないと、
ユーザーはそのリソースに移動したり、コンソールでそれらのリソースの詳細を表示したりすること
ができなくなります。たとえば、コンソールを使用して機密データ検出ジョブの詳細を確認するに
は、macie2:DescribeClassificationJobユーザーがそのジョブとアクションのアクションを実行で
きる必要があります。macie2:ListClassificationJobsmacie2:ListClassificationJobsユー
ザーがアクションの実行を許可されていない場合、ユーザーはコンソールの [ジョブ] ペー
ジにジョブのリストを表示できないため、ジョブを選択してその詳細を表示すること
ができません。ジョブが使用するカスタムデータ識別子に関する情報を詳細に含めるに
は、macie2:BatchGetCustomDataIdentifiersユーザーがカスタムデータ識別子のアクションを実行
できるようにする必要もあります。

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

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

例:機密データ検出ジョブの作成をユーザーに許可する
この例では、機密データ検出ジョブを作成することをユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示し
ます。

この例では、macie2:CreateClassificationJob最初のステートメントはユーザー
にアクセス権限を付与します。これらの権限により、ユーザーはジョブを作成できま
す。macie2:DescribeClassificationJobこのステートメントでは権限も付与されます。これらの権
限により、ユーザーは既存のジョブの詳細にアクセスできます。これらの権限はジョブの作成には必要あ
りませんが、これらの詳細にアクセスすることで、ユーザーは独自の構成設定を持つジョブを作成できま
す。

この例の 2 番目のステートメントでは、ユーザーが Amazon Macie コンソールを使用してジョブを作成、
設定、確認することができます。macie2:ListClassificationJobs権限により、ユーザーはコンソー
ルのジョブページに既存のジョブを表示できます。ステートメントの他のすべての権限により、ユーザー
はコンソールの Create job ページを使用してジョブを設定および作成できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "CreateAndReviewJobs", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "macie2:CreateClassificationJob", 
                "macie2:DescribeClassificationJob" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:macie2:*:*:classification-job/*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "CreateAndReviewJobsOnConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "macie2:ListClassificationJobs", 
                "macie2:ListAllowLists", 
                "macie2:ListCustomDataIdentifiers", 
                "macie2:ListManagedDataIdentifiers", 
                "macie2:SearchResources", 
                "macie2:DescribeBuckets" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
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}

例:機密データ検出ジョブを管理することをユーザーに許可する
この例では、ID がのジョブの、機密データ検出ジョブの詳細にユーザーにアクセスを許可するポリシーを
作成する方法を示します3ce05dbb7ec5505def334104bexample。この例では、ユーザーは必要に応じ
てジョブのステータスを変更することもできます。

この例の最初のステートメント
は、macie2:DescribeClassificationJobmacie2:UpdateClassificationJobユーザーに権限を
付与します。これらの権限により、ユーザーはそれぞれジョブの詳細を取得し、ジョブのステータスを変
更できます。2macie2:ListClassificationJobs 番目のステートメントはユーザーにアクセス権限を
付与します。これにより、ユーザーは Amazon Macie コンソールの Jobs ページを使用してジョブにアク
セスできるようになります。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
 { 
         "Sid": "ManageOneJob", 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "macie2:DescribeClassificationJob", 
            "macie2:UpdateClassificationJob" 
         ], 
         "Resource": "arn:aws:macie2:*:*:classification-
job/3ce05dbb7ec5505def334104bexample" 
 }, 
 { 
         "Sid": "ListJobsOnConsole", 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "macie2:ListClassificationJobs", 
         "Resource": "*" 
 } 
   ]
}

また、Macie がジョブ用に Amazon Logs に公開するログデータ ( CloudWatch ログイベント) にユーザー
がアクセスできるようにすることもできます。そのためには、ロググループとジョブのストリームに対し
て CloudWatch Logs (logs) アクションを実行する権限を付与するステートメントを追加できます。例:

"Statement": [ 
    { 
        "Sid": "AccessLogGroupForMacieJobs", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": [ 
            "logs:DescribeLogGroups", 
            "logs:DescribeLogStreams" 
        ], 
        "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/macie/classificationjobs" 
    }, 
    { 
        "Sid": "AccessLogEventsForOneMacieJob", 
        "Effect": "Allow", 
        "Action": "logs:GetLogEvents", 
        "Resource": [ 
            "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/macie/classificationjobs/*", 
            "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws/macie/classificationjobs:log-
stream:3ce05dbb7ec5505def334104bexample" 
        ] 
    }

357



Amazon Macie ユーザーガイド
アイデンティティベースポリシーの例

]

CloudWatch ログへのアクセス管理については、Amazon CloudWatch Logs ユーザーガイドの「
CloudWatch ログリソースへのアクセス権限の管理の概要」を参照してください。

例:ユーザーに調査結果の確認を許可する
この例では、調査結果データへのアクセスをユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。

この例では、macie2:GetFindingsmacie2:GetFindingStatisticsおよびアクセス許可によ
り、ユーザーは Amazon Macie API または Amazon Macie コンソールを使用してデータを取得できま
す。macie2:ListFindings権限により、ユーザーは Amazon Macie コンソールの [サマリー] ダッシュ
ボードと [結果] ページを使用してデータを取得および確認できます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ReviewFindings", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "macie2:GetFindings", 
                "macie2:GetFindingStatistics", 
                "macie2:ListFindings" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

また、ユーザーが結果のフィルタールールと抑制ルールを作成および管理できるよう
にすることもできます。そのためには、、、、macie2:DeleteFindingsFilterな
どの権限を付与するステートメントを含めるとよいでしょ
う。macie2:CreateFindingsFiltermacie2:GetFindingsFiltermacie2:UpdateFindingsFilterユー
ザーが Amazon Macie コンソールを使用してルールを管理できるようにするに
は、macie2:ListFindingsFiltersポリシーにアクセス権限も含めてください。例:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ReviewFindings", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "macie2:GetFindings", 
                "macie2:GetFindingStatistics", 
                "macie2:ListFindings" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Sid": "ManageRules", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "macie2:GetFindingsFilter", 
                "macie2:UpdateFindingsFilter", 
                "macie2:CreateFindingsFilter", 
                "macie2:DeleteFindingsFilter" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:macie2:*:*:findings-filter/*" 
        }, 

358

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/iam-access-control-overview-cwl.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/iam-access-control-overview-cwl.html


Amazon Macie ユーザーガイド
サービスにリンクされたロール

        { 
            "Sid": "ListRulesOnConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "macie2:ListFindingsFilters", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

例:ユーザーがタグに基づいてカスタムデータ識別子を確認でき
るようにする
アイデンティティベースのポリシーでは、条件を使用して、タグに基づいて Amazon Macie リソースへの
アクセスを制御できます。この例では、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用して
ユーザーにカスタムデータ識別子を確認できるポリシーを作成する方法を示します。ただし、Ownerタグ
の値がユーザーのユーザー名の場合のみ、アクセス許可は付与されます。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ReviewCustomDataIdentifiersIfOwner", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "macie2:GetCustomDataIdentifier", 
            "Resource": "arn:aws:macie2:*:*:custom-data-identifier/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        }, 
        { 
            "Sid": "ListCustomDataIdentifiersOnConsoleIfOwner", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "macie2:ListCustomDataIdentifiers", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        } 
    ]
}

この例では、richard-roeユーザー名を持つユーザーがカスタムデータ識別子の詳細を確認しよ
うとした場合、Owner=richard-roeカスタムデータ識別子にまたはをタグ付けする必要がありま
すowner=richard-roe。それ以外の場合、ユーザーはアクセスを拒否されます。Ownerowner条件キー
名では大文字と小文字は区別されないため、Owner条件タグキーはとに一致します。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition] (IAM JSON ポリシー要素：条件) を参
照してください。

Amazon Macie のサービスにリンクされたロール
Amazon Macie は、という名前のAWS Identity and Access Management (IAM サービスリンクロールを使
用しますAWSServiceRoleForAmazonMacie。サービスにリンクされたこのロールは、Macie に直接リ
ンクされた IAM ロールです。これは Macie によって事前に定義され、Macie がユーザーに代わって他の
AWS のサービスリソースを呼び出したり、AWSリソースを監視する必要が生じた場合は、Macie がすべ
て含まれています。Macie は、Macie を利用できるすべてのAWS リージョン場所でサービスにリンクされ
たこのロールを使用します。

サービスにリンクされたロールを使用することで、必要なアクセス許可を手動で追加する必要がなくなる
ため、Macie の設定が簡単になります。サービスにリンクされたこのロールについては、Macie が定義し
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ます。特に定義されている場合を除き、Macie 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
た許可には信頼ポリシーと許可ポリシーが含まれ、その許可ポリシーを他の IAM エンティティにアタッチ
することはできません。

サービスにリンクされたロールを作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザーまたはロールなど) に
許可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービス
リンクロールのアクセス許可」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には、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許可の削除が防止さ
れ、 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、「サービスにリンクされたロール」の列内で「はい」と表記されたサービスを確認して
ください。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するには、[あり] リン
クを選択します。

トピック
• Amazon Macie のサービスリンクロール許可 (p. 360)
• Amazon Macie のサービスリンクロールの作成 (p. 361)
• Amazon Macie のサービスリンクロールを編集する (p. 361)
• Amazon Macie のサービスリンクロールを削除する (p. 362)
• Amazon Macie サービスにリンクされたロールをサポートしますAWS リージョン。 (p. 362)

Amazon Macie のサービスリンクロール許可
Amazon Macie は、サービスにリンクされたロールとしてを使用しま
すAWSServiceRoleForAmazonMacie。サービスにリンクされたこのロール
は、macie.amazonaws.comロールを継承するためにサービスを信頼します。

ロールのアクセス許可ポリシーには、MacieAmazonMacieServiceRolePolicy が指定したリソースに
対して次のようなタスクを実行することが許可されます。

• Amazon S3 アクションを使用して、S3 バケットとオブジェクトに関する情報を取得します。
• Amazon S3 アクションを使用して、S3 オブジェクトを取得します。
• AWS Organizationsアクションを使用して、関連するアカウントに関する情報を取得します。
• Amazon CloudWatch Logs アクションを使用して、機密データ検出ジョブのイベントをログに記録しま

す。

ロールは以下のアクセス権限ポリシーで設定されます。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "iam:ListAccountAliases", 
        "organizations:DescribeAccount", 
        "organizations:ListAccounts", 
        "s3:GetAccountPublicAccessBlock", 
        "s3:ListAllMyBuckets", 
        "s3:GetBucketAcl", 
        "s3:GetBucketLocation", 
        "s3:GetBucketLogging", 
        "s3:GetBucketPolicy", 
        "s3:GetBucketPolicyStatus", 
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        "s3:GetBucketPublicAccessBlock", 
        "s3:GetBucketTagging", 
        "s3:GetBucketVersioning", 
        "s3:GetBucketWebsite", 
        "s3:GetEncryptionConfiguration", 
        "s3:GetLifecycleConfiguration", 
        "s3:GetReplicationConfiguration", 
        "s3:ListBucket", 
        "s3:GetObject", 
        "s3:GetObjectAcl", 
        "s3:GetObjectTagging" 
      ], 
      "Resource": "*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "logs:CreateLogGroup" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/macie/*" 
      ] 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
        "logs:CreateLogStream", 
        "logs:PutLogEvents", 
        "logs:DescribeLogStreams" 
      ], 
      "Resource": [ 
        "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/macie/*:log-stream:*" 
      ] 
    } 
  ]
}

AmazonMacieServiceRolePolicyポリシーの更新の詳細については、を参照してくださいAmazon 
MacieAWS がマネージドポリシーへの Amazon Macie のの更新 (p. 364)。

サービスにリンクされたロールを作成、編集、削除を IAM エンティティ (ユーザーまたはロールなど) に許
可するには、許可を設定する必要があります。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サービスリ
ンクロールのアクセス許可」を参照してください。

Amazon Macie のサービスリンクロールの作成
Amazon MacieAWSServiceRoleForAmazonMacie のサービスリンクロールを手動で作成する必要はあ
りません。で Macie を有効化するとAWS アカウント、Macie はサービスにリンクされたロールを自動的
に作成します。

Macie サービスリンクロールを削除したが、再作成する必要がある場合は、同じプロセスで、アカウント
にロールを再作成することができます。Macie を再作成すると、Macie が再度ユーザーのためにサービス
リンクロールを作成します。

Amazon Macie のサービスリンクロールを編集する
Amazon Macie では、AWSServiceRoleForAmazonMacieサービスにリンクされたロールを編集できま
せん。サービスにリンクされたロールを作成すると、多くのエンティティによってロールが参照される可
能性があるため、ロール名を変更することはできません。ただし、IAM を使用したロールの説明の編集は
できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「サービスにリンクされたロールの編集」を参照して
ください。
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Amazon Macie のサービスリンクロールを削除する
Amazon Macie を使用する必要がなくなった場合は、AWSServiceRoleForAmazonMacieサービスにリ
ンクされたロールを手動で削除することをお勧めします。Macie を無効化しても、Macie はロールを削除
しません。

ロールを削除する前に、MacieAWS リージョン を有効化されている各 Macie で Macie を無効化する必要
があります。また、ロールのリソースを手動でクリーンアップする必要があります。ロールを削除する
には、IAM コンソール、、、AWS CLI、またはAWS API を使用できます。詳細については、「IAM ユー
ザーガイド」の「サービスにリンクされたロールの削除」を参照してください。

Note

Macie がリソースを削除する際に、MacieAWSServiceRoleForAmazonMacie がロールを使用
している場合、削除は失敗することがあります。失敗した場合は、数分待ってから再度オペレー
ションを実行してください。

AWSServiceRoleForAmazonMacieサービスにリンクされたロールを削除したが、再作成する必要があ
る場合は、アカウントにMacie を有効作成することができます。Macie を再作成すると、Macie が再度
ユーザーのためにサービスリンクロールを作成します。

Amazon Macie サービスにリンクされたロールをサポートします
AWS リージョン。
Amazon Macie は、AWSServiceRoleForAmazonMacie Macie を利用できるすべてのAWS リージョン場
所でサービスにリンクされたロールを使用できます。Macie が現在利用できるリージョンのリストについ
ては、の「Amazon Macie エンドポイントとクォータ」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。

Amazon Macie の AWS マネージドポリシー

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

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

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

Amazon Macie には、ポリシーとポリシーという 2AWSAmazonMacieServiceRolePolicy つの管理ポ
リシーが用意されています。AmazonMacieFullAccess

トピック
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• AWS マネージドポリシー: AmazonMacieFullAccess (p. 363)
• AWS マネージドポリシー: AmazonMacieServiceRolePolicy (p. 364)
• Amazon MacieAWS がマネージドポリシーへの Amazon Macie のの更新 (p. 364)

AWS マネージドポリシー: AmazonMacieFullAccess

IAM エンティティに、AmazonMacieFullAccessこのポリシーをアタッチできます。

このポリシーは、IAM アイデンティティ (プリンシパル) が Macie サービスにリンクされたロールを作成
し (p. 359)、Amazon Macie のすべての読み取りおよび書き込みアクションを実行できるようにする管理
者権限を付与します。プリンシパルが自分のアカウントで Macie を有効にするには、ポリシーをプリンシ
パルにアタッチする必要があります。つまり、自分のアカウントで Macie を有効にするには、プリンシパ
ルに Macie サービスにリンクされたロールを作成することを許可する必要があります。

許可の詳細

このポリシーには、以下の許可が含まれています。

• macie2-プリンシパルが Amazon Macie のすべての読み取りおよび書き込みアクションを実行すること
を許可します。

• iam-プリンシパルがサービスにリンクされたロールを作成することを許可しま
す。Resourceこの要素は、Macie のサービスにリンクされたロールを指定しま
す。Conditioniam:AWSServiceNameStringLikeエレメントは条件キーと条件演算子を使用し
て、Macie のサービスにリンクされたロールへのアクセス権限を制限します。

• pricing—AWS アカウント プリンシパルがフォームの価格データを取得できるようにしますAWS 
Billing and Cost Management。Macie はこのデータを使用して、プリンシパルが機密データディスカバ
リジョブを作成および設定する際の推定コストを計算して表示します。

{ 
   "Version": "2012-10-17", 
   "Statement": [ 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": [ 
            "macie2:*" 
         ], 
         "Resource": "*" 
      }, 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
         "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/macie.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMacie", 
         "Condition": { 
            "StringLike": { 
               "iam:AWSServiceName": "macie.amazonaws.com" 
            } 
         } 
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      }, 
      { 
         "Effect": "Allow", 
         "Action": "pricing:GetProducts", 
         "Resource": "*" 
      } 
   ]
}

AWS マネージドポリシー: AmazonMacieServiceRolePolicy

IAM エンティティに AmazonMacieServiceRolePolicy をアタッチすることはできません。このポリ
シーは、Macie がユーザーに代わってがアクションを実行することをする、サービスにリンクされたロー
ルにアタッチされます。詳細については、「Amazon Macie のサービスにリンクされたロール (p. 359)」
を参照してください。

Amazon MacieAWS がマネージドポリシーへの Amazon Macie 
のの更新

Amazon Macie のAWSマネージドポリシーは、このサービスがする、このサービスがする、このサービ
スがする、このサービスがこれらのサービスがこれらのポリシーののののののを、このサービスがする、
このページの変更に関する自動通知については、Macie [[Document history] (ドキュメント履歴 (p. 390)) 
ページの RSS フィードにサブスクライブしてください。

変更 説明 日付

AmazonMacieFullAccess (p. 363)— 
既存のポリシーの更新

Macie 
が、AmazonMacieFullAccessこ
のポリシーでは、Macie 
は、Macie がサービスにリン
クされたロールの Amazon リ
ソースネーム (ARN) を更新し
ました (aws-service-role/
macie.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMacie)。

2022 年 6 月 30 日

AmazonMacieServiceRolePolicy (p. 360)— 
既存のポリシーの更新

Macie は Amazon Macie 
ClassicAmazonMacieServiceRolePolicy
のアクションとリソースをポリ
シーから削除しました。Amazon 
Macie Classie Classic が廃止さ
れ、現在は利用できなくなって
います。

具体的には、MacieAWS 
CloudTrail はすべてのアク
ションを削除しました。Macie 
は、、、およびのリソースの 
Amazon S3arn:aws:s3:::*-
awsmacietrail-* アク
ションもすべて削除しまし
た。arn:aws:s3:::awsmacie-

2022 年 5 月 20 日
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変更 説明 日付
*arn:aws:s3:::awsmacietrail-
*

AmazonMacieFullAccess (p. 363)— 
既存のポリシーの更新

MacieAmazonMacieFullAccess
はポリシーにAWS Billing and 
Cost Management (pricing) ア
クションを追加しました。この
アクションにより、プリンシパ
ルはアカウントの価格データを
取得できます。Macie はこのデー
タを使用して、プリンシパルが
機密データディスカバリジョブ
を作成および設定する際の推定
コストを計算して表示します。

また、Macie は 
Amazon Macie Classic 
(macie)AmazonMacieFullAccess
アクションをポリシーから削除
しました。

2022 年 3 月 7 日

AmazonMacieServiceRolePolicy (p. 360)— 
既存のポリシーの更新

MacieAmazonMacieServiceRolePolicy
がこのポリシーに Amazon 
CloudWatch ログのアクションを
追加しました。Macie がこれらの
アクションは、Macie がログに発
行して CloudWatch 、機密デー
タ検出ジョブにできるようにし
ます。

2021 年 4 月 13 日

Macie が変更のの Macie がその AWS マネージドポ
リシーの変更の追跡を開始しま
した。

2021 年 4 月 13 日

Amazon Macie のアイデンティティとアクセスのトラ
ブルシューティング
次の情報は、Amazon Macie とAWS Identity and Access Management (IAM) の使用に伴って発生する可能
性がある一般的な問題の診断や修復に役立ちます。

トピック
• Amazon Macie でアクションを実行する権限がありません。 (p. 365)
• 以外のユーザーに Amazon MacieAWS アカウント リソースへのアクセスを許可したい (p. 366)

Amazon Macie でアクションを実行する権限がありません。
あるアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合、そのアクションを実行できるよう
にポリシーを更新する必要があります。

次のエラー例では、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して、ある空想の my-example-
widget リソースに関する詳細を表示しようとしたときに発生する内容を示しています。ただし、ユー
ザーは空想の macie2:GetWidget 許可を持っていません。
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User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 macie2:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、mateojackson ユーザーに対するポリシーを更新して、macie2:GetWidget アクションを使
用した my-example-widget リソースへのアクセスを許可する必要があります。

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

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

詳細については、以下を参照してください。

• Macie がこれらの機能をサポートしているかどうかについては、「」を参照してくださいAmazon Macie 
との連携方法AWS Identity and Access Management (p. 347)。

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

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

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

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

Amazon Macie でのログ記録とモニタリング
Amazon Macie はAWS CloudTrail、ユーザー、ロール、またはのサービスによって Macie で実行されたア
クションを記録するサービスであるAWS のサービスと統合されています。これには、Amazon Macie コ
ンソールからのアクションと Amazon Macie API オペレーションへのプログラムによる呼び出しが含まれ
ます。 CloudTrail収集された情報を使用して、Macie に対してに対してに対してに対してに対してに対し
てに対してに対してに対してに対してに対してに対してに対してに対してに対してに対してに対してに対
してに対してに対してに対してに対してに対してに対してに対してに対してに対してに対してに対してに
対してに対して リクエストごとに、リクエスト日時、リクエスト元の IP アドレス、作成者、その他の詳
細を確認できます。詳細については、「AWS CloudTrail を使用した Amazon Macie API コールのログ作
成 (p. 370)」を参照してください。

Amazon Macie のコンプライアンス検証
AWS のサービス が特定のコンプライアンスプログラムの対象であるかどうかを確認するには、「コンプ
ライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス のサービス」をご覧いただき、関心のあるコ
ンプライアンスプログラムを選択してください。一般的な情報については、AWS コンプライアンスプログ
ラムを参照してください。
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AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細については、
「AWS Artifact におけるダウンロードレポート」を参照してください。

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

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

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

Note

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

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

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

• AWS Security Hub – この AWS のサービス は、AWS 内のセキュリティ状態の包括的ビューを提供し
ます。Security Hub では、お客様の AWS リソースを評価し、セキュリティ業界の標準やベストプラク
ティスへの準拠を確認するために、セキュリティコントロールを使用しています。サポートされている
サービスとコントロールのリストについては、「Security Hub コントロールリファレンス」を参照して
ください。

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

Amazon Macie の耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョン とアベイラビリティーゾーンを中心として
構築されます。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および隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラ
ビリティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションと
データベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複
数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性が高く、フォールトトレラントで、スケーラブル
です。

AWS 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。

Amazon Macie 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 Macie は、「Amazon Web Services: セキュリティプロセスの概要」ホワイト
ペーパーで説明されている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順で保護されています。

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

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

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

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)AWS を使用してリソースをホストする場合、VPC と 
Amazon Macie の間のプライベート接続を確立できます。Amazon VPC は、AWS のサービスAWSお客様
の定義する仮想ネットワークでリソースを起動するために使用できるのサービスです。VPC を使用する
と、IP アドレス範囲、サブネット、ルートテーブル、ネットワークゲートウェイなどのネットワーク設定
を制御できます。

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

各インターフェイスエンドポイントは、サブネット内の 1 つ以上の Elastic Network Interface によって表
されます。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターフェイス VPCAWS のサービス エ
ンドポイントへのアクセスと使用」を参照してください。

トピック
• Amazon Macie VPC エンドポイントに関する考慮事項 (p. 368)
• Amazon Macie 用のインターフェイス VPC エンドポイントの作成 (p. 369)

Amazon Macie VPC エンドポイントに関する考慮事項
Amazon Macie は、アジアパシフィック (大阪) リージョンを除く、現在利用可能なすべての VPC エンド
ポイントをサポートしています。AWS リージョンMacie が現在利用できるリージョンのリストについて
は、の「Amazon Macie エンドポイントとクォータ」を参照してくださいAWS 全般のリファレンス。さら
に、Macie は、その API アクションの VPC からの呼び出しをサポートしています。

Macie 用にインターフェイス VPC エンドポイントを作成する場合は、VPC サポートを提供し、Amazon 
EventBridge や MacieAWS のサービス と統合する他のエンドポイントにも同じことを検討してくださ
いAWS Security Hub。これで、Macie とそれらのサービスは統合に VPC エンドポイントを使用できま
す。たとえば、Macie 用の VPC エンドポイントとSecurity Hub 用の VPC エンドポイントを作成した場
合、Macie は結果をSecurity Hub に公開するときに VPC エンドポイントを使用し、Security Hub は結果を
受け取ったときに VPC エンドポイントを使用できます。VPC エンドポイントをサポートするサービスの
詳細については、Amazon VPCAWS PrivateLink ユーザーガイドの「との統合」を参照してくださいAWS 
のサービス。

その他の考慮事項については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターフェイス VPCAWS のサービス 
エンドポイントへのアクセスと使用」を参照してください。

Macie では、VPC エンドポイントポリシーがサポートされていないことに注意してください。デフォルト
では、エンドポイントを通した Macie へのフルアクセスが許可されます。詳細については、Amazon VPC 
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ユーザーガイドの「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。

Amazon Macie 用のインターフェイス VPC エンドポ
イントの作成
Amazon Macie サービス用のインターフェイス VPC エンドポイントを作成するには、Amazon VPC コン
ソールまたはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用できます。詳細については、Amazon VPC 
ユーザーガイドの「VPC エンドポイントの作成」を参照してください。

Macie 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。

• com.amazonaws.region.macie2

ここで、regionAWS リージョン は該当する地域コードです。

エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名を使用
して、米国東部 (バージニア北部) リージョンのデフォルト DNS 名を使用して、macie2.us-
east-1.amazonaws.com Macie に API リクエストを実行できます。

詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「インターフェイス VPCAWS のサービス エンドポイン
トへのアクセスと使用」を参照してください。
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の Macie 情報 CloudTrail

AWS CloudTrail を使用した Amazon 
Macie API コールのログ作成

Amazon Macie はAWS CloudTrail、ユーザー、ロール、または他のユーザーが Macie で実行されたア
クションの記録を提供するサービスである、AWS のサービスと統合されています。 CloudTrailは、
は、Macie のすべての API 呼び出しをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出しに
は、Amazon Macie コンソールからの呼び出しと、Amazon Macie API オペレーションへのコード呼び出
しが含まれます。

証跡を作成する場合は、Macie CloudTrail のイベントなど、Amazon Simple Storage Service (Amazon 
S3) バケットへのイベントの継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、 
CloudTrail コンソールの [Event history] を使用して最新のイベントを表示できます。によって収集された
情報を使用して CloudTrail、Macie に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リ
クエスト日時などの詳細を確認できます。

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

トピック
• の Amazon Macie 情報AWS CloudTrail (p. 370)
• Amazon Macie S ログファイルエントリの理解 (p. 371)

の Amazon Macie 情報AWS CloudTrail
AWS CloudTrailAWS アカウントアカウントを作成すると、が有効になります。Amazon Macie 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] ( CloudTrail イベント履歴)AWS の他ののイベ
ントとともに記録されます。の最近のイベントは、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、AWS CloudTrailユーザーガイドの「 CloudTrail イベント履歴によるイベントの表
示」を参照してください。

Macie のイベントなどAWS アカウント、あなたのイベントの継続的な記録については、証跡を作成し
ます。証跡により CloudTrail 、はログファイルを S3 バケットに配信できます。デフォルトでは、AWS 
CloudTrailコンソールを使用して証跡を作成すると、証跡がすべてのに適用されますAWS リージョン。証
跡では、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がログに記録され、指定した S3 バ
ケットにログファイルが配信されます。さらに、 CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータ
に基づいた行動のために他のAWS のサービスを設定できます。次のトピックの詳細については、「AWS 
CloudTrail ユーザーガイド」を参照してください。

• AWS アカウント の追跡の作成
• CloudTrail サポート対象のサービスとインテグレーション
• Amazon SNS の設定 CloudTrail
• CloudTrail 複数のリージョンからの受け取り
• CloudTrail 複数のアカウントからの受け取り

すべての Macie アクションは CloudTrail 、Amazon Macie API リファレンスで説明されています。たとえ
ば、ListFindingsCreateFindingsFilterおよびの各アクションを呼び出すと、 CloudTrail ログファ
イルにエントリが生成されます。

各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。
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• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか.

• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。

• リクエストが、別の AWS のサービス によって送信されたかどうか。

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

Amazon Macie S ログファイルエントリの理解
証跡は、指定した S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できる設定です。AWS CloudTrail ロ
グファイルには、1 つ以上のログエントリが含まれます。イベントは、任意のソースからの単一の要求を
表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する情報が含まれます。 
CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースではないため、特
定の順序では表示されません。

次の例は、Amazon Macie CloudTrail ListFindings アクションを示すログエントリの例です。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "IAMUser", 
        "principalId": "123456789012", 
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary", 
        "accountId": "123456789012", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "userName": "Mary", 
    }, 
    "eventTime": "2020-05-22T16:09:56Z", 
    "eventSource": "macie2.amazonaws.com", 
    "eventName": "ListFindings", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "198.51.100.1", 
    "userAgent": "console.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "sortCriteria": { 
            "attributeName": "updatedAt", 
            "orderBy": "DESC" 
        }, 
        "findingCriteria": { 
            "criterion": { 
                "archived": { 
                    "eq": [ 
                        "false" 
                    ] 
                }, 
                "category": { 
                    "eq": [ 
                        "POLICY" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        "maxResults": 10 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "d58af6be-1115-4a41-91f8-ace03example", 
    "eventID": "ad97fac5-f7cf-4ff9-9cf2-d0676example", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
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    "recipientAccountId": "123456789012"
}
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Amazon Macie リソースのタグ付け
タグは、特定のタイプのリソースなど、AWSリソースに対して定義および割り当てることができるオプ
ションのラベルです。タグを使用すると、目的別、所有者別、環境別など、さまざまな方法でリソースを
識別、分類、管理するのに役立ちます。例えば、タグを使用して、ポリシーを適用したり、コストを割り
当てたり、リソースのバージョンを区別したり、特定のコンプライアンス要件やワークフローをサポート
するリソースを識別したりできます。

タグを割り当てることができる Macie リソースには、許可リスト、カスタムデータ識別子、結果のフィル
タールールと抑制ルール、機密データディスカバリジョブなどがあります。お客様が組織の Macie 管理者
である場合、組織のメンバーアカウントにタグを割り当てることもできます。

トピック
• タグ付けの基本 (p. 373)
• IAMポリシーでタグを使用する (p. 374)
• Amazon Macie リソースへのタグの追加 (p. 374)
• Amazon Macie リソースのタグを確認する (p. 377)
• Amazon Macie リソースのタグを編集する (p. 379)
• Amazon Macie リソースからのタグの削除 (p. 381)

タグ付けの基本
リソースには、最大 50 個のタグを含めることができます。タグはそれぞれ、1 つの必須タグキーとオプ
ションの 1 つのタグ値で構成されており、どちらもお客様側が定義します。タグキーは、より具体的な
タグ値のカテゴリのように動作する、一般的なラベルです。タグ値は、タグキーの記述子として機能しま
す。

たとえば、カスタムデータ識別子と機密データ検出ジョブを作成して、ワークフローのさまざまなポ
イント (1 つのセットはステージングされたデータ用、もう 1 つのセットは本番データ用) でデータを
分析する場合、Stackそれらのリソースにタグキーを割り当てることができます。Stackタグキーの
値は、Stagingステージングされたデータを分析するために設計されたカスタムデータ識別子やジョ
ブ、Productionその他に使用される場合があります。

タグを定義してリソースに割り当てる際、以下の点に注意してください。

• 各リソースには、最大 50 個のタグを設定できます。
• タグキーは、リソースごとにそれぞれ一意である必要があります。また、タグ値は 1 つのみです。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。ベストプラクティスとして、タグを大文字にするた

めの戦略を定義し、その戦略をリソース全体で一貫して実装することをお勧めします。
• タグキーには、最大 128 文字まで入力できます。タグ値には、最大 256 文字まで入力できます。文字に

は、文字、数字、スペース、または記号 () を使用できます。
• aws:AWSプレフィックスはが使用できるようになっています。定義したタグキーや値には使用できま

せん。また、このプレフィックスを使用するタグキーや値を変更または削除することはできません。こ
のプレフィックスを使用するタグは、リソースあたりのタグ数のクォータ (50 個) にはカウントされませ
ん。

• 割り当てたタグは、自分だけが使用でき、AWS リージョン割り当てたタグでのみ使用できます。AWS 
アカウント
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• リソースを削除すると、リソースに割り当てられているすべてのタグも削除されます。

その他の制限事項、ヒント、ベストプラクティスについては、「AWSタギングリソースユーザーガイド」
を参照してください。

Important

機密データやその他の種類の機密データをタグに保存しないでください。タグにはAWS のサービ
ス、を含む多くのユーザーからアクセスできますAWS Billing and Cost Management。機密データ
に使用することを意図していません。

Macie リソースのタグを追加および管理するには、Amazon Macie コンソール、Amazon Macie API、AWS 
Resource Groupsコンソールのタグエディター、AWS Resource Groupsまたはタギング API を使用できま
す。Macie では、リソースの作成時にリソースにタグを追加できます。また、既存のリソースにタグを追
加して管理することもできます。Resource Groups を使用すると、Macie を含む複数の既存のリソースに
タグを一括して追加および管理できます。AWS のサービス詳細については、TagingAWS Resources ユー
ザーガイドを参照してください。

IAMポリシーでタグを使用する
リソースのタグ付けを開始した後、タグベースのリソースレベルのアクセス許可をAWS Identity and 
Access Management (IAM) ポリシーで定義できます。このようにタグを使用することで、AWS アカウン
トリソースの作成とタグ付けを行う権限を持つユーザーとロールと、より一般的にタグを追加、編集、
削除する権限を持つユーザーとロールをきめ細かく制御できます。タグに基づいてアクセスを制御するに
は、IAM ポリシーの Condition 要素でタグ関連の条件キーを使用できます。

例えば、Ownerリソースのタグでユーザー名を指定している場合、ユーザーにすべての Amazon Macie リ
ソースへのフルアクセスを許可するポリシーを作成できます。

{ 
    "Version":"2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ModifyResourceIfOwner", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "macie2:*", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEqualsIgnoreCase": {"aws:ResourceTag/Owner": "${aws:username}"} 
            } 
        } 
    ]
}

タグをベースにしてリソースレベルでアクセス許可を定義した場合、そのアクセス許可は即座に反映され
ます。つまり、リソースが作成されるとすぐにリソースの安全性が増し、新しいリソースにタグの使用を
すぐに強制できるようになります。リソースレベルのアクセス許可を使用して、新しいリソースと既存の
リソースに、どのタグキーと値を関連付けるかを制御することもできます。詳細については、IAM ユー
ザーガイドのタグを使用したAWSリソースへのアクセスのコントロールを参照してください。

Amazon Macie リソースへのタグの追加
個の Amazon Macie リソースにタグを追加するには、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie 
API を使用できます。複数の Macie リソースに同時にタグを追加するには、AWS Resource Groupsコン
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ソールのタグエディターまたはタグ付け APIAWS Resource Groups のタグ付けオペレーションを使用しま
す。

Important

リソースにタグを追加すると、リソースへのアクセスに影響を与える可能性があります。リソー
スにタグを追加する前に、タグを使用してリソースへのアクセスを管理する可能性のあるAWS 
Identity and Access Management (IAM) ポリシーを必ず確認してください。

Console

許可リスト、カスタムデータ識別子、または機密データ検出ジョブを作成すると、Amazon Macie コ
ンソールにはリソースにタグを追加するためのオプションが表示されます。フィルターや抑制ルー
ル、または組織のメンバーアカウントにタグを追加するには、タグを追加する前にリソースを作成す
る必要があります。

Amazon Macie コンソールを使用して 1 つ以上のタグを既存のリソースに 1 つ以上のタグを追加する
には、次のステップに従います。

リソースにタグを追加するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. タグを追加するリソースのタイプに応じて、次のいずれかの操作を行います。

• 許可リストについては、ナビゲーションペインで [許可リスト] を選択します。

次に、テーブルでリストのチェックボックスをオンにします。次に、[アクション] メニューの 
[タグの管理] を選択します。

• カスタムデータ識別子については、ナビゲーションペインで [カスタムデータ識別子] を選択し
ます。

次に、テーブルで、カスタムデータ識別子のチェックボックスをオンにします。次に、[アク
ション] メニューの [タグの管理] を選択します。

• フィルターまたは抑制ルールについては、ナビゲーションペインで [結果] を選択します。

次に、「保存されたルール」リストで、ルールの横にある編集アイコン ( ) を選択します。次
に、[タグを管理] を選択します。

• 組織のメンバーアカウントの場合は、ナビゲーションペインで [Accounts] を選択します。

次に、テーブルで、目的のアカウントのチェックボックスをオンにします。次に、[アクション] 
メニューの [タグの管理] を選択します。

• 機密データ検出ジョブの場合は、ナビゲーションペインで [ジョブ] を選択します。

次に、テーブルで、目的のジョブのチェックボックスをオンにします。次に、[アクション] メ
ニューの [タグの管理] を選択します。

「タグを管理」ウィンドウには、現在リソースに割り当てられているすべてのタグが一覧表示さ
れます。

3. 「タグを管理」ウィンドウで、「タグを編集」 を選択します。
4. [Add tag] (タグを追加) を選択します。
5. キーボックスに、リソースに追加するタグのタグキーを入力します。次に、「値」ボックスに、

オプションでキーのタグ値を入力します。

タグキーには最大 128 文字を含めることができます。タグ値は最大 256 文字を含めることができ
ます。文字には、文字、数字、スペース、または記号 () を使用できます。
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6. (オプション) リソースに別のタグを追加するには、[タグを追加] (Add tag) をクリックし、前の手
順を繰り返します。1 つのリソースには、最大 50 個のタグを割り当てることができます。

7. タグの追加を完了したら、[Save] を選択します。

API

リソースを作成し、そのリソースに 1 つ以上のタグをプログラム的に追加するには、Create作成す
るリソースのタイプに応じた適切な操作を使用します。

• 許可リスト — CreateAllowListオペレーションを使用するか、AWS Command Line Interface (AWS 
CLI) create-allow-listを使用している場合はコマンドを実行します。

• カスタムデータ識別子 — CreateCustomDataIdentifierオペレーションを使用するかAWS 
CLI、create-custom-data-identifierを使用している場合はコマンドを実行します。

• フィルターまたは抑制ルール — CreateFindingsFilter操作を使用するか、create-findings-filterを使用
している場合はコマンドを実行します。AWS CLI

• メンバーアカウント — CreateMemberオペレーションを使用するか、を使用している場合は create-
member コマンドを実行します。AWS CLI

• 機密データ検出ジョブ — CreateClassificationJobオペレーションを使用するかAWS CLI、create-
classification-jobを使用している場合はコマンドを実行します。

リクエストでは、tagsパラメータを使用して、リソースに追加する各タグのタグキー (keyvalue) と
オプションのタグ値 () を指定します。tagsパラメータは、string-to-string タグキーとそれに関連する
タグ値のマップを指定します。

既存のリソースに 1 つ以上のタグを追加するには、Amazon Macie API TagResourceのオペレーショ
ンを使用するか、を使用している場合は tag-resource コマンドを実行します。AWS CLIリクエスト
で、タグを追加するリソースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。tagsパラメータを
使用して、リソースに追加する各タグのタグキー (keyvalue) とオプションのタグ値 () を指定しま
す。Create操作やコマンドの場合と同様に、tags string-to-string パラメータはタグキーとそれに関
連するタグ値のマップを指定します。

たとえば、AWS CLI次のコマンドは、Production指定されたジョブにタグ値を持つタグキーを追加
します。Stackこの例は Microsoft Windows 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させる
ためにキャレット (^) の行継続文字を使用しています。

C:\> aws macie2 tag-resource ^
--resource-arn arn:aws:macie2:us-east-1:123456789012:classification-
job/3ce05dbb7ec5505def334104bexample ^
--tags={\"Stack\":\"Production\"}

実行する条件は以下のとおりです。

• resource-arnタグを追加するジョブの ARN を指定します。
• Stackジョブに追加するタグのタグキーです。
• Production指定されたタグキーのタグ値 (Stack) です。

次の例では、コマンドはジョブにいくつかのタグを追加します。

C:\> aws macie2 tag-resource ^
--resource-arn arn:aws:macie2:us-east-1:123456789012:classification-
job/3ce05dbb7ec5505def334104bexample ^
--tags={\"Stack\":\"Production\",\"CostCenter\":\"12345\",\"Owner\":\"jane-doe\"}
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tagsマップ内の各タグには、keyvalueと引数の両方が必要です。ただし、value引数の値は空の文
字列とすることができます。タグ値をタグキーに関連付けない場合、value引数の値を指定しないで
ください。たとえば、AWS CLI次のコマンドは、Ownerタグ値が関連付けられていないタグキーを追
加します。

C:\> aws macie2 tag-resource ^
--resource-arn arn:aws:macie2:us-east-1:123456789012:classification-
job/3ce05dbb7ec5505def334104bexample ^
--tags={\"Owner\":\"\"}

タグ操作が成功すると、Macie は空の HTTP 204 レスポンスを返します。それ以外の場合、Macie は 
HTTP 4xx またはオペレーションが失敗した理由を示す 500 レスポンスを返します。

Amazon Macie リソースのタグを確認する
Amazon Macie リソースのタグ (タグキーとタグ値の両方) は、Amazon Macie コンソールまたは Amazon 
Macie API を使用して確認できます。複数の Macie リソースに対して同時にこの処理を行いたい場合
は、AWS Resource Groupsコンソールのタグエディターを使用するか、AWS Resource GroupsTagging 
API のタグ操作を使用できます。

Console

Amazon Macie コンソールを使用してリソースのタグを確認するには、次のステップに従います。

リソースのタグを確認するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. タグを確認するリソースのタイプに応じて、次のいずれかの操作を行います。

• 許可リストについては、ナビゲーションペインで [許可リスト] を選択します。

次に、テーブルでリストのチェックボックスをオンにします。次に、[アクション] メニューの 
[タグの管理] を選択します。

• カスタムデータ識別子については、ナビゲーションペインで [カスタムデータ識別子] を選択し
ます。

次に、テーブルで、カスタムデータ識別子のチェックボックスをオンにします。次に、[アク
ション] メニューの [タグの管理] を選択します。

• フィルターまたは抑制ルールについては、ナビゲーションペインで [結果] を選択します。

次に、「保存されたルール」リストで、ルールの横にある編集アイコン ( ) を選択します。次
に、[タグを管理] を選択します。

• 組織のメンバーアカウントの場合は、ナビゲーションペインで [Accounts] を選択します。

次に、テーブルで、目的のアカウントのチェックボックスをオンにします。次に、[アクション] 
メニューの [タグの管理] を選択します。

• 機密データ検出ジョブの場合は、ナビゲーションペインで [ジョブ] を選択します。

次に、テーブルで、目的のジョブのチェックボックスをオンにします。次に、[アクション] メ
ニューの [タグの管理] を選択します。

「タグを管理」ウィンドウには、現在リソースに割り当てられているすべてのタグが一覧表示さ
れます。例えば、次の画像は、カスタムデータ識別子に割り当てられたタグを示しています。
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この例では、カスタムデータ識別子に 3 つのタグが割り当てられます。1 つはタグ値が関連付け
られていない所有者タグキー、CostCenter関連付けられたタグ値として 12345 のタグキー、関連
付けられたタグ値として Production が含まれる Stack タグキーです。

3. タグを確認したら、[キャンセル] を選択してウィンドウを閉じます。

API

既存のリソースのタグをプログラムで取得して確認するには、タグを確認するリソースのタイプに対
応する適切なGet ORDescribe 操作を使用できます。たとえば、GetCustomDataIdentifierオペレー
ションを使用するか、AWS Command Line Interface (AWS CLI) get-custom-data-identifierからコマン
ドを実行すると、tags応答にはオブジェクトが含まれます。オブジェクトには、現在リソースに割り
当てられているすべてのタグ (タグキーとタグ値の両方) が一覧表示されます。

また、Amazon Macie API ListTagsForResourceのオペレーションを使用することもできます。リクエ
ストでは、resourceArnパラメータを使用して、リソースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定
します。を使用している場合はAWS CLI、list-tags-for-resourceコマンドを実行し、resource-arnパ
ラメータを使用してリソースの ARN を指定します。例:

C:\> aws macie2 list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:macie2:us-
east-1:123456789012:classification-job/3ce05dbb7ec5505def334104bexample

前述の例では、arn: aws: macie2: us-east-1:123456789012: classification-
job/3ce05dbb7ec5505def334104bexample############### ARN です。

操作が成功すると、Macie は、現在リソースに割り当てられているすべてのタグ (タグキーとタグ値の
両方)tags を一覧表示するオブジェクトを返します。例:

{ 
    "tags": { 
        "Stack": "Production", 
        "CostCenter": "12345", 
        "Owner": "" 
    }
}

ここでStackCostCenter、、、Ownerはリソースに割り当てられるタグキーです。
Productionは、Stackタグキーに関連付けられているタグ値です。 12345は、CostCenterタグ
キーに関連付けられているタグ値です。Ownerタグキーには、関連するタグ値がありません。

タグの付いたすべての Macie リソースと、それらのリソースのそれぞれに割り当てられたすべての
タグのリストを取得するには、AWS Resource Groupsタグ付け API GetResourcesのオペレーション
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を使用します。リクエストでは、ResourceTypeFiltersパラメータの値をに設定しますmacie2。
を使用してこれを実行するにはAWS CLI、get-resources コマンドを実行し、resource-type-
filtersパラメータの値をに設定しますmacie2。例:

C:\> aws resourcegroupstaggingapi get-resources --resource-type-filters "macie2"

操作が成功すると、Resource Groups は、タグのあるすべての Macie リソースの ARN 
と、ResourceTagMappingListそれらの各リソースに割り当てられたタグキーと値を含む配列を返
します。

Amazon Macie リソースのタグを編集する
Amazon Macie リソースのタグ (タグキーまたはタグ値) を編集するには、Amazon Macie コンソールま
たは Amazon Macie API を使用できます。複数の Macie リソースに対して同時にこれを行うには、AWS 
Resource Groupsコンソールのタグエディターまたはタグ付け APIAWS Resource Groups のタグ付けオペ
レーションを使用します。

Important

リソースのタグを編集すると、リソースへのアクセスに影響する可能性があります。リソース
のタグキーや値を編集する前に、タグを使用してリソースへのアクセスを管理する可能性のある
AWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを必ず確認してください。

Console

Amazon Macie コンソールを使用してリソースのタグを編集するには、次のステップに従います。

リソースのタグを編集するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. タグを編集するリソースのタイプに応じて、次のいずれかの操作を行います。

• 許可リストについては、ナビゲーションペインで [許可リスト] を選択します。

次に、テーブルでリストのチェックボックスをオンにします。次に、[アクション] メニューの 
[タグの管理] を選択します。

• カスタムデータ識別子については、ナビゲーションペインで [カスタムデータ識別子] を選択し
ます。

次に、テーブルで、カスタムデータ識別子のチェックボックスをオンにします。次に、[アク
ション] メニューの [タグの管理] を選択します。

• フィルターまたは抑制ルールについては、ナビゲーションペインで [結果] を選択します。

次に、「保存されたルール」リストで、ルールの横にある編集アイコン ( ) を選択します。次
に、[タグを管理] を選択します。

• 組織のメンバーアカウントの場合は、ナビゲーションペインで [Accounts] を選択します。

次に、テーブルで、目的のアカウントのチェックボックスをオンにします。次に、[アクション] 
メニューの [タグの管理] を選択します。

• 機密データ検出ジョブの場合は、ナビゲーションペインで [ジョブ] を選択します。

次に、テーブルで、目的のジョブのチェックボックスをオンにします。次に、[アクション] メ
ニューの [タグの管理] を選択します。

「タグを管理」ウィンドウには、現在リソースに割り当てられているすべてのタグが一覧表示さ
れます。
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3. 「タグを管理」ウィンドウで、「タグを編集」 を選択します。
4. 次のいずれかを実行します。

• タグキーにタグ値を追加するには、タグキーの横にある値ボックスに値を入力します。
• 既存のタグキーを変更するには、タグの横にある [削除] を選択します。次に [タグを追加] を選

択します。表示されるキーボックスに、新しいタグキーを入力します。必要に応じて、関連す
るタグ値を「値」ボックスに入力します。

• 既存のタグ値を変更するには、値が含まれている「値」ボックスで「X」を選択します。次
に、「値」ボックスに新しいタグ値を入力します。

• 既存のタグ値を削除するには、値が含まれている「値」ボックスで「X」を選択します。
• 既存のタグ (タグキーとタグ値の両方) を削除するには、タグの横の [削除] を選択します。

リソースには、最大 50 個のタグを含めることができます。タグキーには最大 128 文字を含める
ことができます。タグ値は最大 256 文字を含めることができます。文字には、文字、数字、ス
ペース、または記号 () を使用できます。

5. タグの編集を完了したら、[Save] を選択します。

API

リソースのタグをプログラムで編集すると、既存のタグが新しい値で上書きされます。したがって、
タグを編集する最適な方法は、タグキーまたはタグ値を編集するのか、またはその両方を編集する
のか、によって異なります。タグキーを編集するには、現在のタグを削除して新しいタグを追加しま
す (p. 374) (p. 381)。

タグキーに関連付けられているタグ値のみを編集または削除するには、Amazon Macie API
TagResourceのオペレーションを使用して既存の値を上書きするか、AWS Command Line Interface 
(AWS CLI) を使用している場合は tag-resource コマンドを実行します。リクエストで、タグ値を編集
または削除するリソースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。

タグキーのタグ値を編集するには、tagsパラメータを使用してタグ値を変更するタグキーを指定し、
そのキーの新しいタグ値を指定します。たとえば、次のコマンドは、ProductionStack指定された
機密データ検出ジョブに割り当てられたタグキーのタグ値をからに変更します。Stagingこの例は 
Microsoft Windows 用にフォーマットされており、読みやすさを向上させるためにキャレット (^) の行
継続文字を使用しています。

C:\> aws macie2 tag-resource ^
--resource-arn arn:aws:macie2:us-east-1:123456789012:classification-
job/3ce05dbb7ec5505def334104bexample ^
--tags={\"Stack\":\"Staging\"}

実行する条件は以下のとおりです。

• resource-arnジョブの ARN を指定します。
• Stackは、変更するタグ値に関連付けられているタグキーです。
• Staging指定されたタグキー (Stack) の新しいタグ値です。

タグキーからタグ値を削除するには、value引数の値を指定しないでください。tags例:

C:\> aws macie2 tag-resource ^
--resource-arn arn:aws:macie2:us-east-1:123456789012:classification-
job/3ce05dbb7ec5505def334104bexample ^
--tags={\"Stack\":\"\"}
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操作が成功すると、Macie は空の HTTP 204 レスポンスを返します。それ以外の場合、Macie は 
HTTP 4xx またはオペレーションが失敗した理由を示す 500 レスポンスを返します。

Amazon Macie リソースからのタグの削除
Amazon Macie リソースからタグを削除するには、Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API 
を使用できます。複数の Macie リソースに対して同時にこれを行うには、AWS Resource Groupsコンソー
ルのタグエディターまたはタグ付け APIAWS Resource Groups のタグ付けオペレーションを使用します。

Important

リソースからタグを削除すると、リソースへのアクセスに影響を与える可能性があります。タ
グを削除する前に、タグを使用してリソースへのアクセスを管理する可能性のあるAWS Identity 
and Access Management (IAM) ポリシーを必ず確認してください。

Console

Amazon Macie コンソールを使用してリソースから 1 つ以上のタグを削除するには、次のステップに
従います。

リソースからタグを削除するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. タグを削除するリソースのタイプに応じて、次のいずれかの操作を行います。

• 許可リストについては、ナビゲーションペインで [許可リスト] を選択します。

次に、テーブルでリストのチェックボックスをオンにします。次に、[アクション] メニューの 
[タグの管理] を選択します。

• カスタムデータ識別子については、ナビゲーションペインで [カスタムデータ識別子] を選択し
ます。

次に、テーブルで、カスタムデータ識別子のチェックボックスをオンにします。次に、[アク
ション] メニューの [タグの管理] を選択します。

• フィルターまたは抑制ルールについては、ナビゲーションペインで [結果] を選択します。

次に、「保存されたルール」リストで、ルールの横にある編集アイコン ( ) を選択します。次
に、[タグを管理] を選択します。

• 組織のメンバーアカウントの場合、ナビゲーションペインの [Accounts] を選択します。

次に、テーブルで、目的のアカウントのチェックボックスをオンにします。次に、[アクション] 
メニューの [タグの管理] を選択します。

• 機密データ検出ジョブの場合は、ナビゲーションペインで [ジョブ] を選択します。

次に、テーブルで、目的のジョブのチェックボックスをオンにします。次に、[アクション] メ
ニューの [タグの管理] を選択します。

「タグを管理」ウィンドウには、現在リソースに割り当てられているすべてのタグが一覧表示さ
れます。

3. 「タグを管理」ウィンドウで、「タグを編集」 を選択します。
4. 次のいずれかを実行します。

• タグのタグ値のみを削除するには、削除する値を含む「値」ボックスで「X」を選択します。
• タグのタグキーとタグ値の両方を (ペアで) 削除するには、削除するタグの横にある [削除] を選

択します。
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5. (オプション) リソースからさらにタグを削除するには、削除する追加のタグごとに前述の手順を
繰り返します。

6. タグの削除が完了したら、[保存] を選択します。

API

リソースから 1 つ以上のタグをプログラムで削除するには、Amazon Macie API UntagResourceのオ
ペレーションを使用します。リクエストでは、resourceArnパラメータを使用して、タグを削除す
るリソースの Amazon リソースネーム (ARN) を指定します。tagKeysパラメータを使用して、削除
するタグのタグキーを指定します。リソースから特定のタグ値 (タグキーではない) のみを削除するに
は、タグを削除する代わりにタグを編集します (p. 379)。

AWS Command Line Interface(AWS CLI) を使用している場合は、untag-resource コマンドを実行
し、resource-arnパラメーターを使用してタグを削除するリソースの ARN を指定します。tag-
keysパラメータを使用して、削除するタグのタグキーを指定します。たとえば、次のコマンドは、指
定された機密データ検出ジョブからタグ (Stackタグキーとタグ値の両方) を削除します。

C:\> aws macie2 untag-resource ^
--resource-arn arn:aws:macie2:us-east-1:123456789012:classification-
job/3ce05dbb7ec5505def334104bexample ^
--tag-keys Stack

ここで、タグを削除するジョブの ARN を指定し、resource-arnStackは削除するタグのタグキー
を指定します。

リソースから複数のタグを削除するには、tag-keys各タグキーをパラメータの引数として追加しま
す。例:

C:\> aws macie2 untag-resource ^
--resource-arn arn:aws:macie2:us-east-1:123456789012:classification-
job/3ce05dbb7ec5505def334104bexample ^
--tag-keys Stack Owner

ここで、タグを削除するジョブの ARNStack を指定し、resource-arnOwnerは削除するタグのタ
グキーを指定します。

操作が成功すると、Macie は空の HTTP 204 レスポンスを返します。それ以外の場合、Macie は 
HTTP 4xx またはオペレーションが失敗した理由を示す 500 レスポンスを返します。
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AWS CloudFormationメイシーとテンプレート

を使用して Amazon Macie リソース
を作成するAWS CloudFormation

Amazon Macie とAWS CloudFormationAWS 必要なすべてのAWSリソース (カスタムデータ識別子など) を
説明するテンプレートを作成すれば、AWS CloudFormationがお客様に代わって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。

を使用するとAWS CloudFormation、テンプレートを再利用して Macie と リソースを一度記述するとAWS 
アカウントAWS リージョン

トピック
• Amazon MacieAWS CloudFormation と (p. 383)
• AWS CloudFormation の詳細情報 (p. 383)

Amazon MacieAWS CloudFormation と
Amazon Macie と、関連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 形式のテキス
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 または YAML に詳しくない場合は、AWS CloudFormationテンプレートを作成および変更するため
のグラフィックツール、AWS CloudFormation Designer を使用してください。デザイナーを使用すると、 
drag-and-drop インターフェイスを使用してテンプレートリソースを図示し、統合された JSON および 
YAML エディタを使用して詳細を編集できます。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。

次の種類の MacieAWS CloudFormation リソースのテンプレートを作成できます。

• 許可リスト
• カスタムデータ識別子
• 結果のフィルタールールと抑制ルール (結果フィルターとも呼ばれます)

これらのタイプのリソースの JSON テンプレートと YAML テンプレートの例を含む詳細について
は、AWS CloudFormationユーザーガイドの「Amazon Macie と

AWS CloudFormation の詳細情報
の詳細についてはAWS CloudFormation、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
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Macie を停止する

Amazon Macie を停止または無効化
する

Amazon Macie コンソールまたは Amazon Macie API を使用して、特定の AWS リージョン で Amazon 
Macie を停止または無効化できます。Macie は、そのリージョン内のアカウントのすべてのアクティビ
ティの実行を停止します。Macie が停止または無効化されている間は、リージョンでのMacieの使用に対
して課金されません。

Macie を停止または無効化すると、後で再度有効化することができます。

トピック
• Amazon Macie を停止する (p. 384)
• Amazon Macie を無効化する (p. 385)

Amazon Macie を停止する
Amazon Macie を停止すると、Macie は該当する AWS リージョン 内のアカウントのセッション識別子、
設定、およびリソースを保持します。たとえば、既存の調査結果はそのまま残り、最大 90 日間保持され
ます。

ただし、Macie を停止すると、Macie は現在の該当するリージョン内のアカウントですべての
アクティビティの実行を停止します。これには、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
MMInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInSimM 
また Macie は、リージョン内の機密データ検出ジョブをすべてキャンセルします。

Note

ユーザーが組織の Macie 管理者である場合は、アカウントの Macie を停止する前に、アカウント
に関連付けられているすべてのメンバーアカウントを削除する必要があります。

Macie を停止した後、再度有効化することができます。その場合、該当するリージョン内のすべての設定
とリソースへのアクセスを回復し、Macie はそのリージョン内のアカウントのアクティビティを再開しま
す。たとえば、アカウントの S3 バケットインベントリの更新が再開され、セキュリティとアクセスコン
トロールについてバケットのモニタリングが再開されます。これには、機密データ検出ジョブの再開また
は再起動は含まれません。機密データ検出ジョブは、キャンセル後に再開または再起動できません。

このトピックでは、Amazon Macie コンソールを使用して Macie を停止する方法について説明しま
す。UpdateMacieSessionプログラムでこの操作するには、Amazon API の MMacie API の Macie API の 
Macie API の Macie API の Macie API の Macie API の Macie API の Macie

Macie を停止するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、Macie を停止するリージョンを選択

します。
3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
4. [Suspend Macie] (Macie を停止する) を選択します。
5. 確認を求められたら、「Suspend」と入力し、[Suspend] (停止) を選択します。
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Macie を無効化する

追加のリージョンで Macie を停止するには、追加のリージョンごとに前のステップを繰り返します。

Amazon Macie を無効化する
Amazon Macie を無効化すると、Macie は該当する AWS リージョン 内のアカウントのすべての
アクティビティの実行を停止します。これには、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
MMInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInSimM

また、Macie は、調査結果や機密データ検出ジョブを含め、該当するリージョン内のアカウント
に保存または維持している既存の設定とリソースをすべて削除します。Amazon S3 EventBridge 
MMInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInstInSAWS 
のサービス

Warning

Macie を無効化すると、既存の調査結果、機密データ検出ジョブ、カスタムデータ識別子、およ
び該当するリージョン内のアカウントに保存または維持しているその他のリソースもすべて完全
に削除されます。これらのリソースは、削除後は復元できません。Macie の使用を一時停止する
には、Macie を無効化する代わりに Macie を停止します。

ユーザーのアカウントが複数の Macie アカウントを集中管理する組織の一部である場合は、Macie を無効
化する前に、次の操作を実行する必要があります。

• ユーザーのアカウントが Macie メンバーアカウントである場合は、Macie 管理者アカウントから自分の
アカウントの関連付けを解除します。

• ユーザーのアカウントが Macie 管理者アカウントである場合は、アカウントに関連付けられているす
べてのメンバーアカウントを削除し、自分のアカウントとそれらのアカウント間の関連付けを削除しま
す。

このトピックでは、Amazon Macie コンソールを使用して Macie を無効化する方法について説明しま
す。DisableMacieプログラムでこの操作するには、Amazon API の MMacie API の Macie API の Macie 
API の Macie API の Macie API の Macie API の Macie API の Macie

Macie を無効化するには

1. Amazon Macie コンソール (https://console.aws.amazon.com/macie/) を開きます。
2. ページの右上隅にある AWS リージョン セレクターを使用して、Macie を無効化するリージョンを選

択します。
3. ナビゲーションペインで [Settings] (設定) を選択します。
4. [Disable Macie] (Macie を無効化する) を選択します。
5. 確認を求められたら、「Disable」と入力し、[Disable] (無効化) を選択します。

追加のリージョンで Macie を無効化するには、追加のリージョンごとに前のステップを繰り返します。
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Amazon Macie クォータ
AWS アカウント には、AWS のサービス ごとに特定のデフォルトのクォータ (以前は [limits] (制限) と呼
ばれていました) があります。これらのクォータは、アカウントのサービスリソースまたはオペレーショ
ンの最大数です。このトピックでは、アカウントの Amazon Macie のリソースとオペレーションに適用さ
れるクォータについて、リストを示して説明します。特に明記されていない限り、クォータはそれぞれの 
AWS リージョン のアカウントに適用されます。

クォータによっては、引き上げることができないものもあります。クォータの引き上げをリクエストする
には、[Service Quotas console] (Service Quotas コンソール) を使用します。クォータの引き上げをリク
エストする方法についての説明は、Service Quotas ユーザーガイド の「クォータ引き上げリクエスト」を
参照してください。Service Quotas コンソールでクォータが使用できない場合は、の [service limit form] 
(サービス制限の引き上げフォーム) を使用して、クォータの引き上げをリクエストします。AWS Support 
Center Console

アカウント

• メンバーアカウント数 (招待による): 1,000
• メンバーアカウント数 (AWS Organizations を通じて): 5,000

結果

• 機密データ検出ジョブの実行あたりの調査結果:100,000 + 5% のしきい値

このクォータは、Amazon Macie コンソールと Amazon Macie API にのみ適用されます。Macie が 
Amazon EventBridge に発行する検索イベントの数や、Macie がジョブの実行ごとに作成する機密データ
の検出結果の数にはクォータがありません。

• 機密データの調査結果あたりの検出場所の数: 15
• 機密データサンプルの取得と開示のリクエスト:1 日あたり 100 件

このクォータは 24 時間ごとに 00:00:01 UTC+0 にリセットされます。
• 機密データのサンプルを取得して発行する Simple Storage Service (Amazon S3) オブジェクトのサイ

ズ:10 MB

このクォータはアーカイブファイルにも適用されます。
• アカウントあたりのフィルタールールと抑制ルールの数:1,000

機密データ検出

• 機密データ検出ジョブ別のアカウントあたりの月次分析:5 TB

このクォータは、機密データ検出ジョブにのみ適用されます。クォータを最大 1,000 TB (1 PB) まで
引き上げるには、[Service Quotas コンソール] (Service Quotas コンソール) を使用します。1 PB を
超える引き上げをリクエストするには、にあるサービス制限の引き上げフォームAWS Support Center 
Console。

• アカウントあたりのカスタムデータ識別子
• アカウントごとに許可するリスト:10、定義済みのテキストを指定する許可リスト 1 ～ 5 個、正規表現を

指定する許可リスト 1 ～ 5 個

定義済みのテキストを指定する許可リストには、クォータが別途クォータされます。リストには 
100,000 件を超えるエントリを含めることはできません。また、リストのストレージサイズは 35 MB を
超えることはできません。

• 機密データの検出から除外する S3 バケット
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ユーザーのアカウントが組織の Macie 管理者アカウントである場合、このクォータは組織全体に適用さ
れます。

• 機密データ検出ジョブあたりの S3 バケット

ユーザーのアカウントが組織の Macie 管理者アカウントである場合、バケットは組織内の最大 1,000 個
までのアカウントにまたがることができます。

このクォータは、選択した特定のバケットを分析するようにジョブを設定した場合にのみ、ジョブに適
用されます。分析するバケットを判断するためにランタイムバケット基準を使用するジョブには適用さ
れません。

• 機密データ検出ジョブあたりのカスタムデータ識別子の数: 30
• 機密データ検出ジョブごとの許可リスト:10、定義済みのテキストを指定する許可リスト 1 ～ 5 個、正規

表現を指定する許可リスト 1 ～ 5 個
• CreateClassificationJobオペレーション:1 秒あたり 0.1 リクエスト
• 個々のファイルを分析する時間:10 時間
• 分析する個別のファイルのサイズ:

• Adobe Portable Document Format (.pdf) ファイル: 1,024 MB
• Apache Avro オブジェクトコンテナ (.avro) ファイル: 8 GB
• Apache Parquet (.parquet) ファイル: 8 GB
• メールメッセージ (.emL) ファイル:20 GB
• GNU Zip 圧縮アーカイブ (.gz または.gzip) ファイル: 8 GB
• Microsoft Excel ワークブック (.xls または .xlsx) ファイル: 512 MB
• Microsoft Wordドキュメント (.doc または .docx) ファイル: 512 MB
• 非バイナリテキストファイル: 20 GB
• TAR アーカイブ (.tar) アーカイブファイル: 20 GB
• ZIP 圧縮アーカイブ (.zip) ファイル: 8 GB

ファイルが該当するクォータより大きい場合、Macie はファイル内のデータを分析しません。
• 圧縮ファイルまたはアーカイブファイル内のデータの抽出と分析:

• ストレージサイズ (圧縮): GNU Zip 圧縮アーカイブ (.gz または.gzip) ファイルまたは ZIP 圧縮アーカ
イブ (.zip) ファイルでは 8 GB、TAR アーカイブ (.tar) ファイルでは 20 GB

• ネストされたアーカイブの深さ: 10 レベル
• 抽出されたファイルの数: 1,000,000
• 抽出されたバイト数:全体で 10 GB の非圧縮データ。3 GB の非圧縮データ。[supported file type or 

storage format] (サポートされているファイルタイプまたはストレージ形式 (p. 182)) を使用して、3 
GB の非圧縮データ。

圧縮ファイルまたはアーカイブファイルのメタデータが、ファイルが 10 以上のネストされたレベルを
含むか、ストレージサイズまたは抽出されたバイトの適切なクォータを超えていることが示されている
場合、Macie はファイル内のデータを抽出または分析しません。

Macie が圧縮ファイルまたはアーカイブファイル内のデータの抽出と分析を開始し、その後そのファイ
ルが 1,000,000 個を超えるファイルを含むか、抽出されたバイトのクォータを超えていると判断した場
合、Macie はファイル内のデータの分析を停止し、処理されたデータのみについて機密データの調査結
果と検出結果を作成します。

• 構造化データ内のネストされた要素の分析: ファイルあたり 256 レベル

このクォータは、JSON (.json) および JSON Lines (.jsonl) ファイルにのみ適用されます。いずれかのタ
イプのファイルのネストされた深さがこのクォータを超える場合、Macie はファイル内のデータを分析
しません。

• 機密データ検出結果あたりの検出場所の数:機密データ検出タイプあたり 1,000
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• フルネームの検出:アーカイブファイルを含め、ファイルあたり 1,000 個

Macie がファイル内の最初の 1,000 個のフルネームの出現を検出すると、Macie はフルネームのカウン
トの増加と場所データのレポートを停止します。

• 郵送先住所の検出:アーカイブファイルを含め、ファイルあたり 1,000 個

Macie がファイル内の最初の 1,000 個の郵送先住所の出現を検出すると、Macie は郵送先住所のカウン
トとその場所データのレポートを停止します。
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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Amazon Macie のドキュメント履歴
次のテーブルに、Amazon Macie の前回のリリース以後に行われたドキュメントの重要な変更を示しま
す。このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードでサブスクライブできます。

• ドキュメントの最終更新月月月月月月月月月月月月月月月月

変更 説明 日付

新機能 (p. 390) Macie は AWS ユーザー通知と
統合されています。AWS ユー
ザー通知は、AWS のサービス
AWSAWS Management Console
での通知を一元的に管理する新
しい機能です。ユーザー通知で
は、ポリシーや機密データの調査
結果について Macie が公開する 
Amazon EventBridge イベントに
関する通知を生成および送信する
ためのカスタムルールと配信チャ
ネルを設定できます。

月月月月月月月月月月月

更新された内容 (p. 390) Macie が S3 バケットのデフォ
ルトの暗号化設定について提供
する統計とメタデータの説明を
更新しました。Policy:IAMUser/
S3BucketEncryptionDisabledポ
リシー結果の説明も更新しまし
た。Amazon S3 では、Amazon 
S3 が管理するキー (SSE-S3) に
よるサーバー側の暗号化が適用さ
れるようになりました。Amazon 
S3 でのこの変更の詳細につい
ては、Amazon Storage Service 
ユーザーガイドの「S3 バケット
のデフォルトのサーバー側の暗号
化動作の設定」を参照してくださ
い。

2023 年 2 月 27 日

新しい機能 (p. 390) Macie は S3 バケットのポ
リシー検索の追加タイプ
を生成できるようになりま
した:Policy:IAMUser/
S3BucketSharedWithCloudFront. 
この種類の結果は、バケットを 
Amazon CloudFront オリジンア
クセスアイデンティティ (OAI)、
オリジンアクセスコントロール 
(OAC)、またはその両方と共有で
きるようにバケットのポリシーが
変更されたことを示しています。 
CloudFront さらに、OAI または 
CloudFront OAC と共有されてい
るバケットは、Macie が提供する 

2023 年 2 月 24 日
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Amazon S3 データに関する統計
やメタデータで外部と共有されて
いると見なされるようになりまし
た。

新しい機能 (p. 390) Macie は、機密データを検出
するために Amazon S3 Glacier 
Instant Retrieval ストレージクラ
スをサポートするようになりまし
た。このストレージクラスを使用
する S3 オブジェクトは、Macie 
が機密データの自動検出を実行
するか、ユーザーが機密データ検
出ジョブを実行したときに分析の
対象となるようになりました。ま
た、Macie が Amazon S3 データ
について提供する統計やメタデー
タでは、分類可能なオブジェクト
と見なされます。

2022 年 12 月 21 日

新機能 (p. 390) アカウントまたは組織の機密デー
タ検出を自動的に実行するよう
に Macie を設定できるようにな
りました。機密データの自動検
出により、Macie は Amazon S3 
データを継続的に評価し、サンプ
リング技術を使用して S3 バケッ
ト内の代表的なオブジェクトを識
別、選択、分析し、オブジェクト
に機密データがないかを検査しま
す。分析の結果は、Macie が提供
する Amazon S3 データに関する
統計、結果、その他の情報で評価
できます。

2022 年 11 月 28 日

新機能 (p. 390) Macie が Amazon S3 オブジェク
トの機密データを検査するとき
に無視するようになりました。許
可リストを使用すると、特定のシ
ナリオや環境に合わせて機密デー
タの例外を定義できます。たとえ
ば、組織の代表者の名前、特定の
電話番号、組織がテストに使用す
るサンプルデータなどです。

2022 年 8 月 30 日

新機能 (p. 390) Macie が S3 オブジェクトで見つ
けた機密データの性質を検証す
るために、Macie を設定して使用
し、検出結果によって報告された
機密データのサンプルを取得でき
るようになりました。

2022 年 7 月 26 日
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更新された機能 (p. 390) AmazonMacieFullAccessこ
のポリシーでは、Macie サー
ビスにリンクされたロール () 
の Amazon リソースネーム 
(ARNaws-service-role/
macie.amazonaws.com/
AWSServiceRoleForAmazonMacie) 
を更新しました。

2022 年 6 月 30 日

更新された機能 (p. 390) AmazonMacieServiceRolePolicy
ポリシーを更新しまし
た。これは Macie サービ
スにリンクされたロール 
(AWSServiceRoleForAmazonMacie) 
に添付されているポリシーで
す。このポリシーでは、Amazon 
Macie Classic のアクションとリ
ソースは指定されなくなりまし
た。Amazon Macie Classic は廃
止され、現在は利用できなくなっ
ています。

2022 年 5 月 20 日

新しい機能 (p. 390) Macie には、に発行して
いる機密データの調査結
果に、OriginTypeこの
フィールドが含まれるよう
になりましたAWS Security 
Hub。OriginTypeこのフィール
ドには、Macie が結果を生成した
機密データをどのように見つけた
かが指定されます。

2022 年 5 月 11 日

更新された内容 (p. 390) カスタムデータ識別子のキーワー
ドと最大一致距離の設定がどの
ように機能するかを明確にしまし
た。

2020 年 4 月 22 日

新しい機能 (p. 390) Macie は、HTTP 基本認証ヘッ
ダー、HTTP Cookie、JSON Web
トークンを検出するように設計さ
れたマネージドデータ識別子を提
供するようになりました。

2022 年 4 月 21 日

新しいコンテンツ (p. 390) Macie の主要な概念と用語の説明
と定義を追加しました。

2022 年 3 月 16 日

新しい機能 (p. 390) 機密データディスカバリジョブ
を作成および設定するときに
推定コストを計算して表示す
るために、Macie はフォームの
価格データを取得するようにな
りましたAWS Billing and Cost 
Management。AWS アカウン
トこの機能をサポートするため
に、AmazonMacieFullAccess
ポリシーにBilling and Cost 
Management アクションを追加
しました。

2022 年 3 月 7 日
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新しい機能 (p. 390) Macie には、AWS Security 
Hub に発行している調査結果に
Sample フィールドが含まれるよ
うになりました。Sampleフィー
ルドは、結果がサンプル結果であ
るかどうかを指定します。

2022 年 2 月 24 日

新しいコンテンツ (p. 390) Amazon Virtual Private Cloud を
使用した VPC と Macie との間の
プライベート接続の確立について
の情報が追加されました。

2022 年 1 月 19 日

新しい機能 (p. 390) Amazon Macie コンソールを使用
して、カスタムデータ識別子のタ
グ、結果のフィルターと抑制ルー
ル、機密データ検出ジョブ、およ
び組織の Macie 管理者の場合は
組織のメンバーアカウントを割り
当てて管理できるようになりまし
た。タグは、AWS特定のタイプ
のリソースにオプションで定義お
よび割り当てるラベルです。

2022 年 1 月 12 日

新しいコンテンツ (p. 390) Macie AWS Identity and Access 
Managementへのアクセス管理に
使用する方法についての情報を追
加しました。

2021 年 12 月 20 日

新しい特徴 (p. 390) カスタムデータ識別子を作成す
るときに、識別子が生成する機密
データの調査結果の重要度設定を
定義できるようになりました。こ
れらの設定を使用すると、カスタ
ムデータ識別子の検出基準に一致
するテキストの出現回数に基づい
て、調査結果に割り当てる重要度
を指定できます。

2021 年 11 月 4 日

新しい機能 (p. 390) Macie が提供するさまざまなタ
イプの調査結果の詳細を知るに
は、調査結果サンプルを生成す
ることができます。調査結果サン
プルでは、データ例とプレースホ
ルダー値を使用して、Macie がそ
れぞれのタイプの調査結果に含め
る可能性があるさまざまな種類の
情報が示されます。

2021 年 10 月 28 日

新しい機能 (p. 390) Macie には、AWS Security 
Hub に発行している調査結果に
OwnerAccountId フィールドが
含まれるようになりました。この
フィールドでは、影響を受けた 
S3 バケットを所有する AWS ア
カウント のアカウント ID を指定
します。

2021 年 10 月 27 日
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新しいコンテンツ (p. 390) 複数の Macie アカウントの集中
管理に関する情報が追加されまし
た。Macie をAWS Organizations
と統合する、および Macie から
メンバーシップの招待を送信する
という 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 
月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 
月 2 月 2 月 2 月 2 月 2 月

2021 年 10 月 13 日

新しい機能 (p. 390) バケットのアクセス許可設定に
より、Macie がバケットまたはバ
ケットのオブジェクトについて
の情報を取得すること、およびバ
ケットのデータのセキュリティと
プライバシーを評価およびモニタ
リングすることを防ぐようにした
かどうかを、S3 バケットインベ
ントリが示すようになりました。
さらに、現在の用語を反映するた
めに、AWS KMS keys およびカ
スタマーマネージドキーへの参照
を更新しました。

2021 年 10 月 5 日

新しい機能 (p. 390) Macie は、ポリシーと機密デー
タの調査結果を 30 日間ではなく 
90 日間保存するようになりまし
た。Macie が 2021 年 8 月 31 日
以降に調査結果を作成または更
新した場合は、Macie コンソール
または Macie API を使用して最
大 90 日間調査結果にアクセスで
きます。特定の AWS リージョン 
では、Macie は早くも 2021 年 9 
月 27 日に 90 日間の調査結果の
保持を開始しました。

2021 年 10 月 1 日

新機能 (p. 390) 機密データ検出ジョブを作成す
るときに、ジョブが S3 オブジェ
クトを分析するときにジョブで
どのマネージドデータ識別子を使
用するかを指定できるようになり
ました。この特徴により、特定の
タイプの機密データに焦点を絞る
ようにジョブの分析を調整できま
す。

2021 年 9 月 17 日

新しい機能 (p. 390) 機密データの調査結果が、JSON 
および JSON Lines ファイル内
の機密データを見つけるのに役立
つ追加情報を提供するようになり
ました。

2021 年 7 月 6 日
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更新された機能 (p. 390) Macieは、AWS Security Hub 
に発行している調査結果で
AwsS3Bucket のリソースタイ
プを使用するようになりまし
た。(Macie は以前、この値を
AWS::S3::Bucket に設定し
ていました。) AwsS3Bucket
は、AWS Security Finding 
Format (ASFF) で S3 バケットに
使用されるリソースタイプの値で
す。

2021 年 6 月 28 日

新機能 (p. 390) 機密データ検出ジョブを作成す
るときに、ジョブが分析する S3 
バケットを判断するランタイム
基準を定義できるようになりまし
た。この特徴により、ジョブの分
析の範囲は、バケットインベント
リへの変更に動的に適応できるよ
うになります。

2021 年 5 月 15 日

新しい機能 (p. 390) S3 バケットインベントリと概
要ダッシュボードは、バケット
ポリシーに新しいオブジェクト
のサーバー側の暗号化が必要かど
うかを示す暗号化メタデータと統
計を提供するようになりました。
さらに、バケットインベントリ内
の個別のバケットに対して、オブ
ジェクトメタデータのオンデマン
ド更新を実行できるようになりま
した。

2021 年 4 月 30 日

新機能 (p. 390) Amazon CloudWatch Logs を使
用して、機密データ検出ジョブを
実行したときに発生するイベント
をモニタリングおよび分析できる
ようになりました。この特徴をサ
ポートするために、Macie サービ
スにリンクされたロールのAWS
マネージドポリシーに追加されま
した CloudWatch 。

2021 年 4 月 14 日

地域別の販売状況 (p. 390) Macie が AWS アジアパシフィッ
ク (大阪) リージョンで利用可能
になりました。

2021 年 4 月 5 日

新機能 (p. 390) 機密データの調査結果を AWS 
Security Hub に発行するように 
Macie を設定できるようになりま
した。

2021 年 3 月 22 日

新しいコンテンツ (p. 390) Macie のコストのモニタリングと
予測および無料トライアルへの
参加に関する情報が追加されまし
た。

2021 年 2 月 26 日

395

https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/securityhub-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/securityhub-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/discovery-jobs-create.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/discovery-jobs-create.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/discovery-jobs-scope.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/discovery-jobs-scope.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/monitoring-s3-inventory-review.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/discovery-jobs-monitor-cw-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/discovery-jobs-monitor-cw-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/discovery-jobs-monitor-cw-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/discovery-jobs-monitor-cw-logs.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/service-linked-roles.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/findings-publish-frequency.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/findings-publish-frequency.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/account-mgmt-costs.html
https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/account-mgmt-costs.html


Amazon Macie ユーザーガイド

更新された内容 (p. 390) マスターアカウントという用語
を管理者アカウントという用語に
置き換えました。管理者アカウン
トは、複数のアカウントを集中管
理するために使用されます。

2021 年 2 月 12 日

新しい機能 (p. 390) 機密データ検出ジョブの範囲を、
カスタム include および exclude 
基準で S3 オブジェクトプレ
フィックスを使用して絞り込むこ
とができるようになりました。

2021 年 2 月 2 日

更新された内容 (p. 390) Macie は、ポリシーの調査結果
を AWS Security Hub に公開す
るときに、AWS Security Finding 
Format (ASFF) の調査結果のタイ
プ分類に従うようになりました。

2021 年 1 月 28 日

新しいコンテンツ (p. 390) Amazon S3 データのモニタリン
グおよびそのデータのセキュリ
ティとプライバシーの評価に関す
る情報が追加されました

2021 年 1 月 8 日

地域別の販売状況 (p. 390) Macie が AWS アフリカ (ケー
プタウン) リージョン、AWS 欧
州 (ミラノ) リージョン、および 
AWS 中東 (バーレーン) リージョ
ンで利用可能になりました

2020 年 12 月 21 日

新しい機能 (p. 390) お客様のアカウントが Macie 管
理者アカウントである場合、組
織内の最大 1,000 個のアカウン
トで構成される、最大 1,000 個
のバケットでデータを分析する機
密データ検出ジョブを作成して実
行できるようになりました。

2020 年 11 月 25 日

新しい機能 (p. 390) S3 バケットインベントリは、バ
ケット内のデータを分析するため
に、1 回限りまたは定期的な機密
データ検出ジョブを設定している
かどうかを示すようになりました 
該当する場合は、最近実行された
ジョブに関する詳細も表示されま
す。

2020 年 11 月 23 日

新しいコンテンツ (p. 390) 調査結果のフィルタリングに関す
る情報が追加されました。

2020 年 11 月 12 日

新しい機能 (p. 390) 機密データの調査結果
が、Apache Avro オブジェクトコ
ンテナ、Apache Parquet ファイ
ル、および Microsoft Excel ワー
クブック内の機密データを見つけ
るのに役立つ追加情報を提供する
ようになりました。

2020 年 11 月 9 日
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Amazon Macie ユーザーガイド

新機能 (p. 390) 機密データの調査結果を使用し
て、S3 オブジェクト内の機密
データの個別の出現を見つけるこ
とができるようになりました。

2020 年 10 月 22 日

新機能 (p. 390) 機密データ検出ジョブの一時停
止と再開を行えるようになりまし
た。

2020 年 10 月 16 日

新しいコンテンツ (p. 390) ポリシーの調査結果と機密デー
タの調査結果の重要度評価システ
ムについての詳細が追加されまし
た。

2020 年 10 月 6 日

新しい特徴 (p. 390) 機密データ検出ジョブを実行す
るときに、Macie が個別の S3 バ
ケットで分析できるデータの量を
示す統計を表示できるようになり
ました。さらに、ジョブを作成す
るときに、ジョブの推定コストを
表示できるようになりました。

2020 年 9 月 3 日

新しいコンテンツ (p. 390) 機密データ検出ジョブの設定、実
行、および管理に関する情報が追
加されました。

2020 年 8 月 31 日

新しい機能 (p. 390) マネージドデータ識別子は、ブラ
ジルの特定のタイプの個人を特定
できる情報を検出できるようにな
りました。

2020 年 7 月 31 日

更新された内容 (p. 390) カスタムデータ識別子内の正規表
現でサポートされている構文に関
する情報が追加されました。

2020 年 7 月 30 日

更新された内容 (p. 390) マネージドデータ識別子のキー
ワード要件が追加され、各機密
データ検出ジョブが生成できる調
査結果の数のクォータが増加され
ました。

2020 年 7 月 17 日

新しいコンテンツ (p. 390) Amazon の使用および 
EventBridge 調査結果のモニタリ
ングと処理AWS Security Hubを
行うためのについての情報が追
加されました。これには、調査結
果の EventBridge イベントスキー
マ、およびポリシーおよび機密
データの調査結果のイベント例が
含まれます。

2020年6月22日

新しいコンテンツ (p. 390) 調査結果の分析と抑制に関する情
報が追加されました。

2020 年 6 月 17 日

新しいコンテンツ (p. 390) 詳細な検出結果を S3 バケットに
保存するように Macie を設定す
るための手順が追加されました。

2020 年 6 月 2 日
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Amazon Macie ユーザーガイド

新しいコンテンツ (p. 390) Macie が検出できる機密データの
タイプ、および Amazon S3 オブ
ジェクト内の機密データを検出す
るための暗号化要件に関する情報
が追加されました。

2020 年 5 月 28 日

一般提供状況 (p. 390) これは Amazon Macie ユーザー
ガイドの初回リリースです。

2020 年 5 月 13 日
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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